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川下主導再編下における多品目出荷型野菜産地の

マーケティング戦略

-福岡県みい農協および北野町K集落を事例に-

Vegetable附Mark巴tingStrategy ofMulti-Vegetable Producing Dis出ctUndergoing 

Distribution Restructuring by Retailers 

… A Case Study of the Mii Agricul知ralCooperative in Kitano Town-

岩崎真之介*・細野賢治牢.白武義治時:* .山是政博本

Shinnosuke 1¥ν'ASAKl Kenii HOSONO Yoshiharu SHIRATAKE Masahiro YAMAO 

1.はじめに

1966年の野菜生産出荷安定法器定および 1970年代の米の生産調整開始以降，わが国では水田におい

て野菜への転作が進み，とりわけ西南暖地では農協が中心となって単一品目大量出荷型の野菜産地が盛

んに形成され，野菜を消費生t/1，へ安定的に供給する体制を確立してきた。だが， 1980年代に入り野菜の供

給過剰が顕在化すると，単一品目型産地は厳しい産地問競争に直面し，その得編方向を模索することと

なる。このようななか，福間県久留米市北野町は農協が中心となって多品混少量出荷型産i訟をと形成した

成功事例としてこの特撮に注目を集め，特にその市場対芯は多くの研究において産地戦略分析の対象と

されてきたへところが，これらの研究が一段落した 1990年代初め以降立野菜消費が一履多様化する

とともに川ドにおいてスーパーが支配的地位を確立するなど，野菜産地を取り巻く外部環境は大きく様

変わりをみせた。特iこ，スーパーの定時・定量・定品質仕入れへの要求の強まりは，青果物の卸売市場

流通においてセリの縮小と予約聖取引の拡大制品、た。また，スーパーは主要品目で大盤、落入による抵

価格化を指向している一方，他方では産地直結・産地市場直結で調達される， PB商品に代表されるよ

うな独自商品によって他府との差別化を関っており 3) 産地はこの重層的な品揃えニーズへの対応を追

られている。これら外部環境の変化にも関わらず，北野町は現在でも野菜産地として競争優位を維持し

続けている。このような北野町の産地戦略国での競争怪位性の要因を分析することは，産地外部環境の

変化のもとで多品目出荷を指向する野菜産地のマーケティング戦略策定に一定の示唆をもたらすであろ

つ。

本論文ではこれらをふまえ， ) 11下主導:再編ドにおける多品民出荷型野菜産地のマーケティング戦略の

あり方を検討することを目的とする。そのための課題として，多品開出荷型産地である北野町を管轄す

るみい農協の， 1990年代以降の野菜マーケティング戦略とそれをど支える産地体制の分析を行い，当農協

の産地戦略面での競争能位性の斐因を検言すする。マーケティング戦略の分析は，マーケティング・ミッ

クスの 4Pのうち製品(Producu，流通チャネル(Place)，コミュニケーション(Promotion，communication) 

の各視点から行う。産地体制の分析では，まず共販体制と野菜集出荷システムの特徴を暁らかにし，続

いて産地内部の欝係性について，農家への開き取り結果を中心に分析する。

本広島大学大学院生物園科学研究科

KeyWords:差男IJ化戦略，セット販売，市場外取引，スーパー，農家の共販への理解
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2.対象および方法

(1)調査対象地の概要

福岡県，佐袈県を中心とする北部九州水113地帯は米麦二毛作地帯である。このうち，福岡県には遠距

離出荷産地りや都市近郊産地など多様な野菜産地が形成されており，また福i潟市，北九州市といった大

消費地を抱えていることが特徴である。本研究の対象事例である北野町は福両県のほぼ中央部の筑後平

野北部に位潰しており，筑後)11流域の肥沃な沖積土壌を有する平坦地域である。年間の平均気温 16
0

C，

2，000mmで農業に好適な内趨的気候条件である。 2005年に久留米市に編入されたが5) 合併前の

人口は 1万7400人 (2000年)，商積は 20.49kn1である。みい農協は，北野町，大刀洗町および小郡市を

管轄する農協である。組合員数は 8，574人， うち正組合員 4，711人，f色組合員 3，863人である。管内は

野菜生践が盛んであり，特に北野町が管内野菜生産の多くを占めている 6)。また，みい農協管内は野菜

価格安定制度におけるレタスの指定産地に指定されている。北野町の競売農家数は 732戸で，このうち

専業農家 200戸，第 l穣兼業農家 147戸，第2種兼業農家 385戸である。また，71<113率は 91%，耕種部

門産出額に占める野菜産出額の割合は 80%である7l。

もともと米麦こ毛作地帯であった北野軒は， 1950年代後半から水由裏作にニンジンを導入し， 1967 

年にはニンジンの指定産地となって東京市場への遠距離出荷を行った8)。しかし， 1960年代後半から

1970年代前半にかけて 2度の市場価格の暴落を経験しニン、ジンの産地開競争からの撤退を余儀なくさ

れた。この反省から， 1970年代に入り北野町は多品目少量生産を指向し， 1980年代には一定の成果を上

げたことは前述のとおりである。 1991年には，北野町，大刀洗町，小郡市をそれぞれ管轄する 3農協が

合併し，現夜のみい農協が誕生した。その後，みい農協は)11下主導による流通存続を中心とする産地外

部若者壌の変化に対応するため，後述のように，他産地との差別化を図るとともに産地の強みを発欝でき

るターゲットを設定し，多元的な流通チャネルを構築し， ) 11下サイドとのコミュニケーションによって

そのニーズの変化を記擬する，という一連のマーケティング戦略によって，市場における独自の地位を

築き野菜産地として優位に展開している。

(2)読査方法

本研究では， 2010 年 7~1O月に以下のような実態調査を行い，データを収集した。第 1 に，農協の野

菜マーケティングの特徴を明らかにするため，農協の野菜販売担当者への開き取り調査および販売資料

の収集を行った。第2に，農協の野菜マーケティングに対する農家の対応の実態を明らかにするため，

北野町K集落の野菜販売農家への悉皆開き取り調査を行った。野菜販売農家全27戸のうち， 21戸 (78%)

から田容を得た。第 3~こ，野菜マーケティングに対する野菜品目別部会の対応の実態を明らかにするた

め，全部会へのアンケート調査を行った。全45部会9)のうち， 43部会 (96%)から回答そ得た。

3.農協の野菜マーケティング戦略

(1)製品政策

みい農協は 83品自の野菜を生産・販売している。この 83品自は，大きく 4つに分類することができ

る。第 1は，ミズナ，コマツナといった軟弱野菜で，販売額の 54%を占めている。第2は，サニーレタ

ス，グリーンリーフレタスといったレタス類で， 23%を占めている。第 3は，ベビーリーフ，ハーブ類

といった香辛野菜・つまもの類で， 10%を占めている。そして第4はその他の野菜で，イチゴ，キュウ

リなどの一般的な野菜や，ラディッシュ，ヤマシオナなどの西洋野菜，伝統野菜などが含まれており，

販売額の 13%を占めている。表 1は，みい農協野菜販売額上位 20品gの推移を示している。これによ
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表 1 みい農協野菜販指額上位 20品詰の推移

設1)2009年の太字の品目は， 1992年の上位20品自に入っていないもの。

2)ラウンドの関係で，販売綴を足し合わせても必ずしも合計と一致しない。

資料:幾協波子己資料，方自 [2Jおよび坂本 [4Jより作成。

れば， 2009年は上位 10品目で販売額の 66%を，上位 20品目では 89%を点めており，上位品目と下位

品隠とでは販売額に大きな開きがある。みい農協は市場に対して，販売額数億円規模の f主力j 品目と

数千万円・数百万円規模の様々な少量品院とをセットにして売り込みを行っており，出荷市場のほとん

どにおいて I市場当たり数十品目の野菜を出荷している。出荷先市場にとっては，みい農協からだけで

相当数の品gを仕入れられるため，仕入れの手間を軽減できるというメリットがある。農協にとっても，

ある品院のチャネルを利用して他の品目を販売することが可能となる。また，後述のスーパーとの市場

外取引では，スーパーの野菜売り場が fみい農協コーナーJIこ近いものとなり，産地のPRにもつなが

っている。ただ¥みい農協は下位の少量品目の需要拡大への対応を指向しており，表 1によると 1980

年， 92年に比べ2009年は販売額に占める下位品目の割合が高まっていることがわかる。また， 1992 

には上位 20品目に入っていないミズナ，コマツナが現在の販売額 1，2位を占めているようにみい農

協は)11下ニーズの変化やニッチ市場の存在を敏感に察知して新品目導入に努めている。野菜部会も 2000

年代に入って新たに 9部会が設立されている。

野菜倒格安定制度では， 14品目の指定野菜が同点費量;が相対的に多jい主要品目として位置づけられ

ている [6J。指定野菜が 2009年度のみい農協野菜販売額に占める割合は 32%で¥指定野菜以外の品医

が叛売額の 3分の 2以上を占めている。これは，大量需要は期待できないが競合産地の少ないニッチ品

目を多数取り揃えることで，他産地との差別化が臨られている結果である。

また，農協が多品gの野菜を出荷していることは，農家の品目選択の幅を広げている。例えば，労働

力確保が難しい高齢農家は水回裏作でレタス類を生産し，若い後継者層は施設栽培導入により周年で野

菜を生産するなど，各農家は自三の適性や潤場条件に合った品目を選択している。みい農協は，各農家

が自己の条件に合わせて選択した品夜色後述の多様な流通チャネルを生かして販売しており，このよ

(13) 



うな産地戦略のあり方は f重層的産地形成J10) といえよう。

上位 20品自の野菜の平地販売月数は約 11.1カ月であり，施設野菜作によって主力品目の多くを潟年

で安定供給している。これは出荷先からの信頼を高めるとともに，市場から l年中「みい農協Jケース

入りの出荷物がなくならないため，市場関係者の産地に対する認知度を高めるのにも役立っている。

加えて，みい農協は軟弱野菜を高鮮度で出荷先に扇けるため，コールドチェーンの擁立にも取り組ん

でいる。軟弱野菜を出荷する部会員には保冷蔵の設遣を義務付けている。 2005年に設寵された全品隠対

応型の集出荷施設である閤芸流通センターは，真空予冷・保冷設舗に特化した構造となっており，集荷

した野菜の翌R出荷も可能となっている。出荷先への輸送は保冷車によって行っている。これらコール

ドチェーン確立の取り組みは，後述する市場外取引の拡大にも重要な役割を果たしている。

(2)流通チャネル政策

1)卸莞市場出荷

図 lは，みい農協管内産野菜

の流通チャネルを示している。

農協に出荷された野菜{ま，販売

額ベースで 80%が卸売市場へ

出荷される。取引形態は予約相

対取出が多く，出荷日当日に市

場から農協lこ注文が届き，その

日のうちに出荷するという形式

が主である。出荷市場の地域別

販売額構成比は九1'1'140%，中国

23%，近畿 18%，関東 18%で¥

九州、1，中国地方といった中近距

離市場出荷を中心としている。これは

鮮度要求の高い軟弱野菜の産地である

ためであり，合わせて物流コストの削

減も図っている。出荷市場数は 46市場，

内訳は九外119市場，中間 11市場，近

4市場，関東9市場，その他3市場

である。 l品毘当たりの出荷市場数も

一部の品包を除いて数十市場あり，分

散的な出荷を行っている。これは， 1 

市場当たりの受入れ許容量の少ないニ

ッチ品目の取り扱いが少なくないこと

に起因している。

46の出荷市場のうち， 1類都市は 19

市場， 2類・その他都市は 27市場であ

る。販売額ベースでは，それぞれ 58%，

42%である。また，崎市場のうち中央

自

部
会
加
入
品
開
口
非
加
入

野
菜
叛
売
農
家

図 1 みい農協管内産野菜の流通チャネル

註)数{肢は 2007~09 伴疫の農協野菜販売額の平均。

資料:段tii販売資料，販売担当者および淡家間き取り結果より作成。

表2 みい農協におけるミズナの都市類別・地域

完IJ市場の平均単価と販売議

設 1)数値は 2009年度。

2) 1類都市l土，人口 100万人以上の都市およびこれに準ずる都市。

2類都市は l類都市を除く人口 207J人以上で，かっ斉巣物の年

間取扱主義ーがおおむね6万 t以上の都市α ただし，それ以外の県

庁所在都市および中央餓売市場が開設されている都市を含む。

3)平均単価の()内は東京都中央卸売市場大回市場の平均単価を

100とした場合の線対単価。

資料:1妥協販売資料および『東京都中央卸売市場年毅Jより作成。

(14) 



JII1ご主導再編下における多品目出荷裂野菜産地のマーケティングi淡路(務椅・織野・E:!武・山尾)

卸売市場は 30市場，地方卸売市場は 16$場，販売額ベースではそれぞれ 71%，29%である。表 2は，

みい農協の 2009年の販売額 1位品目であるミズナの出荷市場の都市類別・地域別単倣および販売額を示

したものである。平均単価を比較すると， 1類都市に比べ2類・その他都市は 87円 (28%)高い。 2

その他都市はミズナ販売額の 3分の 1以上を占めており，全体の平均単価を引き上げる役割を果たして

いる。このような傾向は軟弱野菜を中心にみい農協の他の品gで、もみられる。一般に，地方卸売市場や

2類・その他都市の市場は拠点的市場に比べ集荷カが弱く，拠点的市場からの転送に一定程度依存せざ

るを得ない11)。しかし，市場開の転送は物流コストを高めるだけでなく，転送により軟弱野菜の鮮度

が低下すれば市場がスーパーに交渉負けする可能性が高まる。一方，みい農協も多品宮北したためfu超々

の品目の出荷量では大産地にかなわず，拠点的市場で競争力を確保することは難しい。そこでみい農協

は，地方都市の中央卸売市場のほかに，銘柄産地の高品質品の集荷が臨難な九州、1，中間患の地方卸売市

場， 2類・その他都市の市場を重姿な流通チャネルと位置づけ，それらの市場へ直接出荷することで高

鮮度の軟弱野菜を提供し，高単価を実現しているのである。出荷先市場にとっても，高鮮度品であれば

スーノ《ーに対する交渉力が増す可能性が高いため，鮮度の低い転送品に高い物流コストを負担するより

も，みい農協から高単価で仕入れる方がメリットは大きいといえる。加えて，拡夜、的な市場に比べこれ

らの市場との取引は，品閥単位で、は小口の取引となることが多いが，みい農協:はま多品陸のi混昆載輪送によ

り一定のロツトを確保することで

2わ)市場外怒引

1990年代初めにパブ、ル経済が崩壊し，スーパーが青果物流通において支配的地位を確立するなかで，

卸売市場の販売力低下はみい農協にとって深刻な問題となった。また，相対取引拡大による卸売市場の

価格形成の不透明化や，市場からの産地育成の儲きかけの弱まりなどを受け，みい農協は市場出術一辺

倒の販売戦略に疑問を感じ始めた。そこで，みい農協は 1993年から，代金精算のみf福岡県富芸農業協照

組合連合会12) (以下際芸連J) を通すかたちで野菜の市場外取引を開始した。開始当初jは販売額の

ごく 守日告と占めるにすぎなかったが， 1997年に器芸連が加工事業を行う宮間食品加工センタ

ると，~該センターへの販売を鵠始するとともに市場外取引を本格化させた。当該センターを引き継い

だ株式会社F1 3) (以下， I農協系F社J)は，現在，みい農協市場外取引の中核チャネルとして位罷づ

けられている。 2006年には，さらなる販売力強化のため農協系F社を通さない独自の直販事業を開始し

た。表3は2007'"'-'09年度の流通チャネル

別野菜販売額の推移を示している。直販

は年々拡大しており，いまや全体の l割

近くを占める重要な流通チャネルとなっ

ている。

市場外取引の取引先はスーパー，加工

卸.{rt卸業者などで¥農協系F社

経由と直販で合わせて 63社と取引を行

っている。販売額ベースでは市場外取引

の約半分がスーパーとの取引である。

表 3 みい農協の流通チャネル知i野菜販指額

の推移

設) ()内は各年度の合計におめる説会。

資料.みいf及協販売資料より作成。

みい農協では市場外取引に取り組むことで次のような効果があった。第 1に，市場出荷に比べ取出先

から桟文が阜く履くため，時間に余裕を持って出荷対応することが可能となった。市場出荷ではスーパ

ーや実需者から産地までに多段踏を経由するため注文が窟くのが遅く，午前日時頃に注文が届いてその

(15) 
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図2 みい農協の市場外での年間契約取引における月期単髄

(在:スーパ-A廻農協系 F社経由・小ネギ，右・卸売業者8 ・産販・ミズナ)
設)数値は 2009年度。

資料段協販売資料および f東京都中央卸売市場年報Jより作h立。

臼の夕方には出待しなければならなかった。市場外取引では，出荷日の前日に注文が届くため，対応に

余祷が生まれた。第 2に，スーパーなどと直接に清報交換できるようになった。第 3に，生産者手取り

が場加した。例えば小売価格が 98 円の高品の場合，市場出荷では産地に1O~20%程度しか入らないが，

直販では 60%前後が産地に入る。農地の取り分が大きいだけでなく，交渉で価格が決まるため価格決定

が明瞭である。もちろん市場を介さない分だけ農協職員の事務量が増えるため，市場出荷よりも農協の

手数料は高く設定されているが，それでも農家手取りは増加している。第4は，価格の安定化である。

関2は，みい農協の市場外での年間契約販売における月別単価を示したもので，左図が農協系F社経由

でのスーパーAへの小ネギ販売，右盟が直販での卸売業者Bへのミズナ販売のものである。なお，スー

パ-Aは関東全域に数十倍舗を農閉しており，みい農協における農協系F社経由販売で最も簸売額の大

きい取引先であり，市場外取引額の 12% (1. 4億円)を占めている。小ネギの取引額はO.5億円で，ス

ーパ-Aとの取引額の 37%を占めている。また，卸売業者Bは中国地方の地方卸売市場に入場する卸売

業者であるとともに，カット野菜の製造・販売も行っている。みい農協における車販の取引先で最も販

売額が大きく，市場外取引額の 8%(0.9{意向)を占めている。みい農協から仕入れる野菜は，ほとんど

がカット野菜用である。ミズナの取引額は 0.2{:意向で，卸売業者おとの取引額の 23%を占めている。罰

2では，それぞれの月別単価を東京都中央鈎売市場大田市場における月期j単価と比較しているが，スー

パ-Aおよび卸売業者Bの単価の方が安定していることがわかる。このような安定取引はまだ市場外取

引額の 2割程度であるが，生産者手取りの安定化のため，今後このような年開あるいはシーズン値決め

の市場外取引を拡大してし、く方針である。

では，みい農協はなぜ市場外取引に取り組み，取引

を拡大させることができたのであろうか。その要菌と

して次の 3点が挙げられる。第 1に，多品B出荷によ

るスーパーなどの直販ニーズへの対応で、ある。坂爪は，

直販においてスーパーが間一産地から多品目を仕入れ

ることには，①仕入れの手間が省け経費告と節減できる，

②同一産地の品目を販売する方が消費者にイメージを

アピールしやすく，惹53IJ化商品として販売できる，と

(16) 

(n~創製作業の代行

・スーパー・実得者が求める調製作業

のうち， g草地段階では難しいものを代行

②スー/"¥-.事雲霧者と修士ib.とのコ…ヂィネート
• F当社加工場を主主かしたカット野菜や

生鮮野菜の商談を産地に提案
.ifff.地に代わって川下サイドと交渉

盛住金覇虫

関3 みい農協との取引における

農協系 F社の役割
資料:農協販売担当者の関き取り結果より作成。



川下主導再綴下における多品目出荷型野菜産地のマーケティングi淡路(岩崎・細野・自武・山尾)

いうメリットがあることを指摘している 14)。このように，スーパーは多品自出荷が可能な産地との直

販に魅力を感じており，そのニーズに対応したことが，みい農協の市場外取引拡大の 1つの要困である。

第2に，農協系F社との連携が挙げられる。図 3は，みい農協との取引における農協系F社の役割をま

とめたものである。特に②のコーディネートは，みい農協が市場外取引の販路を開祐するうえで重要な

役割を果たした。また， jjま販においても代金精算のみは農協系P社を通すこともあり，取引における役

割の大きさに合わせて農協系F社の手数料率が設定されている。みい農協が直販を拡大するに当たって

は，取引先がパッティングしないよう農協系F社と調整を行っている。このように，市場外取引のノウ

ハウが少なかった取り組みの初期に農協系F社の機能を利用したこと，それを通して直販のノウハウを

していったことは，みい農協が市場外取引を拡大できた重要な要因である。第 3に， 2005 

流通センター設置により，コール Fチェーンを確立で、きたことで高鮮度状態での供給が可能となり，ス

ーパーや実需者に対する交渉力を持てたことである。特に産販で、はスーパー・実需者と寵接交渉を行わ

なければならないため，この点が極めて重姿となる。

(3)コミュニケーション政策

みい農協では， 1つの市場に数十品問の野菜を出荷しているため，卸売業者の負担を考E室、して各部会

の総会には出荷先市場の卸売業者を呼んでいない。その代わり， 11の部会が加入している周年野菜部会

が9月に開催する販売検討会に出荷先卸売業者をまとめて招待し，情報交換や商談を行っている。また，

7月には市場外取引の情報交換会が行われる。これには全部会の役員と農協系F社を含めた取引先が参

加し，市場外取引の翻談が行われる。この 2つの取り組みでは，多数の品目別部会と取引先が一堂に会

することで，複数品自セット販売の高談を促進することがねらいとされている。

なお，加工業者との取引を行っている部会では，毎年，全部会員で加工施設の見学や業者との意見交

換を行っており，加工品向け品種への切り替えや包装の能楽化によるコスト削減など、につながっている。

また，商品が供給過剰となる時期は産販の取引先スーパーに対し特売の提案を仔い，市場の相場よりも

抵い価格設定をする代わりに通常の倍の数量を引き取ってもらうなどしている。

4.野菜の集出荷システムおよび部会員と農協との関係性

(1)共販体制と集出荷システムの特徴

まず，みい農協の野菜共販体制の特

徴をみてみよう。みい農協は2つの野

菜集出荷施設を有している。 1つは前

述の罰芸流通センターで，もう lつは

大刀洗集荷場である。前者は北野町と

小郡市の生産者が，後者は大刀洗町の

生産者が出荷を行う。間芸流通センタ

ーには6人，大刀洗集荷場には2人の
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農協販売担当者が弱己寵されている。出
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荷市場は合併前の!日農協の出荷先を引 図ヰ みい農協の野菜販売額および野菜共販率の推移

き継いでおり，各施設で独自に分荷を 設)野菜共販さ与のデータが 2004年までであるのは， 2005年から北里子

行っている。そのため，なかには間施
菌防1久留米市に綴入され，みい農協管内のうち北野町の，共s反率
の算出に必要な息子菜滋出額が公表されなくなったためである。

設の出荷先がパッティングしているケ 資料:幾協販売資料および『生産差益業所得統計』より作成。
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ースもある。また，農協合併後も部会組織は統合されておらず， 6品目において集出荷施設ごとに 2つ

の部会が併存している 15)。

図4は，みい農協の野菜販売額および野菜共販率の推移を示している。全国的に野菜産地の縮小がみ

られるなかで，みい農協は 2000年代に入ってからも野菜販売額を横ばし、で維持しており， 2009年の野

菜販売額53億円は福間八女農協に続いて県内第2位である。ただ，野菜の農協共販率は低下傾向にある。

1999年から 2009年にかけてのみい農協の部会員数の変化をみてみると，データの得られた 35部会のう

ち，部会員数が減少した部会は 32部会 (91%)あり， うち 21部会 (60%)ではこの 10年開で 40%以

上も部会員数が減少している。これは，高齢化・後継者不足による労働力不足から共販の出荷基準を守

ることが難しくなり，共販からの離脱を余犠なくされる部会員が増加しているためで，地元釦売市場の

部売業者がこのような農家を取り込むことで農協共販率が低下しているのである 16)。農協の野菜販売

額は，もっぱら共販品の生産水準に対応可能な農家の規模拡大によって維持されている。

次iこ，みい農協の野菜集出荷、ンステムについて，特徴的な点として次の4点を指摘したい。第 1に，

シーズンの初めに，各部会員の当該部会品目の予定作付面積を部会ごとにとりまとめ，農協が販売や蔀

談提案の参考にしている。その際，作付荷積や出荷量の制限は特に設けていない。これは，多品目を分

散的に出荷しており，供給過剰による値崩れのおそれが低いためだと考えられる。第2に，収穫期にな

ると農家は農協に対し翌週の集出荷釘・量を予約することになっており，農協の計閥的な分荷に役立っ

ている。第 3に，販売では，出荷先からの急な註文などにもできる限り対応しており，商品が足りない

場合は生産者に連絡し追加で出荷してもらうこともある。反対に，農家が予約を超える数量を出荷した

場合も，関芸流通センター長が個人の人脈を生かして出荷先に売り込みを行い，一定以上の単価で売り

切るようにしている 17)。これらの商品在出待先が引き受けるのは， 白常からみい農協が出荷先の魚、な

注文に対応していることが大きく，商品不足時に農家が追加の出荷要請に応じるのは，出荷量が予約分

を超えてしまった場合にも農協が寅f壬を持って売り切っていることを評価しているからで、ある。そして

第4にみい農協の野菜販売担当者は自らを「野菜の営業マンj と認識しており，出荷先からの信頼獲

得や人脈の強化を有利販売のための最重要要素と考えている。また，園芸流通センターの野菜薮売の意

思決定権は当該センター長に集約されており，迅速な意思決定によって柔軟な出荷対応が可能となって

いる。

(2)部会員と農協との関係性-K集落野菜販売農家への聞き取り結果を中心!こ-

1) K集落野薬寂売農家の経営の概況

4は， K集落野菜販売農家の経営

の概況をまとめたものである。

家の 86%は専業農家であり， 90%がみ

い農協の組合員で、あった。経営耕地面

積は部会員と非部会で大きな差はなか

ったが，野菜作付延べ面積，野菜作の

回転数，野菜販売額では部会員と非部

との簡に大きな差がみられた。経

営主の年齢は， 59歳，非部会員

68歳で比較的に部会員の方が低いも

のの，ともに高齢化が遂行していた。

高生産者手取り

所得安定化

最大限の作付要請

栽培履歴記帳

規格・品質の徹底

集出荷予約
周年出荷

金量農協出荷
不足時の出荷努力

図5 野菜販売における部会員と農協との関保性

資料:農協聖子菜絞売fJ.!当者， 1災家の開き取りおよび部会アンケート

の結泉より作成。
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表4 K集落野議販売農家の経営の概況

註1)数f伎は2009'ドのもの。

2) 部会員fj;!~京、非協会長役家それぞ、れを・絞営耕地図綴の大きいI11更に立主べた。

3) rílíî綴立経営手~þ地図絞 rmf裟防総数j はもっとも@]転数の多かったI私自の数値， rl坂，e笈!J~立野菜販売額， r i乍
臼終成j はそれぞれ「盟わが野菜 r*Jが米手LJが乳洞三T， r聖子茶飯党z弘釘Jはそれぞれ f;)(Jが水裟，

f革手j が王手菊 f.まJがほうれんそうノトJがIJ、松菜キj がキャベツレj が球レタスネj がネギ，

fillJが山汐主主ウJがウリ f;;j-Jがオクラ， x*が部会加入品隊。

録料 :1災家限iき取り結巣より作成c

調査時点で後継者が確保できている農家は部会員 3戸 (38%)， 

者不足の状況にあった。

2)部会員の共販への理解と農協マ…ケティンゲの成栗

2戸(15%)で，全体的に後継

国5は，野菜販売における部会員と農協との関係性を図式化したものである。部会員は農協の野菜有

利販売に必要な条件を理解し実践している。具体的な実践内容は，以下ーの 6点が挙げられる。第 lは，

栽培農経記帳である。 K集落野菜販売農家のうち，部会員は8戸 (100%)が詑帳を行っていたのに対し，

非部会員は4戸 (31%)のみで、あったO また，部会アンケートの結果によれば，各部会の当該部会品目

における栽培履摩記帳への取り組み状況は以下のとおりで、あった。全員が栽培履歴記帳を行っている部

32部会 (72%)，栽培履歴記i援が不十分な部会は 3部会 (7%)，未回答が 9部会 (21%)で，少な

くとも 7害IJ以上の部会が栽i音履歴記帳を徹底していた。第2，ま，商品の規格・品質慕準の徹底遵守であ

る。第 3は，翌避の集出衛予約である。第4は，周年出荷である。 K集落各部会員農家の販売額のもつ

とも高い主力品目の年間出荷月数の平均は 10.8カ月であり， 8 6戸が 12ヵ月間出荷を行っていた。

品目が異なるため単純な比較はできないが，非部会員は 5.8ヵ月で、あった。また，部会アンケートに剖

(19) 



答のあった 43部会の平均年間出荷丹

数は 8.5カ月で、あった。うち， 1年中

出荷を行っている部会は 16部会

(36%) で，潟年栽培の可能な品目は

ほぼ周年で出荷されていた。第5に，

全量農協出荷の遵守である。各部会で

は部会員が当該部会の品回を農協以外

へ出荷した場合，その農家を部会から

捺名するというルールを自主的に設け

ており，全最農協出荷を徹底していた。

第6に，不足時の出荷努力である。こ

のようにみい農協の強みである周年

出荷や柔軟な出荷対応は，部会員の共

販に対する理解によって支えられてい

るといえる。
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盟6 K集簿野菜販莞農家の野菜作による農業所得

設1)数値は2009年のもの。

2)部分的に回答の得られなかった 1戸を除く 20戸の集計。

資料:後家間き取り給条より作成。

図6は， K集落野菜販売農家の野菜作による農業所得を示したものである。部会員は8戸のうち 6戸

が 1，000万円以上の農業所得を得ていた。農業所得の平均は，部会員 1，391万円， うち唯一赤字の 1戸

を除いた平均は 1，660万円，非部会員 140万円で、あった。このように，部会員は非常に高い水準の農業

所得を得ている。また，若い部会員は農業所得安定化へのニーズが特に強く 18) 農協はスーパーAや

卸売業者Bのような長期の契約取引を拡大することでそれらニ…ズに対応してし、く方針である。さらに，

農協は農家に対し，能力の範鹿内で最大限の作付を行うよう指導している。農家にとっては，努力すれ

ばその分だ、け所得向上につながるため，生産意欲が刺激されることとなる。このように，農協は野菜マ

ーケティングによって農家の農業所得向上や安定北を図っており，部会員はその成果を実感し高し

意欲につなげているからこそ，農協から求められる共販の厳しい条件にも理解を示し実践しているとい

える。

5.考案

ここまで，多品目出荷型野菜産地であるみい農協のマーケティング戦略とそれを支える共販体制の分

析を行ってきた。それらをふまえ，まず，みい農協の産地戦略における競争箆位性の要留を検討したい。

みい農協は，多品院のセット販売によってスーパーや集荷カの比較的弱し、中小規模卸売市場の品捕え機

能を担っている。セット競売は，既存品図のチャネルを活用した新品目の販売や多品目浪載輸送による

物流コスト削減など，みい農協にとってもメリットが大きい。だが，みい農協の競争優位性は単に多品

回出荷のみによるもので、はない。例えば，ニッチ品gの存在である。スーパーや実需者のなかには，ニ

ッチ品目を蓋別化商材として位置づける動きがあり，みい農協はそれらの重要な供給源となっている。

また，主力品問の周年安定供給を生かし，市場外の長期契約取引に取り組むことで，所得の安定牝を翻

っている。柔軟な出荷対応によって出荷先の信頼を獲得し，農家が予定を上回る数量を出荷したときに

も商品を売り切ることが可能となっている。多品g出荷に加えたこのような接数の強みによって，みい

農協は他の多品図出荷型産地に対する差別化を闘っているのである。この差別化の取り組みの一方で，

みい農協は市場を細分化し，高鮮度の野菜を仕入れたい2類・その他都市の市場やニッチ品目を差別化

(20) 
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商材として位置づけたいスーパー・実需者，多品尽を間一産地から仕入れることで仕入れコストを軽減

したいスーパーなど，自らの強みに適合した市場セグメントをターゲットに設定している。以上の他産

地との差別化とターゲット設定の結果，みい農協は細分化された市場セクキメントにおいて「ニッチ品目

を含む多品尽の野菜が揃う産地Jや f周年安定供給や柔軟な出荷対応が可能な産地Jとし、った独自の地

位を確立しており，これが競争髄位性の第 1の婆盟である。

競争イ創立性の第2の要思は，産士也外部環境の変化への対応である。)11下において支配的地位を確立し

たスーパーの定時・定量・定品質出荷への要求を受け，みい農協は市場出荷・市場外取号!の双方におけ

る柔軟な出荷対応や潟年安定供給と，市場外での長期契約取引に取り組んでいる。これらは，鴎芸流通

センターにおける野菜販売の意思決定権集約や農家の集出荷予約といった特徴的な野菜集出荷、ンステム

仁農協・農家間の信頼関係構築により可能となっている。市場外取引の取り組みについては，スーパ

ーの発苦力強化による卸売市場価格の低下と価格形成の不透明化への対芯でもあり， ) 11下サイドと甚接

交渉することで産地の価格決定への関与を強めることが企図されている。また，スーパーは独自の商品

による他眉との惹5J1J1とを指向しており，みい農協はニッチ品自の導入・拡大によってそれに対応してい

る。このように， 1990年代以降の川下主導による流通再編のなかで，みい農協はスーパーやそのニーズ

を反映した卸売市場のニーズに柔軟に対応した結果，野菜産地として優位に展開することが可能となっ

たといえる。

和、て，みい農協における産地としての課題を検言付る。農協の野菜販売額は近年横ばし、であるが，

共販率は低下傾向にある。これは，高齢化・後縦者不足によって農協共販から離脱した農家を地元卸売

市場の卸売業者が取り込んで、いることによるものである。 K集落農家の関き取りでは，農業所得水準の

高い部会員農家においても高齢化の進行がみられたが，後継者は十分に確保されていなかったO 労働力

不足から部会を脱退した農家や，農協に出荷したいが共販の条件が厳しため対応できない農家もみられ

た。これらをふまえれば，現在は意欲的な農家の規模拡大と高齢農家の共販離脱とが相殺されているが，

いずれは農協の野菜販売額が減少局面に入ることも考えられる。出荷量確保のため，みい農協は非部会

員農家を共販に取り込むことも検嗣」ずべきである。その際，地元卸売市場との連携が 1つの方策と考え

られる。秋回市や北九州市の中央卸売市場では，青果物卸売業者と地元農協が連携して，地元の個人出

荷農家の朝採り野菜を市場で販売する地産地消の取り組みを行っている。同様の取り組みは久留米市中

央卸売市場で、も行われているが，卸売業者鞠虫の取り組みであり，地元農協との連携体制構築の必要性

が指摘されている [8J。今後は，みい農協も当該卸売業者との連携を関り，非部会員農家の販路確保に

積梅的に取り組んで、し、くべきであろう。加えて，販売における 2つの集荷揚の意思決定権集約や同一品

目の部会統合も検討すべき課顕である。

以上の検討をふまえ，最後に，多品目出荷型野菜産地のマーケティング戦略のあり方を考察したい。

多品目出荷型産地の最大の強みはその出荷品目の多様性であり，これを軸にすえた戦略によって他産地

との差別化を困る必要がある。多品目出荷の強みを発揮させるためには， ) 11下とのコミュニケーション

によってそのニーズの変牝を把謹し，必要であれば新品目を導入するなど)11下にとって魅力的な品目構

成を維持していくことが求められる。差別化に関しては，多品侵出荷に加えニッチ品目や照生存安定供給

など接数の強みを持つことができれば，他の多品目出荷型産地からの譲別化も可能となる。また，産地

は市場細分化によって，その独自の強みに対し5齢、ニーズを有するターゲットを設定しなければならな

い。特にスーパーは， 1つの産地から多品目を仕入れることで仕入れコストを軽減し持定産地の野菜

を取り謡えることで差別化を指向するなど，多品目出荷型産地との取引に対する5齢、ニーズを有してい
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る。 J11下主導再編下においては，スーパーからの支持を獲得することが藤地維持の重要な課題となるた

め，周年安定供給体制やコールドチェーンを確立し，積極的にスーパーとの藍接取引を拡大していくべ

きであろう。長期的な競争優位実現のため，産地はこれらの戦略によって，細分化された市場セグメン

トにおける独自の地位を篠立する必要がある。

註

1)北野町の市場対応の分析を行った代表的な文献として，梅木[1]，吉田 [2]，九州農試 [3]お

よび坂本 [4]が挙げられる。

2)坂本 [4]は 1997年に刊行されているが，分析は 1990年代初めまでの実態をふまえ行われている。

3)坂爪 [5]p. 140。

4)主に京浜，京阪神市場向け。

5)そのため，統計資料における北野町のデータの多くは 2004年のものが最新となる。

6) 2004年の野菜産出額は北野町が 48.3i意向，大刀洗町が 20.1イ意円，ノト郡市が 9.5億円で，みい農協

管内合計額の 62%を北野町が点めている(農林水康省『生産農業所得統計~ (2004年))。

7)数値は農林水産省 ~2005 年農林業センサス~，伺『生産農業所得統計.~ (2003， 04年)および九州農

政局『第 51次接関農林水産統計年報Jによる。

8)北野町の野菜産地形成から 1980年代初めまでの展開については梅木[1]および吉田 [2]が詳し

。、
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9) 11の研究会を含む。

10)豊田[7]によれば， r重理的産地形成j とは， r多様な流通チャネルを，地域農業と生産構造の多

議性に適合しうるようにコーディネイトする，生践と販売とを一体化した民主的マーケティング管

理機能の実現形態である」。

11) このような傾向は，第9次卸売市場整備基本方針によって示された f中央拠点市場構想jによって

さらに劫長される可能性がある。

12)農詔屈芸事業の福両県における県段階紘識である。

13) 1998年の園芸連と日韓販連との合併により ]Aふくれんが誕生し， 2001年の ]Aふくれんと全農との

統合を機にF社が分離・会社化された。青果物の包装，加工・カットおよび販売を行う。

14)坂爪 [5]pp. 130'"'-'1310 

15)農協は荷集出荷施設問での出荷先の調整および同一品尽の部会の統合について，今後取り組んでい

く必要があると認識していた。

16) K集落野菜販売農家の開き取り結果では，非部会員農家のほとんどが野菜を地元の卸売市場へと出

荷していた。

17)ただし関芸流通センターは鮮度保持のための設備が充実しており，有利販売のため翌日の販売に

泊されることもある。

18)農家と農協販売拐さ当者への開き取りによれば，若い農家には施設導入により農業所得の周年化を関

っている農家が多かった。
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Abstract 

In the 1980s， Kitano Town was identified as a successful case which the agricultural cooperative mainly 

formed a multi-vegetable producing district. Since the 1990s， vegetable consumpむonbecame more diversified 

and supermarkets dominated the vegetable supply chain. Despite the numerous changes of the market 

s仕ucれrreof vegetable production， Kitano has maintained its competitive advantage as a vegetable producing 

dis位ict.

The purpose of this study is to examine the success factors of marketing strategy of thIs multi-vegetable 

producing district. For this purpose， we 凶 emptedto analyze the marketing strategy of the Mii Agricultural 

cooperative in Kitano. 

Interviews were conducted with the officers of the Mii Agricultural Cooper註.tiveas well as with individual 

farmers， while questionnaires were administered to the farmer groups of the Mii Agticultural Cooperative. 

We identified the success factors of marketing strategy of出 smulti-vegetable producing district from our 

analysis in Kitano. First is fitting the product mix into clients' demands wherein managers of the vegetable 

producing district researched continuously the demands through constant communication with the clients. 

Second is stability of product supply from vegetable producing district made possible by farmers' periodic 

shipment of products to agricultural cooperative and providing reliable shipping schedule information to 

agricultural cooperぽive.T凶 dis targeting specific clients who prioritize high product variety and stable 

supply. This multi伺vegetableproducing dis悦ctgets strong business demands from supermarkets. By 

addressing the different factors，めismulti岨vegetableproducing district can gain and maintain its original 

position in the vegetable market 

(受理日 2012年4月9臼)
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