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野菜広域出荷産地における共販農家および個人出荷農家

に対する農協の支援の実態とその意義

―福岡県野菜産地を事例に―

岩　崎　真之介
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１．はじめに

　わが国野菜生産の中核を担う広域出荷産地１）において、農協共販からの農

家の離脱が急増している。遠隔地を中心に展開する広域出荷産地は、農協共販

を基盤とする製品の規格化と大ロット出荷を最大限に活用した広域出荷戦略に

よって発展を遂げてきた。これらの産地において共販体制が弱体化し農協共販

が維持できなくなれば、多くの農家は安定した出荷先を失い、地域農業の衰退

日本農業研究所研究報告『農業研究』第26号（2013年）p.401～418



－ 402 －

が一気に進む可能性が高い。

　農家の共販離脱が進んでいる最大の要因は、高齢化と後継者不在によって農

業労働力が不足し、共販の生産・出荷基準に対応できない農家が増加している

ことである。加えて、農協共販の販売価格低迷や共同計算方式に対する不満か

ら、共販を離脱し個人出荷を指向するケースも少なくない。

　いずれにせよ、農家の共販離脱は地域農業の衰退を招き、農協の事業基盤の

脆弱化にも繋がるため、農協は喫緊に対策を講じる必要がある。また、地域農

業の担い手となる農家の多様化が進むなか、共販に参加しない農家へいかに対

応していくのかという点も、農協に課せられた重要な課題である。

　本研究の目的は、野菜広域出荷産地における共販農家および個人出荷農家に

対する農協の支援の実態とその意義を明らかにすることである。そのため、野

菜広域出荷産地が展開している福岡県を事例に、２つの課題を設定する。第１

に、労働力不足にある農協共販農家に対する農協の支援について、A農協イチ

ゴ共販における選別・包装作業の共同化の取り組みを事例に検討する（第３節）。

第２に、農協共販への不満などから個人出荷を指向する農家に対する農協の支

援について、B農協の野菜個別販売の取り組みを事例に検討する（第４節）。最

後に、以上の分析結果をふまえ、各農協の取り組みの意義について考察を行う

（第５節）。

２．野菜広域出荷産地の展開と農協共販の課題

　１）野菜広域出荷産地の展開過程

　野菜は鮮度要求が高く、他の農産物に比べ長時間の貯蔵・輸送が難しい。そ

のため、かつての野菜農業は自給的生産が中心であり、商業的生産は消費地の

周辺においてその消費規模に合わせて行われていた。高度経済成長期に入り都

市への人口集中が急激に進むと、野菜を都市に安定的に供給することが政策上

の課題となった。

　これを受け、野菜生産出荷安定法（1966年）が制定され、拡大する都市の野

菜需要に対応できる単一（少）品目大量生産型の産地形成が促進された。併せ

て農業協同組合合併助成法（1961年）により農協合併が促進された結果、出荷 



－ 403 －

   



－ 404 －

単位が大型化するとともに、農協が野菜の集出荷組織として中心的地位を確立

した２）。

　産地の大型化に合わせ、流通の近代化も促進された。卸売市場法（1971年）

が制定され、大ロットの野菜を荷受可能な中央卸売市場が全国的に整備された。

また、高速道路網の整備や物流技術革新が進んだことで、野菜の広域・大量流

通の条件が整った。

　このような経済動向と政策を背景に、北海道や東山、四国、九州といった地

域では野菜生産が急激に成長した（表１）。特に北海道と九州は、1980年以降、

その他の地域が横ばいあるいは減少傾向で推移するなかでも産出額を大幅に増

加させ、現在ではわが国野菜生産の中核を担うに至っている。両地域は主要な

品目において、全国の大消費地市場に広域出荷を行うことで産地として成長を

遂げた。

　なかでも九州は、現在、全国の野菜産出額の２割近くを占めている。九州で

は前述の背景に加え、米の生産調整のもとで転作作物として野菜作導入が推進

されたこと、農業労働力が比較的残存していたことなどの条件が重なり、野菜

生産が大きく発展した３）。温暖な気候と豊富な労働力を武器に、果菜類やイチ

ゴといった労働集約的な施設野菜の産地が形成された。

　２）野菜広域出荷産地における農協共販の後退

　このように野菜生産におけるシェアを高めてきた広域出荷産地であるが、近

年、農協共販の後退が急速に進行している。例えば、福岡県はイチゴ作付面積

で全国2位のシェアを有しているが、県内最大のイチゴ産地であるA農協では、

イチゴ共販農家数が663戸（1996年）から517戸（2011年）にまで減少している。

このような傾向は九州全県の多くの農協共販組織に共通してみられる。その主

な要因は、共販農家の高齢化と担い手不足が深刻化し、労働力不足で農協共販

を離脱する農家が急増していることである。加えて、野菜販売価格の低迷によ

り、高度な生産技術を有する専業農家層の農協共販（特に共同計算方式）に対

する不満が表出していることも一因となっている。

　遠隔地に展開する広域出荷産地では、農協共販を基盤とする大ロット出荷に

よって、単位当たり輸送コストを抑えつつ大消費地の卸売市場におけるシェア
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を高め高価格を実現してきた。すなわち、出荷ロットの確保は広域出荷産地の

生命線ともいえるものである。農家の共販離脱により出荷量が減少すれば、産

地間競争に敗れ大消費地の出荷先を失う可能性があり、ひいては地域農業の崩

壊にも繋がりかねない。このように、広域出荷産地では地域農業を維持するう

えで農協共販の役割が非常に大きく、農協が共販体制をどのように維持してい

くかが重要な課題となっている。

　他方、これまで広域出荷産地では、農協共販に参加しない農家は少数派であ

ることが多く、組合員であるにもかかわらず農協による営農関連のサポートは

手薄であった。現在のように農協共販が縮小し農家の多様化が進む状況におい

ては、農協は共販に参加しない農家に対しても支援の強化を図っていくことが

求められる。

　３）福岡県における野菜生産・流通の概要

　本研究で取り上げる福岡県は、2011年の農業産出額が2,177億円（全国の

2.6％）である。農業産出額の構成比は米20％、野菜34％、果樹10％、花き8％、

畜産17％、その他9％である。野菜産出額は全国の3.5％、九州の２割程を占め

ている。

　福岡県はもともと水田農業が中心であったが、福岡や北九州といった大消費

地を抱えていたため、野菜の商業的生産が戦前から少なからず行われていた。

戦後、1950年代半ば頃から農協共販が成立し始め、1960年代半ばには共販体制

が整い、1970年代に入ってから県外大消費地に向けた広域出荷が本格化した４）。

現在はイチゴ、ナス、青ネギなど各農協に多数の共販部会が組織されており、

特に野菜生産の盛んな南部の各農協では農協共販率５）が８割前後となってい

る。

　他方、県内には3つの中央卸売市場を中心に多くの卸売市場が設置されてお

り、農協共販に参加しない農家にとって重要な出荷先となっている。このよう

に、福岡県産野菜の流通構造は、主要品目の農協共販による広域流通と、その

他の品目の個人出荷による地域流通とが並存した形となっている６）。
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３．農協イチゴ共販の選別・包装作業共同化による共販農家支援

　１）本節の課題

　本節の課題は、労働力不足にある共販農家に対する農協の支援について、A

農協イチゴ共販の選別・包装作業共同化の取り組みを事例に検討することであ

る。以下では、イチゴ生産の特徴を把握し、イチゴパッケージセンターの利用

状況と商品化の流れを検討し、パッケージセンター導入による選別・包装作業

共同化の効果と課題を分析する７）。

　２）イチゴ生産の特徴

　イチゴは野菜においてトマトに次いで産出額第２位（1,533億円）の重要品

目である。労働時間は10a当たり2,000時間を越えており、労働集約型農業の典

型ともいえる野菜である８）。個選共販が一般的で、収穫・選別・包装（パック

詰め）作業が労働時間の約6割を占めており９）、収穫のピーク期になると農家

は連日休むことなく早朝から深夜まで作業を行うことになる。この収穫期にお

ける労働環境の過酷さに加え、イチゴ価格が低迷していることもあって、イチ

ゴ農家の生産縮小や共販離脱が年々増加し産地の縮小が進んでいる。

　このようななか、近年、全国の主産地農協においてパッケージセンター（以

下、「PC」）を設置し、イチゴの選別・パック詰め作業を代行（共同化）するこ

とで産地維持を図る動きが活発化している。筆者の調査結果によれば、栃木県

の２農協、福岡県の４農協、佐賀県の２農協などが、農家の生産維持のためイ

チゴPCを導入している。

　３）イチゴPCの利用状況と選別・パック詰めシステム

　(1）A農協におけるイチゴ生産・販売の概要

　A農協は福岡県南部に位置している。1996年に８農協が合併した広域合併農

協であり、農産物総販売金額は240億円、うち野菜85億円、果樹63億円、花き

42億円、工芸作物32億円である10）。イチゴの販売金額は59億円、共販農家数

は517戸である。地区ごとに７つあったイチゴ部会は、農協合併から４年後の
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2000年に統合され販売も一元化されている。イチゴの集荷は管内５つの集荷場

と２つのPCの計７ヵ所で行われている。

　（2）イチゴPC導入の目的と利用状況

　農協合併に伴い、A農協は青果物販売の事業規模の大きさを生かして、農協

系統組織や卸売市場を通さない単協独自の直販を本格化させた。直販を進める

なかで、量販店はイチゴについてレギュラーパック以外の多様な製品アイテム

を求めていることが明らかになったが、個選共販では対応が困難であった。そ

こで、選別・パック詰めを共同化しそれらのニーズに対応することを主な目的

として、A農協は1999年に他産地にさきがけてイチゴPCを設置した。後述のよ

うに、PC利用は農家にとって労働負担を軽減できるなどのメリットがある。た

だ、導入当初、農家の労働力状況はそれ程逼迫していなかったため、利用料を

負担してまでPC利用を希望する農家は少なく、農協から直接に依頼して何とか

利用者を集めていた。しかし、2000年代に入り農家の高齢化や後継者不在によっ

て労働力不足が顕在化し始めると、PC利用を希望する農家数は徐々に増加して

いき、2011年には87戸がPCを利用している（表２）。取扱数量が処理能力の限

界に達したため、新たな出荷受け入れを制限するとともに、労働力の状況が厳

しい農家を優先的に受け入れている。このように、A農協のイチゴPCは販売戦

略上の要請から導入されたが、現在では労働力不足農家の生産維持策としての

役割が極めて重要となっている。

　（3）イチゴPCにおける選別・パック詰めシステム

　図１は、A農協におけるイチゴの個選共販・共選共販の商品化の流れを比較
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したものである。A農協の個選農家は、早朝にイチゴの収穫を行い、自宅で選別・

パック詰めを行ってから農協の集荷場へと出荷している。

　対してPC利用者は、収穫後におおまかな選別（一次選別）を行う。果形や傷

の有無により生果用、加工用、規格外に分け、生果用をさらに「大」と「小」

に分ける。それをコンテナにバラで収め、生果用と加工用のイチゴをPCに出荷

する。

　PCでは、検査員が生果用の全コンテナを1つずつ目視で確認し、農家ごとの

等階級別数量を査定する。その後、パック詰め作業員が大と小に分けられた生

果用のイチゴを、細かく等階級分け（二次選別）しつつパック詰めして製品化

する。なお、PC利用では農家が利用料を支払う必要があり、市場出荷では農家

の採算が合わないため、PC品はほぼ全て直販で取引している11）。

　（4）イチゴPCの利用方式

　イチゴPCにおける農家との取引方式は次のとおりである。PCの利用を希望す
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る農家は、出荷シーズン開始前に農協に対し申込みをしなければならない。ま

た、PCを利用する場合、出荷量の上限、下限は設定されていないが、全量をPC

に出荷することが義務付けられる。これは計画販売やPCの適正な作業員配置な

どのためであるが、出荷のピーク期にもPCでの全量受け入れが保証されるため、

利用者にとってはメリットでもある12）。PCの利用料は販売金額の13％である。

利用料の内訳は、PC作業員の人件費が大部分を占めるほか、施設の償却費や維

持費も含まれている。

　PCでは恒常的な利用者の他に、個選農家の緊急時の受け入れも行っている。

個選農家は、イチゴの収穫が始まると連日収穫・選別・パック詰め作業に追わ

れることから、PC導入以前は突然の事故・病気・冠婚葬祭などへの対応に大変

な苦労を強いられていた。PCでは個選農家のアクシデントに配慮して選別・パッ

ク詰め作業を受け入れることで、個選農家のための一種のセーフティネットと

しての機能も発揮している。

　４）イチゴPCによる選別・包装作業共同化

　　　の効果と課題

　（1）農家の負担軽減による生産維持効果

　A農協によるイチゴPC導入の生産面におけ

る効果を、利用者アンケート調査結果から分

析したい。アンケート調査では、A農協イチ

ゴPCの利用者全109戸13）に調査票を配布し、

82戸から回収した（回収率75％）。回答者の

経営の概況は表３のとおりである。イチゴの

1戸当たり作付面積の平均値は21.1aで、福岡

県の系統共販農家の平均値約20aとほぼ同じ

であった。イチゴ作の後継者の有無では、「後

継者なし」が63％を占め、「後継者あり」は7％

のみであった14）。

　PCを利用した理由では76％が「労働力不足」

と回答した。PC利用以前のイチゴ全労働時間
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における収穫・選別・パック詰め作業の割

合（表４）は、５割以上だったという回答

が77％を占めた。PC利用に対する感想（表

５）では、「体が楽になった」について、「大

変そう思う」の56％を含め約９割が実感し

ていた。「家族との時間が増えた」につい

ては７割以上が実感していた。このように、

労働時間の多くを占める選別・パック詰め

作業から解放された結果、多くの利用者が

肉体的な負担軽減や家族との時間が増えた
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ことを実感していた。PCを利用したこ

とによる経営展望の変化（表６）では、

回答者の４分の１が、「イチゴ生産を

近々やめようと考えていたが、PC利用

により生産を継続できた」と答えたの

を含め、約７割の回答者に何らかの生

産維持・拡大効果がみられた。

　（2）栽培管理作業時間および

　　　後継者確保における効果

　前掲の表５によれば、栽培管理作業

の時間が増えたことによる効果につい

て、品質向上では約７割、収量向上で

は約４割が効果を感じていた。作業が追い付かずに生じる出荷ロスの削減に関

しては、約半数が実感していた。PC利用以前は収穫期に管理作業を十分に行え

ていなかったことが読み取れるとともに、PC利用が、農家の収益性を左右する

品質・収量・商品化率の改善に繋がる可能性についても示唆された。

　次に、PCを利用したことによる農業所得の変化について検討する。福岡県に

おけるイチゴ農家の平均的な農業所得率は52％である15）。PC利用料13％はこの

農業所得部分から支払われることになるため、その他の条件が一定であればPC

利用後の農業所得率は39％となる。よって、PC利用前の所得率52％を100とす

ると、PC利用後の所得率39％は75となり、所得は25％減少すると推計できる。

しかし、表７によれば、アンケート結果は「３割以上減少」が17％であるのに

対し「１～２割減少」が56％、「変化なし」および「増加」が17％である。つ

まり、PC利用によって農業粗収益が増加した（所得の減少率が先に示した25％

より小さい、または変化なし、もしくは増加した）農家が全体の７割以上を占

めている16）。この要因の1つとして、PC利用によって品質・収量の向上や、出

荷ロスの減少がみられたことが考えられる。図２から、所得の減少が少ない、

または増加している利用者程、収量の向上と出荷ロスの減少を実感しているこ

とが読み取れる17）。ただし品質向上については、所得変化との関係はみられな

かった。以上のように、PC利用が、販売数量の増加に繋がったことで、利用料

 

  ����������
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  ����������
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負担による所得低下が緩和され、多数の利用者に対し所得低下を上回る労働時

間短縮効果をもたらしていると推察される。

　自由回答欄では、回答者の４分の１が改めてPC導入を高く評価する旨の記述

をしており、利用者からの評価の高さがうかがえる。また、同じく自由回答欄

において「PCを利用してから後継者が経営を継ぐ気になった」、「息子が、PCを

利用できるなら経営を継いでも良いと言っている」といった内容の記述が複数

みられた。現在、PCでは後継者層のいない労働力不足農家を優先的に受け入れ

ているが、「PCが利用できるなら経営を継ぐ」という潜在的後継者が一定程度

存在している可能性がある。

　（3）イチゴPCの課題

　A農協の個選農家には、PCの容量不足からPCを利用できない農家も多い。加

えて、農協PC担当者によれば、PC利用者の増加にともない個選農家の集荷場利
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用料負担は増加しており、個選農家の不満が高まりつつあるという。筆者のア

ンケート調査結果によると、PC利用者の６割は「PC利用開始後、個選農家と話

す機会が減った」と回答しており、PC利用者と個選農家との関係性悪化や産地

としての一体感の低下が危惧される。今後、どのように両者の共存を図ってい

くのかについて、農協は明確なビジョンを提示することが求められる。

４．農協の野菜個別販売による個人出荷農家支援

　１）本節の課題

本節の課題は、農協共販への不満などから個人出荷を指向する農家に対する農

協の支援について、B農協の野菜個別販売の取り組みを事例に検討することで

ある。以下では、B農協の取り組みの背景を整理し、取り組みの特徴と効果を

分析する18）。

　２）B農協の概要と取り組みの背景

　B農協は福岡県南部の久留米市に位置している。久留米市の2006年の農業産

出額（327億円）は県内第１位、市町村別では全国第14位である。なかでも野

菜生産が盛んであり、野菜産出額（112億円）は農業産出額と同じく県内第１

位となっている。

　このようにB農協は野菜大産地を管轄しており、野菜販売額は33億円で、共

販の主力品目はリーフレタス（８億円）、イチゴ（６億円）、サラダナ（４～

５億円）である。これら主力品目では共販農家数や販売額は増加ないしは横

ばいで維持しており、共販率は９割前後と高い水準を確保しているものの、野

菜全体では共販農家の高齢化や共販離脱が進んでおり農協は危機感を強めてい

た。

　また、これまでB農協では、共販に参加しない個人出荷農家に対する営農関

連のサポートが手薄となっていた。だが、共販が縮小し地域農業における個人

出荷農家の位置が高まるにつれて、これら個人出荷農家へのサポートについて

も強化が必要との認識が生まれていた。

　久留米市周辺はホウレンソウの産地であり、B農協管内でもホウレンソウ生
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産は盛んであるが、B農協のホウレンソウ販売額は10年程前の時点で2,000万円、

共販率は２～３割程度しかなかった。もともとB農協ではホウレンソウの共販

が活発で多数の共販農家が出荷を行っていたが、20年程前から農家の共販離脱

が急激に進行した。その背景には、共販の規格や検査の厳しさへの不満や、共

同計算に対する技術水準の高い農家の不満などがあり、これらの農家が共販を

離脱し出荷先を商系に切り替えたことで共販率が低下していた19）。

　３）共販離脱農家に対する販売支援の特徴と効果

　このように、全体として共販が縮小し個人出荷農家の位置が高まるなか、ホ

ウレンソウは共販率が低迷しているものの、管内には個人出荷農家が多数存在

しており共販拡大の余地が比較的大きい品目であった。そこでB農協は、個人

出荷農家支援の試みとして、2009年にホウレンソウ個人出荷農家に対する販売

支援の取り組みを開始した。

　取り組み当初、B農協の職員は管内のホウレンソウ個人出荷農家を巡回し、

農協への出荷を提案して回った。しかし、個人出荷農家には農協共販に対し抵

抗感を抱く農家が少なくなかっため、農協出荷へ切り替える農家はほとんど現

れなかった。B農協はこれらの農家にも農協出荷を促すため、共販とは別に農

家１戸単位での野菜個別販売を開始した。

　個別販売は共販と異なり、出荷した野菜が他の農家のものと区別して販売さ

れるため、自身の野菜への評価が価格に直結する点が特徴である。この個別販

売においてB農協は共販で開拓した様々な販売チャネルを活用し、商系よりも

高値での販売を実現している。また、要望があれば庭先集荷も行っており、主

に高齢農家によって利用されている。現在、B農協は個別販売をホウレンソウ

以外の品目にも拡大しており、ホウレンソウ、リーフレタスを中心にカブ、ゴ

ボウなども取り扱っている。個別販売を利用する個人出荷農家は数十戸にまで

増加している。

　B農協は、この取り組みを共販の維持・拡大にも繋げたいと考えている。そ

のため、個別販売の利用者に対し価格状況など共販に関する情報提供を行って

いる。ただ、個別販売を継続するか、共販へ移行するかはあくまで農家の判断

にゆだねられており、農家が自己の経営に合った方を選択している。
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　野菜個別販売の開始後、ホウレンソウ共販には新たに20戸の農家が加わって

おり、共販農家数は44戸に増加している。新たに参加した20戸のうち半数は個

別販売からスタートした農家である。ホウレンソウ共販額は2,000万円から1.2

億円にまで拡大し、共販率は５割強にまで回復している。農協販売担当者によ

れば、共販農家が増加したことでより大きなロットでの出荷が可能となり、有

利販売に繋がっているという。

　前述のようにホウレンソウ個別販売農家の多くは共販への移行を選択してい

るが、その最大の要因と考えられるのは、個別販売と共販との販売価格差であ

る。両者の販売価格は、相場の高い時期においてはほぼ同水準であるが、相場

の低い時期になると共販の方が高値をつけている。この価格差は、出荷の安定

しない個別販売がすべてスポット的な取引であるのに対し、共販では全体の3

～ 4割を契約的取引で販売していることによるものである。契約的取引では販

売価格を固定しており、これが相場の低い時期に平均価格を下支えする役割を

果たすことで、共販の販売価格を高めている。共販への移行における今ひとつ

の要因は、両者の農協販売手数料率が異なることである。個別販売は、スケー

ルメリットの働く共販に比べ出荷量1単位当たりの販売コストが割高となるた

め、販売手数料は共販よりも高めに設定されている。

５．考　　察

　ここまで、A農協およびB農協の取り組みについて分析を行ってきた。これら

をふまえ、以下ではそれぞれの取り組みの意義を検討したい。まず、A農協の

労働力不足にある農協共販農家に対する支援について検討する。全国有数のイ

チゴ産地であるA農協では、労働力不足の深刻化から共販の縮小が急激に進む

なか、選別・パック詰めを共同化し農家の省力化を図ることによって農家の生

産維持に取り組んでいた。この取り組みの効果を整理するならば次のようにな

ろう。

　第１に、利用者の肉体的負担軽減や生活におけるゆとりの確保に繋がってお

り、PC利用によってイチゴ生産を継続できたなど、利用者の生産維持に高い効

果を発揮していた。第２に、作業時間が短縮されたことで、収穫のピーク期で
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も管理作業の時間がとれるようになったことなどから、品質・収量・商品化率

が向上したと利用者が実感していた。第３に、恒常的な利用者のみならず、個

選農家のイチゴ生産における一種のセーフティネットとしても機能していた。

第４に、後継者層については、PCが利用できるのであればイチゴ作経営を継い

でも良いとの回答もみられ、選別・パック詰め作業の過酷さが担い手不足の一

因とみられるとともに、後継者層にもPCを利用できるようにすることで後継者

数が増加する可能性も示唆された。このようにイチゴPC導入による選別・包装

作業の共同化は、産地と共販体制の維持に高い効果を発揮しており、農協によ

るイチゴ共販農家支援策として有効であると言えよう。

　次に、B農協の個人出荷農家に対する支援について検討する。野菜大産地に

位置するB農協では、今後さらなる共販の縮小が予測されることを受け、これ

まで手薄であった個人出荷農家に対する営農関連サポートの強化に取り組んで

いた。この取り組みに対する利用者の評価については今後調査を行って確認す

る必要があるが、利用者が増加していることをみれば、個人出荷農家にとって

一定のメリットがあることは推察できるだろう。

　また、B農協で野菜個別販売に取り組んだ結果、ホウレンソウでは大幅な共

販農家確保に繋がっていた。このように、個人出荷農家に対する支援の強化は、

農協にとってもその他の事業の利用拡大につなげるチャンスとなりうる。

　福岡県内の農協では、大都市近郊の農協など一部を除き、個人出荷農家を積

極的に支援する動きはみられない。地域農業の中核を担う共販農家への支援は

当然ながら必要である。しかし、共販が急速に縮小しているなかで、従来のよ

うに個人出荷農家の位置づけが不明確な事業方針では地域農業の維持は困難で

あり、B農協のような取り組みが今後拡大していくことを期待したい。

注

１）藤島は、わが国の主要野菜産地が「広域出荷戦略」、すなわち「全国を見渡して有利

販売の実現を目指す」出荷戦略をとる「広域出荷産地」であることを指摘している（藤

島（1999）、91頁）。

２）岸上（2006）、123頁。

３）長（1993）、126頁。

４）福岡県野菜産地の展開の詳細については、福岡県園芸農業協同組合連合会（1997）
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を参照。

５）野菜産出額に占める農協共販販売金額の割合で計算した。

６）白武は、九州および北海道の野菜産地の特徴として、広域流通と地域流通との並存

を挙げている（白武（1996）、28頁）。

７）分析に使用するデータは、2012年10月から2013年２月に実施したA農協への聞き取り

調査、およびイチゴPC利用者へのアンケート調査によって収集した。

８）産出額は農林水産省『生産農業所得統計』（2011年）、労働時間は農林水産省『品目

別経営統計』（2007年）による。なお、青果物で10a当たり労働時間が2,000時間を超

えるのはイチゴとシシトウのみである。

９）栃木（2003）、290頁。

10）以下、特に年次の記述がないデータは2011年のものである。

11）直販を含めたイチゴ販売におけるPC導入の効果については岩崎（2013）を参照。

12）他の農協イチゴPCでは、上限を超える出荷については個選共販で出荷しなければな

らない事例もみられる。

13）A農協は2012年11月に第２イチゴPCを設置しており、本アンケート調査の対象農家に

は第２PCの利用者21戸が含まれている。なお、この21戸は第２PCが稼働するまで暫

定的に第１PCを利用していたため、アンケート調査では第１PCを利用していたとき

の内容で回答を依頼した。

14）以下で示すアンケート結果の構成比は、無回答を含めた全回答者数に占める数値で

ある。また、特に記述のない場合は単一回答の質問である。

15）農林水産省『品目別経営統計』（2007年）。なお、本統計は2007年を最後に調査を終

了している。また、本項における所得変化の推計にも本統計の数値を用いている。

16）所得が３割以上減少した10戸のうち、４戸は作付面積の縮小、２戸は病気・けがに

よる家族労働力の不足がその原因と推測されるが、残りの４戸はアンケート結果か

ら原因を推測することができなかった。

17）収量の向上または出荷ロスの減少を実感しているにもかかわらず所得が３割以上減

少している４戸のうち、３戸はPC利用後に作付面積を縮小した利用者であった。

18）分析に使用するデータは、2013年３月に実施したB農協への聞き取り調査によって収

集した。

19）商系は個別計算が中心であり、規格は農協共販に比べ簡素であることが多い。
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