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TaeseokWi，KohKikuchi：Theriseinmanagerconsciousnessofthefarmhouse

bycreationofthenewjointsellingidea．

１．はじめ－本稿の課題と分析枠組み_

日本における青果物の主産地形成は，営農団

地構想が打ち出されて問もない頃1975年を境に

急速に展開されてきた．そこでは個別農家と農

協の間で，生産と販売にかかわる諸機能の分業

化が進み，個別農家は生産機能に専念し，販売

機能は農協が担当するといったものであった．

このことが，販売における農家の能力の育成を

阻害してきたといえ，系統共販の否定的な側面

の一つとしてあげられる．一方，近年の農業を

取り巻く環境の変化は，農業経営規模を縮小ま

たは農業経営自体をやめていく小規模兼業農家

層と，規模の経済を求めて農業経営規模を拡大

していく大型専門農家層と二極分化をもたらし

ている．そのなかで，大規模専門農家層におい

ては，価格の不安定への対応として，自己の生

産物についてより主体性を持った生産・販売方

法を模索しつつある．特に，販売においては生

産者と消費者の顔の見える取引を進め，リピー

ターを増やすという戦略がとられている．

一方，青果物の実需要者である小売店では，

従来に比べて契約取引による差別化商品などの

安定的な仕入に関心を高めており，予約相対取

引などによる対応を1985年頃から進め，一定の

成果を得ている．このような環境変化のなかで，

系統農協の共販体制は組合員農家の独自性を認

めず，画一的な組合員農家への対応体制を維持

している．このことが，系統農協の販売担当者

のリスク負担の重圧のみならず，農家サイドで

の契約意識とマーケティング姿勢の欠如を招い

てきた．

このような現象は，系統農協の事業量減少に

もつながり，さらに近年の農産物単価の低下に

よる系統農協の収益低下も加わって，系統農協

の経営をますます厳しくするという悪循環が繰

り返されている．特に，農業経営の戦略的目標

を設定して，農業経営規模を拡大しようとする

意向が強い大規模専門農家層あるいは高水準の

栽培技術を備えた農家を中心とした系統離れは，

従来の平等原則に基づく共同計算に対する不満

が徐々に大きくなった結果であり，その意味か

ら系統離れは今後さらに加速されていくものと

考えられる．特に，「雇用を投入して企業化を

図る農家」と「有機・無農薬化を図る農家｣，

そして「農業の高付加価値化を図る農家」といっ

た農業経営の戦略的目標を設定している農家は，

一般的に高い経営者能力を備えている場合が多

く，系統離れの意思も強いのが特徴的である．

しかし，経営者能力を育てていない零細な兼業

農家層は，従来の平等原則に基づく共販体制に

甘んじながら，究極的には市場価格の低下と農

業を取り巻く環境の諸変化に適応できなくなり，

耕作放棄につながっていくものと考えられ

る注')．
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もう一つは農企業者的能力とされる注2)．特に，

従来の平等原則に基づく系統農協の事業方式で

は大規模専業農家の農企業者的能力を抑制する

ことになり，それが，大規模専業農家の系統離

れの促進もしくは経営者能力の向上を阻害する

原因の一つとなる．さらに，従来の系統農協の

事業方式は，農業経営者が多様化しつつあると

いう近年の農協共販を取り巻く環境変化のなか

で，もはや通用しなくなってきたともいえる．

一方，農協共販の目的は，短期的には，組合

員農家の供給可能数量を限られた需要数量に対

して，農家の手取総販売額を安定的に極大化す

ることであり，長期的には，共販の短期的な目

的に加えて生産技術の革新による農家の総手取

販売利潤額を極大化することである注3)．そこ

で共通することは，組合員農家の農業収益の安

定・極大化であり，それは農協共販成立の経済

的根拠の一つでもある規模の経済性によって達

成されやすい．この場合，規模の経済性は，輸

送面での共同共販，選別面での共同共販，販売

面での共同共販，販売政策面での共同共販，な

どいくつかの諸共販類型によって追及できる．

規模の経済性は，可能な限り標準化された農産

物の大量化によって追求できるため，農産物の

個別性が残されてはならない．そこで，組合員

農家の意思統一を図る必要性から無条件委託販

売の原則が生まれたと考えられるしかし，農

産物販売において地域差と時間差によって価格

差が生じる．そこで，農産物の販売代金の清算

において平準化を図る必要がある．そして，そ

れが一定の成果をあげていることも事実である．

一方,組合員農家を－つの経営体として成り

立たせるためには，何よりも経営者としての能

力が求められる．そして，経営者としての能力

は，農業経営に対する信念から具体的な目標を

立て，その目標にしたがって行動する一連のプ

以上のような問題意識から，本稿では次のよ

うな２つの課題を設定する．まず，第１に系統

農協に対する組合員農家の利用率を維持・拡大

する上で求められる事業体制の再編方向を明ら

かにすることである．それに関連して，第２は

農業生産力水準の維持・拡大において求められ

る組合員農家の経営者意識あるいは経営者能力

向上のあり方，そしてその際に求められる系統

農協による機能補完のあり方を明らかにするこ

とである．本稿の課題を明らかにするための具

体的な分析方法として，まず，農家の自主性と

公平性を確保するための諸条件と個別農家が農

業経営として自立できる諸条件を系統農協の共

販体制から明らかにする．その上で，系統農協

の事業機能の再編方向を提示する．

なお，本稿では，長野県ＪＡ八ヶ岳と沖縄県

ＪＡ沖縄を取り上げ，その事例間比較検討を行

う．特に，本稿で，長野県と沖縄県を比較対象

とする理由は次のようである．まず，両地域共

に大消費地市場からは遠隔産地であることから，

販売面での規模の経済性を追求するためには共

同販売を強化する必要がある．このような両地

域を取り巻く地理的な要因の共通性に対して，

長野県のＪＡ八ヶ岳は，組合員農家の系統共販

率が非常に高い反面，沖縄県における組合員農

家の系統共販率は非常に低い．この農協間の違

いが，両農協における系統共販の事業体制の違

いから導き出せると考えられるからである．し

たがって，組織の内部条件が異なる二つの事例

を比較することによって，本稿での課題が一層

浮き彫りにされると考える．

２．組合員の農業経営における農協共販の現状

と課題

農業経営における経営者能力としては２つの

側面があげられるが，一つは技術的能力であり，



魏・菊地：新たな共販理念の創出による農家の経営者意識の高揚 3１

ロセスを繰り返すなかで向上されていく．そし

て，農家の農業経営に対する信念は多様であり，

経営のあり方も実に多様である4)．坂本多

旦注4)は，「経営者の信念｣を整理し，物事に情

熱を持って，自己の可能性に対して絶えず挑戦

することが，経営者として成功する条件として

いる注5)．

このような経営者として能力を向上させるた

めには，自分の信念を実現するための条件の整

備とともに，何らかの動機付けが必要である．

しかし，これまでの農協共販に見られる平等原

則は，個性豊かな個々の組合員を画一化してし

まい，個性の発揮を抑制してきたとも言える．

したがって，個別農家を動機付け，さらに農家

の信念を実現させる上で系統農協に求められる

事業体制のあり方は，従来の平等原則に基づく

規模の経済性追求一辺倒の事業体制から，より

多様性に富んだ新たな事業体制に再構築してい

くことが必要である．

本稿では，坂本によって提示されている一連

のプロセスに若干の修正を加え，農家が農業経

営者としての能力を高める上で，農協が果たす

役割を明らかにしたい．

図１．経営者意識の高揚と系統共販率の向上のメカニズム．

出版：坂本多且「これからの農業・農村の姿｣，1999年を一部訂正のうえ転載．

組合員の異質化と同時に系統離れが進展しつ

つある現状に歯止めを掛けるためには，従来か

らの平等原則に基づく一般共計方式を中心に据

えながら，合わせて，個別農家の経営者意識を

高揚し，図１－Ａ．Ｂ・Ｃに示すような諸条件

が整えられなければならない．それは，第１に，

農家の自主性と公平性を加味した新たな共販理

念を打ち立て，農家の個性が発揮で来る事業体

制を構築し，組合員農家に対して意識変革のモ

チベーションを提供することである．第２に，
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中央を流れており，地区内の総面積580k㎡のう

ち80％以上を山林が占めている．耕地は標高

850～1,500ｍの丘陵地域に広がり，これを囲む

ように秩父多摩国立公園，八ヶ岳中信高原国定

公園を含む山々が連なっている．この地域は晴

天日が多く，少ない降水量，夏冬と昼夜の気温

の格差が激しい内陸性気候である．一方，高原

特有の霧と昼夜の気温の格差が野菜の成育に適

し，標高差を利用した高原野菜の産地を形成し

ている．

ＪＡ八ケ岳は2001年度，長野川上農協（川上

村)，南牧農協（南牧村)，小海農協（小海町)，

南相木村農協（南相木村)，野辺山開拓農協

(北相木村）の５つの農協が合併して現在に至っ

ている．同年，当農協の総組合員数は，４，８５４

名で，そのうち正組合員が3,626名で，全体の

約74.6％を占める2000年度当農協の総販売総

額は，約236億円である．そのうち，野菜が約

208億円であり，農協総販売額の88％を占め，

主に，白菜，キャベツ，レタスで構成される．

当農協は，合併以前の|日農協が品目ごとに特

化していたこともあり，野菜の生産・販売にお

いては，合併後にも支所（旧農協）別の事業推

進体制を維持している．したがって，本稿では，

ＪＡ八ヶ岳川上支所（以下では「川上支所」と

略す）を分析対象とする．川上支所における

2000年度の総販売額は約74億円で，そのうち野

菜が73億７千万円で，川上支所での農産物全販

売額の約99.5％を占める．一方，当支所では，

1996年度から従来の平等原則に基づく一般共同

清算方式を見直し，組合員のニーズの多様化に

対して，複数共同清算方式を導入し，現在は，

野菜だけで124の共同清算方式に細分化されて

いる．そのため，営農面においても組合員の多

様なニーズに対応できる営農支援活動を行って

いる．

従来の卸売市場中心の販売機能体制を見直し，

多様な販売チャネルの構築とそれにともなう農

協の多様な機能補完体制を確立することで，農

業経営における個別農家の経営体質を強化して

いかなければならないということである注`)．

このような事業体制の整備によってはじめて個

別農家の農業経営に対する自己責任経営体制が

堅持でき，農家の取引に対する主体的な意思反

映を可能にする．今日のような農業を取り巻く

厳しい環境のなかで生き残りをかけた個別農家

の新たな経営者能力も育つと考えられる．

第３に，販売に対する組合員農家の主体的な

参加ができ，経験と反省を繰り返す過程で，農

家の生産意欲の向上と新たな技術取得の契機に

なる．さらに，組合員農家が義務と責任を伴う

販売に直接かかわることによって，組合員農家

自身が生産物の自己評価と価格決定へ関与する

ことになり，農家の経営意識の改革にもつなが

ると考えられる．

以上のような一連のプロセスを経ていく過程

で，農家の経営者として能力が高まり，農業経

営規模の拡大につながり，それが農協の事業量

が増加させ，収益の増加につながる注7)．

３．長野県ＪＡ八ケ岳における複数共計方式の

導入とその意義

本節では，組合員農家の経営者能力と系統利

用状況が向上される諸条件を，組合員に対する

農協の機能補完のあり方と共同清算方式の視点

から捉える．以下では，長野県ＪＡ八ケ岳川上

支所と管内生産者グループの取り組み状況を検

討する．

（１）ＪＡ八ヶ岳の概況

当農協は，群馬県と埼玉県，そして山梨県の

三県に隣接し，地域内に源流を発する千曲川が
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（２）複数共計方式の導入と系統利用事業の向

上・拡大

当支所では，農家の生産技術の考え方に個性

が現れ，販売面においても需要者と顔の見える

取引を望むなど，生産と販売の面で組合員ニー

ズの多様化が急激に進んでいた．そして，意識

変革の進んだ大型専業農家を中心として，従来

の平等原則に基づく一般共同清算方式に対する

不満が噴出し，組合員の農協離れを促進させた

ことが農協の事業量減少につながっていた.こ

のような農協の事業量の減少は収益構造を悪化

させ，新たな対応に迫られるようになった.そ

こで，従来の平等原則に基づく共同清算方式を

中心に据えつつ，組合員農家の自主性と公平性

を最大限発揮することのできる新たな共同清算

方式の導入を試み，当初，２０の生産者グループ

からスタートし，発足５年目である2001年現在，

124グループまで拡大している.これらの生産

者グループの発足目的は，品質向上と農業経営

の安定化を図ることにある．すなわち，需要者

のニーズの多様化と組合員農家の要望を考慮し

ながら，顔の見える契約的取引に発展させるこ

とによって，取引価格の安定化と技術改良に対

するモチベーションを提供することを目的とす

る．そして生産者グループは，安全性（有機，

減農薬など）重視，価格安定（加工業者との長

期値決め取引)，鮮度重視（朝取り)，付加価値

重視（カット野菜)，コスト重視（コンテナ容

器)，など発足目的も実に多様である．農協で

は，多様化した組合員農家と量販店やユーザー

の要望に生産と販売の面できめ細かく対応する

ことで，農協事業量の拡大を図り，そこから農

協の収益構造の改善を図ることに期待をよせて

いる．その内容は次のように整理できる．

新たな共同清算方式は，特定実需要者との長

期契約取引に関するものを対象として，できる

だけ組合員農家の個性が反映できるように設定

する．具体的には，①値決めは長期（１ヵ月～

シーズン）とし，農家の意向を反映しながら農

協で決定すること，②共同清算は，週間または

月間１本清算を実施すること，③取引形態は，

予約相対取引と直販とすること，④新たな共同

清算方式への参加は農家の自主申告によるもの

とすること，⑤不作時等の農家と実需要者双方

のリスクを軽減するため，出荷量は農家の全生

産量の一定枠以内におさえ，計画段階で実需要

者と協議すること，⑥集荷は一般青果物と区分

すること，⑦実需要者との交流会と反省会など

を実施することによって契約意識の高揚と顔の

見える信頼関係を構築すること，などである．

以下では，当農協における生産者グループの運

営方針をみる．

まず，グループの構成人数は１グループ当り

５人以上で構成し，支部の出荷組合単位で活動

することを基本とする注8)．これは，組合員同

士の日ごろ接触の容易さと，共同清算が生産者

グループごとになされること，集荷場での仕分

けの繁雑さ，一定の販売ロット確保，などを考

慮した結果である．なお，グループごとの契約

的取引ができる数量は，気象変動による作柄の

急変からくるリスク負担を回避する目的から，

ここの出荷数量の30％を上限としており，残り

の70％は，無条件委託販売として扱い，従来の

一般共同清算方式を適用する注，)．ただ，有機

栽培のような特殊栽培などについては，残りの

70％の商品に対して，別枠として共同清算が行

われている．なお，コンテナ出荷のような出荷

容器の違いに基づき，市場販売が中心となるグ

ループは出荷数量の30％上限原則を適応しない．

なお，組合員農家の生産者グループへの加入

は１品目１生産者グループの加入が原則で，特

定品目の生産者グループに所属している組合員
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農家は，原則として他の同一品目の生産者グルー

プに対して重複加入が認められていない．これ

は，他の生産者グループを経由して販売するこ

とによって，契約的取引の上限を超してしまう

恐れがあるからである．特に，契約的取引にお

いては，特定等階級だけの「引き抜き」が行わ

れていて，残りの商品のみで卸売市場に対応す

ることで，有利な価格形成が困難であるという

判断から，契約的取引は全等級の契約を前提と

して，一般共同清算に下等級が集中しないよう

に工夫がなされている一方，生産者グループ

の発足については，組合員農家の自主申告によっ

て誰でも参加できる．そして，グループの目的

と運営方針についてはグループ構成員問で自主

的に話し合うことによって決定するが，クルー

プ単独行動は抑制され，出荷組合と支所の品目

別専門委員会の承認を受けて実施に移される．

そして，川上支所では，需要者から産直の以来

があった場合，一旦ＪＡ全農長野県本部の直販

課を窓口として契約を結ぶことによって，取引

交渉力の強化と代金回収上でのリスク回避を図っ

ている．そして，生産者グループに対しては，

販売先の確保，輸送の代行，技術指導，などの

ような機能を補完している．ただ，川上支所の

場合，市場外流通においては，取引にともなう

リスクを回避する目的から，ＪＡ全農長野県本

部の直販課を利用する場合と卸売会社の帳合を

利用する場合と使い分けているが，取引相手と

の話し合いによって弾力的に対応している注'0)．

以上のような，複数共同清算の導入によって，

組合員農家の系統販売は，図２にみられるよう

に増加傾向に転じている．図２によると，複数

共同清算方式導入した1996年から増加傾向に転

じていることがわかる注'1)．そこで，当支所が

新たな共同清算方式を導入することによって，

生産・販売の面で組合員農家の意識変革に如何

なる影響を与えているのかについて解明を試み

る．そのため，川上支所におけるＡ生産者グルー

プの取り組み状況を検討する．

1１０

105（
ま
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図２．川上支所における共販率指数の推移．

資料：ＪＡ八ヶ岳川上支所の販売実績表に基づき作成．

注：基準年度(1991)を１００とした場合．
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（３）販売過程に対する組合員農家の参加と経

営者能力の向上

Ａ生産者グループは，1997年度レタスの生産

農家６戸から結成され，構成員の年齢は30才か

ら65才までと幅広い．グループ構成員の平均耕

地面積は約3.2haで，１人当りの耕地面積は１

ha～５ｈａまでと多様である．当グループが発

足されたきっかけは次の通りである．ＪＡ八ヶ

岳川上支所におけるレタスは６月下旬から収穫

がはじまるが，日中は気温が高いため，ほとん

どの農家が早朝４時～５時頃から収穫を始め，

午前中に収穫作業を終えていた．そこで，その

ような収穫上の特徴を販売につなげて行こうと

いう発想と農協による新たな共販理念の導入を

契機として，当生産者グループが組織された．

現在，当生産者グループは，近畿地方にチェー

ン展開しているＫ量販店と取引しているが，

2001年の取引金額は約2,800万円に達する．

以下では，当生産者グループの具体的な活動

内容について整理する．

生産者グループにおける主なマーケティング

の戦略的特性は，朝取りという鮮度感を製品コ

ンセプトとし，その鮮度感を裏付ける方法とし

て産直というチャネル政策を立てていることで

ある．そして，2000年からは出荷段ボール箱の

中に，生産者グループ構成員の手作りで顔入り

の写真と産地情報を書いたのチラシを入れ，生

産方法と流通方法による新鮮さをアピールして

いる．このほかにも，定期的に（年に２～３回）

Ｋ量販店の店舗に出向き，販売促進活動を行い，

量販店との情報交換を行っている．なお，年明

けには川上支所の主導の下で，Ｋ量販店と当生

産者グループの間で反省会と新たな事業計画が

論議される．そして，川上支所販売担当者を通

じてＫ量販店と情報交換を行っている．

以下では生産者グループにおける販売の一連

のプロセスを検討する．まず，組合員農家の収

穫作業は早朝３時頃から６時頃まで行われる．

収穫したレタスを朝６時30分まで集荷場に持ち

込み，予冷庫に入れる．そして，当日午後２時

30分に近畿地域のＣ卸売会社に出荷され，卸売

会社と仲卸業者を経由して，出荷翌日にはＫ店

の各店舗に並べられる．生産者グループが取引

相手の量販店に納入するレタスは一日平均200

ケースほどで，比較的小規模である．しかし，

近畿地域の卸売市場までは，川上支所によって

当生産者グループの出荷商品と管内の出荷商品

との間に調整が図られ，混載して運ぶため，輸

送の面での規模の経済性を追及することができ

る．取引価格は，当生産者グループの出荷時期

である７月から９月までのシーズン契約となっ

ている．そのため，シーズンを通した販売先の

確保と価格が安定化でき，年間の営農計画が立

てやすいメリットがある．また，量販店との契

約に際しては，ＪＡ全農長野県本部，川上支所，

生産者グループ，量販店という，４者間で交渉

が行われるため，比較的有利な立場での取引交

渉ができる．さらに，契約量を全出荷量の30％

以内に抑えているため，契約的取引方法を導入

時，欠品を出さないため，一般的に行われる余

裕作付けによる構造的な過剰問題から回避でき

る塵１２)．取引交渉はＪＡ全農長野県本部を窓口

としているので，代金回収も農協によって保障

され，大型量販店と対等取引が可能であるとい

うことと，代金回収上のリスクを回避できると

いうことをメリットとして上げられる．例えば，

Ｋ量販店との取引単価は10ｋｇ当り1,790円で，

一般共同清算による単価1,340円より約30％高

い販売単価を実現している．

一方，当生産者グループの内部における主な

活動は，栽培体系の統一，品種選定，出荷規格

の統一，構成員間の技術･販売面での情報交換
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ことによって不良債権を解消する方向性を取る

ことであった．

本稿の分析対象とするＪＡおきなわ東風平支

店（以下「東風平支店」と略す）は，沖縄本島

南部に位置し，1996年度に東風平農協，具志頭

農協，玉城農協，大里農協が合併して設立され

た旧おきなん農協が母体となっている．2002年

現在における東風平支店の総組合員数は7,399

名で，そのうち正組合員が5,099名で，全体の

約69％を占める注'3)．東風平支店における農産

物の総販売額は，４７億64百万円である．その販

売額は，サトウキビが11億50百万円（24.1％）

で，つづいて野菜が11億65百万円（24.4％)，

畜産が15億61百万円，花卉が８億31百万円（17.

4％)，果実が58百万円（1.2％）の順で構成さ

れる．以下では，熱帯果実を中心としてＪＡお

きなわおよび東風平支店の取り組み状況をみ

る注M)．

などがあげられる．特に，当生産者グループの

リーダ役であるＭ氏は，過去に旧ＪＡ川上の営

農指導員を勤めたこともあり，Ｍ氏が持つ技術

情報は，グループ構成員間で共有され，グルー

プ内部に蓄積される．当グループの構成員は，

午前６時30分まで集荷場にレタスを持ち込んで

いるが，そのとき，２時間ほど構成員間で話し

合いができ，お互いの販売情報や栽培技術の情

報を交換することで，情報を共有する.以上の

ように，当生産者グループでは，自らが販売に

関与し，需要者情報の積極的収集と需要者のニー

ズに対応するなかで，今後，農業を見る考え方

と経営成長意欲は大きく変わってくるものと考

えられる．一方，系統組織には，売れ残り商品

に対する積極的対応，確実な代金回収の保証，

技術指導などが求められる．さらに，生産者の

経営管理能力を高める上で，各種教育プログラ

ムの提供などは，是非とも求められる課題であ

る．

（２）熱帯果実販売におけるＪＡおきなわ及び

東風平支店の取り組み現状

現在，ＪＡおきなわにおける熱帯果実は，主

に，パインアップルマンゴー，ビワ，パパイ

ヤ，温州ミカン，タンカンなどで構成される．

過去において旧ＪＡ沖縄経済連と現時点におけ

るＪＡおきなわにおける熱帯果実の販売先は県

内外卸売市場販売（約90％）と，市場外販売

(10％）で構成される．特に市場外販売は，県

内直売場と県外直売場による販売と通信販売，

そして，管内量販店（地元の量販店）との産直

などによって構成される．特に，ＪＡおきなわ

では県内と県外直売場としてわしたショップを

アンテナ・ショップとして，消費者の↓情報を収

集する重要なチャネルとして位置づけられてい

る注'5)．一方，県内量販店との取引においては，

熱帯果実の共販率の低さも影響して予定数量の

４．沖縄県ＪＡおきなわにおける果実出荷の取

り組み

（１）ＪＡおきなわの概要

ＪＡおきなわは，2001年３月28日に開催され

た第16回JＡ沖縄大会において「県単一農協の

方針」が決められ，2002年４月１日に沖縄県の

全農協の27農協が合併して現在に至っている．

合併以前は沖縄本島北部の|日やんばる農協，中

部の１日ゆいな農協，南部の旧おきなん農協，八

重山地域の旧八重山農協，この他の農協を含め

て27の農協が存在していた．県単一農協の方針

を決定した主な要因は，ペイオフ制度が2002年

４月１日以降解禁されることを踏まえて，金融

機関の信頼確保が必須の用件となり，それまで

個々の農協が抱えている不良債権をそれぞれが

解消することは困難であり，組織を大きくする
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確保が困難であり，量販店対応に最も大きな障

害となっている．

現在，ＪＡおきなわが中心となって産直を行っ

ているパインアップルに対してゆうパックを利

用した産直を実施している．そして，農協では

定期的に郵政事業庁職員を講師に招いて，消費

者情報の取得と生産・販売に関する勉強会を行っ

ている．しかし，農協による消費者情報の収集

など販売ノウハウはパインアップルを中心にし

ていており，他の熱帯果実に対する消費者情報

は全く把握できていない．このことから，他の

熱帯果実においては組合員農家に対する販売面

での支援体制が整っていない状況におかれてい

ると考えられる注'6)．さらに，上記のような組

合員農家の個性豊かな取り組みに対して，共同

清算方式は品目ごとに１共同清算方式に統一さ

れていることからもわかるように，農協では画

一的な対応体制にとどまっている．一方，営農

指導体制においても，組合員農家に対する農協

の機能の不十分さが指摘できる．

東風平支店における営農指導員の配置状況は，

野菜（６名）と花卉（５名)，そして畜産（４

名）は，サトウキビ・果樹４名といった構成と

なっている．特に，サトウキビと果樹に対して

は，４名の営農指導員が対応しているが，販売

額の少ない熱帯果実に対する営農指導員が不明

確で，しかも，多品目生産体制を構築している

ことから，農協による組合員農家に対する営農

指導はほとんど行われていないものと考えられ

る注'7)．

以上のような組合員農家に対する農協の対応

の遅れが原因となって，特に地域の特性を利用

した産直の意向が強い熱帯果実は，旧ＪＡ沖縄

経済連を通じた販売実績が低く，組合員農家に

よる個別販売が中心となっている．こうした状

態の中で，当農協におけるマンゴーの取扱量は，

県全体の総出荷量1,160ｔであるのに対して旧

ＪＡ沖縄経済連での県外・県内の取扱実績は

162.3ｔと極めて低い．すなわち，県内で生産

されるマンゴーの多くは個別組合員農家による

販売が中心となっている．これは，後述するよ

うなマンゴーの商品特性も影響しているが，同

時に農協の組合員農家に対する対応の遅れが取

扱量を低位にとどめる大きな原因ともなってい

るものと考えられる注'8)．以下では，熱帯果実

の生産・販売を行っているＭ組合員農家を取り

上げ，Ｍ組合員農家に対して熱帯果実の生産．

販売における共同販売の経済的有利性を確保さ

せるうえで，農協に求められる事業機能体制の

あり方を検討する．すなわち，農協の事業機能

が果たす役割を，農協としての取扱量の維持．

向上という側面と農業経営者として経営者能力

の高揚という側面から分析する．

（３）販売過程に対する組合員農家の参加と経

営者能力の向上

Ｍ氏は，マンゴーは完熟したものでなければ

本当の味が消費者に伝わらないことと，系統販

売では消費者に届くまでの日数が平均４日であ

り，完熟したものだと腐ってしまうため，マン

ゴーは産直が一番向いているという判断から，

７年くらい前からマンゴーの産直をはじめた．

現在宅急便を利用して，全国どこでも翌日配達

が可能となっており，完熟したマンゴーを販売

している．販売はインターネットのホーム・ペー

ジを利用した通信販売と庭先での直売が中心と

なっている．近年には，対象をマンゴーから，

パパイヤ，スターフルーツ，ローゼルレイシ，

島バナナなどＭ氏が生産している全ての品目を

販売対象としている．しかし，現在のところ，

マンゴーとローゼルが全体売り上げ90％以上を

占め，パパイヤとスターフルーツ，レイシ，島
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えられる．実際，Ｍ氏は，近年の消費者の健康

志向が強まりつつあることから，せっかく作っ

た商品が消費者に受け入れてもらえないのなら

ば作っても意味がないということから現在，減

農薬栽培を進めている．その進捗状況としては

慣行農業に比較して約50％程度まで農薬の使用

を減らしている．その代わりに，木酢液や昔か

らの農薬（草木を原料にしたもの）を使用して

いる．その結果，従来より日持ちが良くなり糖

度も上がり（13～14度)，経営にはプラスになっ

たという．しかし，完全に有機栽培に転換する

ことは現段階では困難である．なぜならば，品

目によってできるものとできないものがあり，

また同じ品目でも木によって有機栽培の可能性

が異なるからである．Ｍ氏の場合，マンゴーや

パパイヤは現段階では，農薬を半分ほど減らす

ことだけでも精一杯であるという．しかし，ス

ターフルーツだけは，実践農家の視察や研究を

積み重ね，来年からは，農薬を全く使わない有

機栽培に転換することを決めている．

Ｍ氏が以上のような減農薬栽培または有機栽

培を導入するうえで困難な点としては，農協か

らの営農指導が期待できないことや，近隣にも

相談相手は全くいないことである．したがって，

Ｍ氏は県内県外を問わず実践農家に視察を年間

５回程度行っている．他にも，農業関係の雑誌

などを通じて経営に必要な'情報を収集している．

Ｍ氏は，全ての販売を農協に委託していた頃

は，消費者のニーズが全くつかめず，ただ，作っ

た商品を農協に委託することに専念していた．

しかし，産直をはじめてからは，消費者と顔が

見えるようになり，顧客が沖縄に来た時に農園

に訪れ，様々な意見交換ができるようになった．

このことが，Ｍ氏の農業経営にとっても励みに

なるとともに，リピーターも着実に増加させる

要因となっていると考えられる．

バナナのように，追熟する品目であり，鮮度保

持が容易である品目については系統を利用して

販売している．

このように品目の特性によって通信販売と

系統販売といったように販売チャネルを使い分

けている．通信販売の主な顧客層は，２０代から

60代までと幅広く，主に友人または知人を中心

として人づてに客を広げている．特に，マンゴー

は時期的にお中元の時期（７～８月）に収穫で

きるため，個人消費だけではなく贈答用といっ

たお使い物としての注文も多い．価格決定の基

準は，再生産価格と小売価格をベースにしてい

る．現在Ｍ氏の熱帯果実の販売は，産直と農協

委託による卸売市場販売になっているが，マン

ゴーの場合，農家の手取価格は産直（2,000円

／１kg）が卸売市場販売（980円／１kg）より

２倍強となっている．販売代金は商品が顧客に

届いた後に，郵便振替によって行っているが，

代金回収まで最短発送後３日目から最長30日ま

でと長期にわたるため，今後新規顧客が増えて

いくと代金回収面でのリスクが最大の課題にな

ると考えられる．

一方，インターネット販売を行っているため，

定着している顧客は収穫時期になると商品の注

文をしてくるが，新規の客に対する収穫情報は

リアルタイムで伝える必要があるため，定期的

なホーム・ページの更新作業を行わなければな

らず，かなりの労力が費やされている．しかし，

代金回収の面と確実な販売の保障が得られる系

統販売だと，規格等級や契約出荷量といったし

ばりがあるが，産直は生産者の意向が強くだせ

るので，無理して大きく育てる必要もない．ま

た無理して量が取れるような栽培もしなくて良

いため，味重視の品質向上に力を入れて良いも

のを作ることができ，それを消費者に理解して

もらうことによって販売は伸びていくものと考
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2000年12月からは，近隣の３戸の農家と一緒

に農業法人を設立して，販売チャネルの多様化

とともに経営の多角化をはかっている．当農業

法人の活動は熱帯果実の生産・販売が中心となっ

ている．これまでは，生産面での活動と通信販

売が法人活動の中心となっていたが，2002年８

月からは構成員の長年の夢であった，ファーマ

ズマーケットをオープンして経営の多角化を図っ

ていく予定である．ファーマズマーケットの事

業内容は，周辺の農家で生産された熱帯果樹の

販売委託を受け，一定の販売代行料を受け取る

ことである．このファーマズマーケットの規模

は農園が39.6ａと付属する体験農園と貸し農園

が１９．８ａで，合計59.4ａである．この体験農園

と貸し農園は都市農村交流の事業として現在の

顧客である都市住民に農作業を体験してもらう

ことと，もっと農業を継続的にやりたい人たち

には１坪の農園を貸して，農業そのものを都市

住民に理解してもらい，農業の応援団を作りあ

げることを目的としている．

提供することである．

一方，組合員農家の経営者意識の高揚には，

個別農家の潜在的意識を掘り出し，それを実現

させるための，動機付けが必要である．ＪＡ八

ヶ岳では，複数共同計算方式を導入することで

一定の動機付けを行っている．これに対して，

ＪＡおきなわでは，従来からの画一的な共同清

算方式を堅持しており，個別組合員による個性

の発揮が系統離れにつながっている．

なお，経営者意識を持った組合員農家が潜在

的意識を実現させる過程で，ＪＡ八ヶ岳では，

生産。販売面で適切な機能補完を行うことで，

個別組合員の個性の発揮と共販活動から得られ

る一定の経済効果を同時に追及しているのに対

して，ＪＡおきなわでは，現時点で実績は持っ

ていないものの，旧ＪＡ沖縄経済連の事業を引

き継いでいる以上，過去の事業の継続性からみ

て個別組合員の個性の発揮と共販活動から得ら

れる一定の経済効果を両立させることが困難で

あると考えられる注'9)．たとえば，本稿で取り

上げたＪＡおきなわのＭ氏の場合，ホーム・ペー

ジの更新と生産技術の取得，そして需要者情報

の収集，などの面から多くの不経済をもたらし

ているものと考えられる．特に，ＪＡおきなわ

は組合員の生産・販売面活動に対する適切な機

能補完が欠けているといわざるを得ない．そこ

で，ＪＡおきなわが今後も事業利用のメリット

が提供されない限り，組合員の系統離れは今後

も加速されるものと考えられる．むろん，Ｍ氏

はもと金融機関の職員だったこともあり，農業

に従事する以前から経営者意識は育っていたと

考えられ，経営者能力もかなり高い水準であっ

たと推測される．しかし，現状の日本農業には，

系統農協の平等原則に基づく，従来からの無条

件委託販売に甘んじ，従来からの農業生産方式

から脱皮していない組合員農家が数多く存在す

５．まとめ

本稿では，系統農協に対する組合員の利用率

の維持・拡大と，農家の経営者能力の向上とい

う課題に対して，系統農協に求められる事業体

制の整備と機能補完のあり方を明らかにしよう

とした．そして，系統共販率の維持・拡大と農

家の経営者能力の高揚において求められる農協

の事業体制の整備と機能補完のあり方は以下の

ようにまとめられる．

まず，系統共販率の維持・拡大には，二つの

要因が影響している．それは，①新たな共販理

念の創出に見られるように，組合員農家の個性

を生かすための農協の事業体制の整備と，②多

様な生産・販売の意向を持つ組合員に対する適

切な機能補完による農協事業利用のメリットを
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しては，そうした経営者意識の高い個別経営の

意向を十分に考慮した営農指導体制や販売体制

をとることが必要であると考えられる．

７）長野県ＪＡ八ヶ岳川上支所における支部は

６カ所おかれているが，旧出荷組合が支部に変

更されたこともあり，現在出荷組合は，川上支

所の支部ごとに組織されている．そして，現在

６カ所の支部に６つの野菜出荷組合が組織され

ている．

８）この場合，一般共同清算方式で処理される

残りの70％は，主に出荷容器，商品の包装方法

などのような，農家の自由度が青果物の品質水

準を人為的にコントロールできる部分の特徴に

限定されている．そのため，例えば，コンテナ

出荷を行うことによって別の共同清算方法を取

り入れている農家の場合，残りの，７０％はコン

テナではなく従来の段ボール箱による出荷を行

う．

９）この場合，新たな共同清算方式の対象とな

る販売は，全て市場外産直だけではなく，卸売

市場販売においても，コンテナ出荷，有機栽培，

包装方法，などの特徴別に別清算を行っている．

ＪＡ八ヶ岳川上支所としては，手数料の面と物

流の効率性の問題からＪＡ全農長野県本部の直

販課と卸売会社を利用を使い分けている．すな

わち，物流のロットが小さい商品については卸

売市場に出荷を行い，ロットが大きい場合，直

販課を利用して小売店に直送している．

10）川上支所の場合，産直時，生産者グループ

は，卸売市場の帳合を利用する場合，市場手数

料を8.5％支払っているのに対して，ＪＡ全農

長野県本部の直販課を利用する場合は，委託手

数料を４％支払っていることから，全農県本部

を利用するメリットが高い．しかし，相手の小

売店が特定卸売市場に対して自社の配送業務を

委託している場合，現行の卸売市場法の制約が

ることも事実であろう．そして，従来のような

農業生産体制は，もはや急変する需要構造の変

化に対応できなくなっている．さらに，近年の

日本における農業は，農産物価格の低迷による

農家所得の減少を受け，存続の危機に立たされ

ている．このような状況の中で，組合員農家の

農業経営を－つの経営体として自立させるため

には，経営者としての意識と能力の高揚がはか

られなければならない．この意味で，本稿で事

例として取り上げた長野県ＪＡ八ヶ岳の取り組

みが，沖縄県において個々の組合員ではなしえ

ない生産・販売における活動を農協が補完しな

がら，組合員を農業経営の一つの経営体とさせ

自立させていくことに対して示唆するところが

多いものと考えられる．

注

１）農業における経営者能力とは，経営者とし

て将来構想の構築，戦略的意思決定，執行管理，

をするための経営者としての能力を言う．詳細

は清水龍螢')を参照．

２）企業者能力については，木村伸男2)を参照．

３）このことについては大原純一3)を参照．

４）このことについては坂本多旦4)を参照．

５）この他に卸売市場のもつ多様なチャネルは，

先取り，予約相対，契約栽培，加工向け，量販

店直送販売等，物流ロットであり，それらは大

きくできコスト低減に大きく貢献している．

６）経営能力が高まれば，独自販売につながり，

農協の事業量は減少するものとみられるが，仮

に個別経営の経営者能力が高まったとしても，

個別で販売を行うよりも組織だって販売を行っ

た方がコストは低いため，経営者能力が高い経

営が必ずしも独自販売だけに特化するものでは

ないと考えられる．したがって，農協の事業量

は減少しないものと考えられる．むしろ農協と
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あることから，卸売会社の帳合を利用すること

になる．このとき，全農県本部と卸売会社が果

たす流通機能は基本的に同じである．

11）大浦裕二・平泉光－５)を参照．

12）例えば，一般的に流通業者のレタスにおけ

る鮮度の評価は，レタスの切り口からでる樹液

によって切り口が渇変した程度によって判断す

る．そのため，普通は収穫時に切り口を水で洗

い流す作業を行う．しかし，水で洗い流す作業

が渇変を完全に抑制することはできないため，

渇変を防ぐ作業がレタス農家の課題となってい

る．当グループでも同じ問題を抱えており，構

成員６人が色々な方法を試みて，それを毎朝集

荷場で意見交換をしていた．そこで，ある特殊

な液体を混ぜることで，この問題を解決したこ

とがある．

13）沖縄県の農協は2002年４月に合併しており，

経済事業における旧農協間統合が完全に行われ

ていない．そこで，本稿では，ＪＡ沖縄経済連

の事業を引き継いでいるＪＡおきなわの取り組

み状況を取り上げた場合，他の旧農協の事業体

制が重なる恐れがあったため，旧農協単位であ

るＪＡおきなわ東風平支店玉城支所だけの取り

組み状況に限定して検討した．

14）今回の報告では，長野県においてレタス，

沖縄県において熱帯果実であって，品目間にお

ける事例比較をあえて取っていない．その理由

としては，経営者意識の高い長野県の取り組み

がどのように形成されてきたのかが沖縄県にとっ

て参考になるものと考えられたからである．沖

縄県で個別対応的な経営が中心であり，組織だっ

た取り組みがあまりなされていない熱帯果実に

おいて長野県でみられた取り組みの応用の可能

性がみられるのかについて明らかにしようとす

るためである．しかし，長野県の取り組み全て

が沖縄県に応用できるわけではないことは事実

であり，今回は営農指導体制を中心として個別

経営の経営者意識の高揚を図るための一つの参

考例としてあげた．

15）ただし，県内・県外の直売場はＪＡおきな

わが運営するもので，東風平支店がそれを利用

するという状況である．

16）旧ＪＡ沖縄経済連が主体となって，パパイ

ヤ，パッションフルーツ，レイシ，カニステル

ドラゴンフルーツ，アテモヤ等販売し，果実の

営農指導員は現地検討会，栽培講習会を開催し

ているとのことであるが，東京都中央卸売市場

年報でみると，沖縄県から出荷されている熱帯

果実としては，パインアップル，パパイヤ，マ

ンゴー，島バナナであり，その他の品種の実績

がみられなかった．

17）なお，筆者らが調査した段階では，沖縄県

の事例となった地域で営農指導体制がとられて

いないとの回答をＪＡ東風平支店からうかがっ

た．その点について，事例経営にも確認をした

ところ，ＪＡの営農指導員が果樹を専門として

いるわけではないことがあげられた．ただし，

生産者部会が中心となって２ヵ月に一度講習会

はとられており，,情報交換の場としての機能は

取られている．ちなみに県内の基本的な営農指

導体制は沖縄県果実生産出荷連絡協議会→各支

店の営農指導部署及び生産者部会→生産者といっ

た体制をとっている．

18）ここでは系統利用率について考察を行う予

定であったが，ＪＡおきなわでの聞き取りにお

いて，系統共販率について具体的な数値がなかっ

たため，結果的に取扱量での考察にとどまった．

なお文中で使用した統計資料は，2000年度であ

る．

19）ＪＡおきなわは2002年４月に発足した新し

い組織であるしたがって未だに実績をあげて

いないことは事実である．ＪＡおきなわに全て
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の責任が及ぶわけではないが，事業そのものが

全くのＯからの出発ではなく，旧組織の事業を

引き継いでいることに変わりはないことは事実

であろう．ただしＪＡおきなわに過去の責任が

あるわけではないことは付記しておきたい．

ＪＡおきなわの今後の事業展開に期待をしたい．

2．木村伸男1994．成長農業の経営管理．日

本経済評論社．

3．大原純一1979．農協共販の理論と実体．

明文書房．

４．坂本多且’999．これからの農業・農村の

姿．

5．大浦裕二・平泉光-1997．生協産直にお

ける需給不均衡の原因．フードシステム研

究第４巻１号．
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