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第１節 課題と方法

専門農協は農業協同組合法によって, 設立・運営等, 総合農協と同様の制度下にあるが, 特定

の品目・業務に特化した協同組合である. ①組織としての零細性と②事業内容の多岐性から専門

農協の実態把握が難しい. 先行研究では, 園芸作物の生産構造に関する研究の一部として, 専門

農協の役割が議論されたもの, 農協の組織的問題として扱われたものに大別され, それぞれの研

究蓄積はあるが, 園芸特産作物の専門農協に関する近年の研究は極めて少ない���.
専門農協の基本的特徴は, 総合農協の重要な収益部門である信用・共済部門を持たない組織が

大半を占め, 准組合員の確保によって組織の拡大が図れないところに特徴がある. そのため, 営

農指導および販売活動は協同組合が組合員に提供するサービスの最も重要な機能となっている.

組織の維持運営においては, 購買事業はあるものの, 販売活動が重要な利益獲得部門となる.

そこで本稿では専門農協としての機能の根幹である営農指導活動と販売活動の実態を把握し,

改善方向を検討することを目的とする. 本研究では総合農協と大半の業務を共通して持つ園芸特

産物専門農協を対象とし, 事例として東予園芸農業協同組合 (以下, 東予園芸と略) を取り上げ

る.

具体的な課題として, 次の�つを設定した.
課題１ 専門農協を統計的に分析し, 専門農協の置かれた全国的動向を把握する.

課題２：��東予園芸の営農指導事業と販売事業の問題点を摘出する.
課題３：��東予園芸の経営改善の為のこれら�部門の改善策を提示する.
これらの課題に接近するために, 既存の統計資料を用いて数値的に実情を把握する. また, 東
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予園芸の組織内部に対するヒアリング調査に加え, 組織の外部からの評価を把握することを目的

に, 主要品目の主要出荷先卸売業者と関連機関・重要な取引先に対するヒアリング調査を行う.

調査対象と調査日は以下の通りである.

① 大都市設置卸売市場；京都青果合同株式会社 (����年�月��日)
② ゼスプリゴールド・温室みかん・蔬菜出荷額第�位の出荷先；大阪中央青果株式会社 (����
年�月��日)
③ バラ第�位の出荷先；株式会社なにわ花いちば (����年�月��日)
④ ヘイワード第�位の出荷先；名果株式会社 (����年�月��日)
⑤ イチゴ第�位の出荷先；姫果大同青果株式会社 (����年�月��日)
⑥ バラ第�位の出荷先：京都生花株式会社 (����年�月��日)
⑦ 柿第�位の出荷先：広印青果株式会社 (����年�月��日)
⑧ 上位組織；��全農えひめ (����年�月�日)
⑨野菜第�位の出荷先：丸温松山中央青果株式会社 �����年�月��日�
また販売先に対するアンケート調査を行い東予園芸に対する評価を検証する.

なお分析にはマーケティングの視点を重視する. すなわちマーケティングには①生産志向, ②

製品志向, ③販売志向, ④マーケティング志向および⑤社会志向の�つの志向があるとされてい
るが���, これらのうち, ④マーケティング志向および⑤社会志向の観点を重視する.
第２節 専門農協の近年の傾向と園芸特産専門農協の基本的特徴

(�) 専門農協の近年の推移
農林水産省では専門農協を信用・共済事業を持たない農業協同組合であるとして取り扱ってい

る. これは専門農協の制度的定義と合致しないが, 実情を示す区分として適している. そこで専

門農協に関する唯一の統計資料である農林水産省の専門農協統計表を利用して, 近年の出資農協

数の変化および変化率を示したものが図�および表�である. ここから読み取れる傾向は, 総合農
協, 専門農協とも減少傾向にある点では共通しているが, 畜産関連農協 (畜産, 酪農, 養鶏, 牧

野管理), 農村工業, 農事放送でその傾向が強く現れている. この背景には総合農協と専門農協

では組織数の減少の理由が異なる点にある (表�参照). 総合農協では合併による農協数の減少が
主要な原因であるのに対して, 専門農協では普通解散や解散命令を主因としている. これは専門

農協では経営悪化や組合員の減少といった業務内容の不適合性や組合員数の減少といった組織存

続が困難となった実情を反映しているのである.
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図１ 出資農協数の変化

資料：農林水産省農業協同組合及び同連合会一斉調査, 農業協同組合等現在数統計 より作成.

表１ 農協数の変化率 ����年度＝���
資料：農林水産省農業協同組合及び同連合会一斉調査, 農業協同組合等現在数統計 より作成.

表２ 農協数の原因別業種別増減数 ����年度
資料：農林水産省農業協同組合及び同連合会一斉調査, 農業協同組合等現在数統計 より作成.

(�) 園芸特産専門農協の基本的特質
専門農協は農業協同組合法に基づいて設立した組織であるが, 事業範囲を限定した協同組合

(事業組合) もしくは作目を限定した協同組合 (作目組合) である. 園芸特産専門農協の基本的
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特質は作目組合であり, 取扱作目の限定から, 職能 (機能集団) 的組織の側面が強い. また, 園

芸特産専門農協は組合員の出資形態によって, 共済・金融事業範囲が規定されるため, 品目の限

定がこれらの事業に対する制限はないものの, 歴史的に共済・金融事業を持たず, 事業面に置い

ても限定的となっている組合が多い. 特定の品目に限定した販売事業と営農指導事業, および購

買事業が主たる内容であり, 出荷量調整や付加価値の増大を目的とした加工事業を伴うこともあ

るのが実情となっている. 従って共販によるメリットが組織化の根幹であり, それに付随するサー

ビスを組合員に提供している. これらの事業による効果が総合農協よりも強いことが専門農協の

存在意義となる. すなわち作目の専門性による特定品目の技術の集積による効果, 生産資材等の

特殊性による共同仕入れの効果や特定品目に特化したマーケティング活動の充実が重要な機能と

なる.

第３節 東予園芸の概況と実情

(�) 東予園芸の近年の販売と営農指導体制の傾向
東予園芸は����年に, 愛媛県東予地区の周桑青果, 新居浜園芸および宇摩園芸の�農協が合併
し, 柿を重要品目として営農指導および販売業務を中心とした活動を行ってきた. 近年の東予園

芸の売上高の推移を見ると以下の通りである. 東予園芸の売上高は����年から����年の間に��％
弱と極めて大きな減少傾向を示している (表�参照). 果実の全国的消費の減少傾向よりもこの下
げ幅は大きく, 全国的地位の低下が推察される (表�参照). 品目構成でみると, ����年数値で柿
が圧倒的に大きな割合を占めており, 他の柑橘がそれに次いでいる. 後に品目別検討で示すとお

り, これらが主要品目であることは, 必ずしもニーズに適していないわけではない. しかしなが

ら戦略的に品目を選択した結果ではなく, 高齢化や離農といった生産力の弱体化によって, 生産

量が減退した結果であるところに問題がある.

表３ 東予園芸の果物の売上高の推移 (金額)

単位：����円, ％ (����年を���とした水準).
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表４ 果物の１世帯あたり年間消費金額の推移 (総世帯) 単位：円

注：他の果物は����年以降, キウイフルーツを含まない.
資料：家計調査年報より作成.

東予園芸の営農指導体制は本部組織内の�部門の�つである生産指導部に��名と�支部に各�名の
指導員を配備している (����年現在). しかしながら, 各支部の指導員は全て本部を兼任してい
るとともに, 複数の支部を担当しているケースも含まれている. 各支部は管轄エリアの組合員数

も生産物の出荷量もばらつきがあるが, 集荷, 資材供給拠点として役割を担っているため統廃合

を進めていないが, 支部ごとに指導員を分散配備する体制とはなっておらず, 営農指導事業につ

いては本部集中化が進んでいる実情にある.

(�) 商品別傾向
① 柿の販売高の変化と営農指導・販売活動における問題点

東予園芸では柿を最重要品目として生産・販売事業を行ってきた歴史を持っており, 今日にお

いても栽培面積も広く, 売上高も高い品目である. ここで東予園芸管内の気候条件は大園芸産地

である岡山県と似通った条件にあることに着目し, 果実全体と岡山県で主要な果樹の消費動向と

比較して柿の位置づけを見ておきたい (図�参照).
図２ 果樹の1世帯あたり年間消費金額の推移 (総世帯)

注：物価変動は考慮していない.
資料：総務庁 『家計調査年報』 より作成
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なし, ぶどう, ももの消費の減退と比較して, 柿は比較的順調な消費動向を示しており, 今後

も一定量のニーズが見込める品目である. その背景には値頃感があり, 家庭内消費を目的とした

安定したニーズがあることが考えられる.

しかしながら東予園芸の売上高の推移を見ると, ����年から����年の間に合計で���まで減少
している. これは生産者数の減少と耕地面積の減少といった生産力の弱体化を反映している.

これに関係する営農指導活動における問題点は以下の�点にまとめられる. 第一に, 品種統一
の問題である. 品種が多く, 柿の中でも美しい外観を持つが食味が悪く, 市場で評価が低い愛宕

柿を生産し続けている. 市場で評価の高い品種に部会内で統一させるリーダーシップや有利な出

荷時期と対応した収穫時期の意思統一といったマーケティングに基づいた営農指導活動が不足し

ているところに問題がある. 第二に, 脱渋加工と選果の指導である. 個装パッキングの導入によっ

て, ディスカウントショップや量販店での販売に適した商品化がなされたが, パック脱渋は熟度

にばらつきがあるため脱渋程度に個体差が大きくなり, 市場での評価は極めて低い. 脱渋前の熟

度選別の徹底, もしくは脱渋後, 出荷前の選別体制への変更が早急に求められている.

柿の販売活動における問題点は, 第一に, 出荷先の分散によるブランド未確立の問題である.

農産物の産地ブランド形成には市場シェアの獲得が従来から重要であるが, 現在ではそれに加え

て量販店への対応力が最重要課題となっている. 量販店対応で求められる条件は, ①一定以上の

ロットの大きさ, ②出荷の継続性・安定性, ③消費期限の長さ (棚持ち) にある. 近年では, 量

販店バイヤーが若年化しており, 従来の産地ブランドよりもこれらの条件が重視される傾向があ

る. すなわち商品自体の品質に加えて, マーケティング活動の重要性が増しているのである. こ

の傾向を重視して, 多くの産地では近年, ①長期的に見た高単価の実現と出荷の煩雑さを縮小す

ることを目的とした拠点市場の絞り込みと②運送費用の削減を目的として近接市場に市場を出荷

させる傾向にある. 東予園芸の柿の出荷先は, 最大の出荷先においても, �割強にしか過ぎず,
上位��位までの累積シェアでようやく半数を超える水準にある (表５参照). これは短期的に見

た高価格の実現と従来からの販路を継続的に利用していることとが目的であると考えられるが,

長期的視点と量販店への対応力の観点から見ると, 有利な販売が実現されていない実情にある.
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表５ 東予園芸の柿の販売先別金額 (2007年) 単位：円, ％
注：金額は税抜き生産金額 資料：東予園芸提供データより作成.

第二に, 出荷計画が出荷先卸売業者に提示されていない問題である. これは卸売業者の分荷先

を決定しにくくしており, 有利な販売ルートの確立を阻害することとなる. 更に販売担当者と卸

売業者とのコミュニケーションの不足が問題となっている. 販売活動や他産地の商品や動向を把

握する上で, 販売担当者が頻繁に直接卸売市場に出向き, 卸売業者の担当者とコミュニケーショ

ンを取ることは不可欠である. 現状の東予園芸の販売体制では, 販売担当者数が少なく, 十分な

コミュニケーションが取れていない実状にあり, 対応策の再検討が必要となっている.

第三に, 出荷時期の不適切さである. 主産地でなければ長期間に渡って市場でのシェアを獲得

し続けることは不可能であるが, 少量の産地であっても特定の時期に戦略的出荷することによっ

て, 市場において重要品目となり得る. 東予園芸は渋柿が中心であり, 生産量も減少してきてい

るため, 市場の出荷時期に十分配慮しなければならない. 市場では, 渋柿を冬柿, 梨, ブドウの

シーズン (��～��月上旬) 後, ミカン, リンゴに加えた冬期の商材だと位置づけている. 脱渋期
間を考慮した上で, 年末の商材として出荷できる体制を整える必要があるが, 東予園芸の重要な

渋柿品種である愛宕柿は��月�月に出荷しており, 単価が低く評価されている. これは岡山市中
央卸売市場における実情が示している. 当該市場の愛媛県産愛宕柿の����％は東予園芸の出荷物
であるが, 愛媛県産品の出荷量は比較的大きいが単価が低い (表�参照). これを改善するために
は営農指導員との連携を密接に取り, 市場動向と収穫期のマッチングを改善する必要がある.
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表６ 岡山市中央卸売市場における産地別愛宕柿の実績 (2007年)

資料：岡山市中央卸売市場提供データより作成.

②柑橘類の販売高の変化と営農指導・販売活動における問題点

柑橘類の����年から����年の間の全国的傾向は, みかん (温州ミカン) が果物全体の消費減少
傾向よりも安定的に低く, 輸入品が大半を占めるオレンジ, グレープフルーツについても不安定

な傾向にある. その中で他の柑橘類 (みかん, グレープフルーツ, オレンジを除いた柑橘類) も

減少基調には違いはないが, 他品目よりも好調である (図�参照). すなわち, 家庭内消費では新
品種に対するニーズは考えられるものの, 大半は高級品として贈答需要にこれらの品種が定着し

ていることが考えられる.

図３ 柑橘類の1世帯あたり年間消費金額の推移 (総世帯)

注：物価変動は考慮していない.
資料：総務庁 『家計調査年報』 より作成

東予園芸の柑橘類の売上高の推移を見ると, 柑橘類はみかん (温州ミカン), その他の柑橘と

も全国的消費傾向よりも金額ベース, 数量ベースとも減少傾向が強い. みかんの減少は激しく,

全国の消費動向においても減少傾向が強いことから, 今後, 趣味的農業で扱われる品目として一

定量は維持されるとしても, 東予園芸の主力品目として復興する可能性は極めて低い. 全国の消

費傾向から販売拡大の可能性がある雑柑類においても, 東予園芸の生産量の減少傾向は強い (表�｢他の柑きつ類｣ 参照).
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営農指導に関する問題は品種統一の不十分さである. 東予園芸管内は気温が低く, 砂状土であ

るため, 高品質な柑橘類が生産しにくく, 自然条件は適地とは言えない. そのため, 自然条件が

よく, 技術力が高い愛媛中央などと比較して, 品質面で劣位に立たざるを得ない. しかしながら

先の消費動向でみたとおり, 雑柑類など一定のニーズが見込める品種があり, 東予園芸でも生産

されているが, 品種毎のロットが極めて小さいところに問題点がある. 具体的には, アンコール

やせとかの品質は市場から高く評価されているが, 他品種の出現によって既に淘汰されてきてい

る. 市場動向を把握した上で, 品種の統一を図り, 一定ロットを確保した上で高単価の実現につ

なげられる仕組み作りが必要となっている.

柑橘類の販売活動における問題点は, 第一に, 出荷先の分散の問題である. 東予園芸の柑橘類

(雑柑類) の販売先を見ると, 最大の出荷先でも��％弱であり, 大半が数％の出荷先に分散され
ている (表�参照). この出荷先の分散は柿と同様の問題であり, 市場での評価を高めるためには,
市場出荷においては拠点市場に集中させ, ロットを拡大させることが重要である. 第二に, 市場

外出荷の位置づけの問題である. ロットが小さく, 特色のある商品力を持つ柑橘類は市場外出荷

が適している. 現状では��位 (直販本部), ��位 (小売) となっており, 金額的に大きくないが

一定の売上高があり, 近接企業等への販売は徐々に拡大しており, 重要な販路として可能性があ

る. これらを市場出荷の補足的位置づけとして扱うのか, 今後, 拡大させ, 柑橘類の中心的販路

として扱うのかその基本戦略が策定されなければならない.

表７ 東予園芸の柑橘類の販売先別金額 (2007年) 単位：円, ％
注：金額は税抜き生産金額

資料：東予園芸提供データより作成.
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③その他の果実の販売高の変化と営農指導・販売活動における問題点

その他の品目について全国の基本的消費動向を見ると, バナナは高い水準を維持し, りんごは

生鮮果物全体とほぼ同様の水準ないしはやや高い (図�参照). いちご, メロンは消費減少傾向よ
りも安定的に低下傾向にある. これらの傾向は, 果実全体が減少傾向にある中で, 従来から定着

し, 割安感がある品目 (バナナ, りんご, 柿) の消費量が比較的安定しており, 高級果物の落ち

込みが明確である. 割安感を持った品目に消費が特化する保守的傾向があることが読み取られる.

一方では, 新品目や少量生産の品目が多数含まれる ｢他の果物｣ に対するニーズが高く, 品目多

様化傾向の二極化が見られる.

図４ その他の果物の1世帯あたり年間消費金額の推移 (総世帯)

注：物価変動は考慮していない. いちごは果実として扱っている.
資料：総務庁 『家計調査年報』 より作成

東予園芸の販売の傾向をみると, ①キウイの生産拡大によって, 他の果実は比較的好調である.

②メロンは現状では売上高が小さいが, 拡大傾向が認められる. その販路は����年以降, 継続し
て, 郵便局 (�位), 組織内直販部 (�位), 松山中央青果 (�位) であり, 地元の贈答市場で徐々
に地位を獲得していると考えられる.

特に重要な品目であるキウイについて, 営農指導・販売活動の問題点を挙げると, 第一に, ヘ

イワードの選果基準の低下の問題である. 市場では近年, 東予園芸の選果の厳密さの低下にとも

なって, 商品力が低下していると評価されている. ヘイワード市場において大玉はナショナルチェー

ンが主な販路であり, 販売しやすいが成長ホルモン投与が不可欠で, 肉質・食味の低下が生じや

すい. 他方, 中玉はリージョナルチェーンが主な販路となっている. これらの販売先のターゲッ

トを決定した上で, 大玉と中玉のいずれを中心に置くのか, リーダーシップを持って統一する必

要がある. 第二に, 熟度の個体差による商品評価低下の問題である. 量販店等の小売段階では,

棚持ち・貯蔵性に対する重要性が高まる一方で, 仲卸段階では資金力が小さいため, 在庫保有期

間を短縮するため, 追熟期間を短縮させたいとの意向がある. 追熟パックの工夫によって, 熟度
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のばらつきを少なくする方法を検討する必要がある.

ゴールドキウイについては, ゼスプリ社との契約であるため, 面積拡大が出来ず, 反収の向上

と選別規格を各生産者レベルの努力で改善する方法しか残されていない. 東予園芸は, 面積割り

当てを維持できるための後継者の確保・育成に配慮する必要がある.

キウイの販売活動は先に示した柿, 柑橘類と同様の問題点を持っているが, キウイに特徴的な

問題を挙げると, 第一に, 東予園芸の販売活動の問題点は, 市場の分散である. 現在, 最大の出

荷先は名果 (名古屋市中央卸売市場北部市場) であるが, 年間取扱量約����のうち, 東予園芸の
出荷量は������であり, シェアは��％強しか持たない. 当該出荷先に集約して市場シェアを高め
る方向が必要である. 国産キウイの出荷時期は, 輸入品が不足する約�ヶ月間程度しかなく, 国
産品の優位性が見られない特徴がある. そのため他品目よりも詳細な出荷計画が必要とされてい

る.

小売段階におけるキウイのブランド力向上には, 県レベルでの対応が求められている. 愛媛は

全国最大の生産県でありながら, 県レベルでの取り組みが他産地よりも弱く, それは広告資材や

販売活動への関与の少なさとして現れている. 長期的には全農えひめに対し, キウイの地域ブラ

ンド化のための活動を要請する必要がある.

いちごにおいても生産量の減少傾向が見られるが, 他の品目より緩やかであり, 復興の可能性

がある. そのために新規参入者・後継者確保が必要であるが, 特に指導活動について改善方向を

示しておきたい. いちごの商品力はロットと日持ち・棚持ちにあることは他の品目と同様である

が, 第一にロットに関わる対策として, 品種の統一のリーダーシップの発揮である. 現在, あま

おとめ (技術力・圃場条件で格差が生じやすい特徴ある), 紅ほっぺ (品質格差が生産者間で少

ない) の�品種がほぼ同程度栽培されているが, 将来, 重点品種を確定する必要がある. その際,
これ以上の新規参入が見込めない場合, 平地部のみに特化し, あまおとめを選択する方向が考え

られるであろう. 第二に, 予冷・保冷の改善である. 量販店対応には日持ち・棚持ちの重要性は

増しているが, いちごは特にその傾向が強い. 東予園芸はコールドチェーンの確立が他産地より

も遅れており, 市場での評価を下げている.

④蔬菜類の動向と問題点

東予園芸の野菜の生産量が少なくロットが小さいため, 重要な出荷先である松山市中央卸売市

場においても現状では評価されていない. 東予園芸が野菜産地として発展する為には出荷先・販

路の絞り込みが必要となる. 現状の生産力では, 量販店での販売には結びつけるロットの確保は

困難であるが, 販路の絞り込みは運送費の削減効果が期待できる. また趣味的農業による農産物

の販売において, 野菜は重要な品目である. そのため, 市場出荷は松山市中央卸売市場に集中し,

市場外出荷は直売所に集約することが望ましい.

⑤花卉の現状と問題点

東予園芸の花卉は最も歴史が浅いが, めざましい成長を見せている. 部会全体として, 仕事花

需要にマッチすることを目標とする意思統一が出来ていること, 輸入品対策にはスプレーバラに

特化し, ロットにまとまりがあることが出荷先での評価に繋がっている. その背景には営農指導
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活動と販売活動を少人数で一貫して行っている点にある. 川下のニーズへの対応が営農指導活動

に直結した体制であることが評価できる.

しかしながら, 営農指導活動について若干の問題点を指摘すると, 第一に, 品種の統一の問題

がある. 品種選択は各生産者が決定しているため, ニーズとのミスマッチが生じる危険性がある.

第二に, 選花機械の老朽化への対応の問題である. 近年, 開花後の出荷が主流となりつつあるた

め, 花弁部にクッション性のある素材を用いた選花機が必要となっているが, 東予園芸はそれに

対応できていない. そのため開花前の堅めの段階での出荷となっている. 今後の商品力向上には

選花機の更新が不可欠となっている. 第三に, 新品種の導入の見極めの問題である. これまで利

休草, ソリタゴ等に取り組んでいるが, 市場での評価を得るためには, 育成段階からの密接なコ

ミュニケーションが必要となっている.

販売活動については, 第一に, 一層の拠点市場の絞り込みである. 現状においても, バラで上

位�者, バラ以外の品目では上位�者で半数以上を集荷しているが (表�, 表�参照), 暫時変化す
る単価を追うよりも, 拠点市場での信頼関係と長期的利益獲得を目指す方向が望ましい.

表８ バラの出荷先別売上高 (2007年) 単位：円, ％
注：売上高は税別清算金.

資料：東予園芸提供データより作成.
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表９ バラ以外の花卉の出荷先別売上高 (2007年) 単位：円, ％

注：売上高は税別清算金
資料：東予園芸提供データより作成.

第４節 取引先からの東予園芸の評価

東予園芸の全取引先��社 (うち青果物��社, 花卉��社) に対して, 東予園芸に対する評価を問
うアンケート調査を行った. 調査票の配布 (����年�月��日) ・回収 (����年�月��日) は郵送で
行い, その結果, ��社 (回収率�����) からの回答を得た.
まず, 東予園芸の魅力に対する評価について�点評価結果を加重平均した結果を示したものが
表��である. その特徴は, 出荷の安定性・継続性や商品自体の魅力 (仕入れたい商品がある),

弾力的な対応力が上位に上がっており, 東予園芸は特色のある商品を持った産地であると評価さ

れていると言える. しかしながら ｢高品質｣ や ｢出荷時期｣ は高い評価を得られておらず, 商品

力やマーケティング活動に対して, 十分な評価が得られていない実情を示している.

表10 取引先からみた東予園芸の魅力 (複数回答可)

注：点数は, 優れている＝５, やや優れている＝４, 普通＝３, やや劣る＝２, 劣る＝１として計算.
数値の上段は割合 (％), 下段は回答数.
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次に, 東予園芸の商品力が何に強く影響を受けているかを把握するために, 出荷品目の総合評

価を目的変数, 各評価項目 (�点満点) を説明変数とした重回帰分析を行った. 総合評価得点は
｢優れている｣, ｢やや優れている｣, ｢普通｣, ｢やや劣る｣, ｢劣る｣ の�段階評価に対し, 順に�, �,�, �, �点をあて, 全回答者の得点を総和したものである. ここでは, 商品力の質的問題に関係
するものとして, ｢商品の独自性｣, ｢品質の水準｣, および ｢選別の程度｣ の�項目を, 商品力の
量的問題に関係するものとして, ｢出荷量のまとまり｣, ｢出荷量の日次の安定性｣, および ｢出荷

量の年次の安定性｣ の�項目を設定した.
分析結果をみると, 全品目の総合評価は, 品質の水準が大きく影響していることが分かる. 青

果物では出荷量の年次の安定性, 品質, 量的まとまりがほぼ同水準で重要視されており, 青果物

では必ずしも商品自体よりも安定性やロットが産地評価に繋がることが示唆される. 花卉では品

質と出荷量の日次の安定性が重要視されていることがわかる (表��, 表��, 表��参照).
表11 商品の総合評価に関する回帰分析結果 (全品目)

決定係数�����
表12 商品の総合評価に関する回帰分析結果 (青果物)

決定係数�����
表13 商品の総合評価に関する回帰分析結果 (花卉)

決定係数�����
次に東予園芸の商品づくりの方向性に対する見解を見ると, いずれの商品区分においても, 品

目・品種を絞り, 東予園芸の独自性を打ち立てる方向性への期待が大きいことがわかる (表��,
表��, 表��参照).
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表14 取引先からみた東予園芸の商品づくりに関する見解 (果実)

注：数値の上段は割合 (％), 下段は回答数.

表15 取引先からみた東予園芸の商品づくりに関する見解 (野菜)

注：数値の上段は割合 (％), 下段は回答数.

表16 取引先からみた東予園芸の商品づくりに関する見解 (花卉)

注：数値の上段は割合 (％), 下段は回答数.

第５節 小 活

東予園芸の各部門別に現状を見てきたが, 東予園芸の抱える問題点と改善方向を示したい. 第

一に, ロットの拡大のための出荷市場の再選定の必要性である. 各部門の分析で, 共通してロッ

ト不足が浮き彫りとなったが, これは量販店への対応力には一定ロットの確保が不可欠であり,

安定的出荷物は販売しやすい商品として市場での信頼度が向上し, 高単価実現に繋がることが背

景にある. 従来は出荷先を分散させ, 短期的高単価の実現を基本戦略とする産地も多かったが,

近年では長期的視点に立ち, 拠点市場への集中出荷が主流となっている.

出荷市場の集約化によって期待できる効果を整理すると次の�点にまとめられる.
①市場からの信頼性の向上による高単価の実現である. ロットの安定性・継続性を維持した出

荷によって, 量販店等の実需者ニーズへの対応力を持った商材として扱われる. また特定時期に

おける独占力 (市場シェア) を持つことによって, 対卸売市場の交渉力が高まるのである.

②輸送費用の節減である. 遠隔地であっても特定の市場と強い繋がりを持つ品目については,

主要出荷市場のみを残し, その他の市場については徐々に地元市場 (松山市中央卸売市場) に重

点的に出荷する. これによって輸送費の軽減が期待できる.
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③販売担当者の業務の効率化である. 市場集約を通して, 販売担当者の情報交換の効率化が見

込め, 業務の効率化が見込める. また市場との密な情報交換が可能となり, 市況・ニーズに適し

た出荷がやりやすくなるとともに, 商品化政策に対する提案が得られやすくなる.

東予園芸の販路選択はこの拠点市場化が早急の課題となっているのである.

第二に, 高級品の販売ルートの確立である. ロットが少ないが, 高単価実現を目的とした商品

(高級品) は, 市場外出荷が有効となるケースも存在する. せとかなど単価の高い雑柑類では,

贈答品の企業への訪問販売など今後の展開の可能性の糸口が見えている. 更には, 贈答品のネッ

ト販売の販路形成も視野に入れるべきであろう. その際, 代金決済やサイトの管理負担を軽減す

るため, 単独開設ではなく, ショッピングモール販売もしくは既存販売店への商材提供から着手

する方策が適切であろう.

販路戦略については, 上記の�元化が重要な基本方向であると考えられる.
第三に, マーケティングに基づいた生産体制の強化である. これは販売活動と営農指導活動の

連携を強化することと同意である. 市場ニーズに適した生産を行う必要性であり, 先駆者利潤の

獲得にも繋がる. 現状では, まずクレーム商品を減少させるところから着手しなければならない.

その最大のものは選果基準の厳密化である. 柿の脱渋程度の問題, キウイ (ヘイワード) の選果

基準の甘さの問題, 花卉 (バラ) の選花機の老朽化の問題など, 共通して選果 (花) の問題が生

じており, 商品力に影響を及ぼす. 他産地では光センサーの導入など, 高度な技術導入が標準化

しつつあり, 将来的には東予園芸でも不可欠となるが, 当面, 客観的指標の再整理から着手され

なければならないであろう.

また新アイテムの導入には雑柑類の振興, メロンの生産拡大が望まれ, 市場外出荷から販売す

ることが適切であろう. これらはロットが小さいため, 市場外出荷・販売の強化. 例えば, 郵パッ

ク, ネット販売, および直売所の活用が具体策として考えられよう.

第四に, 販売部門への人員増加である. これは先の方向性を実現するための人員配置の条件で

あり, ①マーケティング感度を生産に繋げる方策として営農指導員の販売事業の兼務と②きめ細

かい対応と消費者の視点を理解できる女性の販売事業・直販事業での積極的起用が重要となろ

う���.
東予園芸では専門農協の重要な業務である営農指導および販売業務いずれにおいても多くの問

題を抱えていることが浮き彫りになったが, 総合農協においてもこれら�部門を収益部門と位置
づけられている組織は数少なく, 都市近郊地帯の農協では准組合員加入による方向が取られるケー

スも見受けられる���. しかしながら金融・共済部門を持たない専門農協では, これら�部門にお
ける取扱品目の専門性の利点を発揮する方策の検討が唯一の活路であると言える.

なお本稿で取り上げた東予園芸の特殊性があるため, 示した方向性は専門農協に一般化できる

ものではない点には注意を要する.
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注)� 園芸特産作物の専門農協に関する研究蓄積は,(�)園芸作物の生産構造に関する研究の一部と
して, 農協問題が扱われている研究, (�)農協の組織的問題として扱われた研究に大別でき
る. (�)では, 果樹生産の組織的対応および制度・市場対応の実情が整理された研究が多い.
例えば, 森和男編著 『果樹産業の安定と発展』 明文書房, ����年, 豊田隆著, 『果樹農業の
展望』, 農林統計協会, ����年. 全国農業協同組合中央会 『果樹生産の振興・再編をめざし

て－農協の実践実例から－』, 富民協会, ����年. 内山幸久著 『果樹生産地域の構成』, 大明
堂, ����年が挙げられる. 当該分野の研究では, 組織的生産に重点を置いて協同組合が扱わ
れている点では共通しているが, 比較的, 協同組合自体について明示的に扱われた研究成果

として相原和夫の研究がある. 同氏は, 柑橘生産に関する数多くの愛媛県の事例分析を通し

て, 品種・生産構造の再編問題を取り扱っているが, その中で, 専門農協については, 温泉

青果農協の歴史的展開を市場ニーズへの対応としての品種選択, 地力・樹勢問題, 労働力問

題への対応問題が示されている. 相原和夫著 『柑橘農業の展開と再編』, 時潮社, ����年参
照. 他方(�)では, 共同組合の組織形態における専門農協の位置づけを検討した研究が多い.
例えば, 高橋正郎は, 農業における企業者活動主体として ｢中間組織体｣ の概念を提示した

上で, 高知県園芸農協連合会の統制的共販による組織化のメリットを実証的に検討している.

高橋正郎著, 『日本農業の組織論的研究』, 東京大学出版会, ����年参照. また若林秀泰は農
業協同組合の存立形態に関する議論で, 農協の機能的側面から分類した場合の一形態として

扱っている. 若林秀泰著 『農業協同組合論』, 第�章農業協同組合の存立条件と存立形態, 明
文書房, ����年, �������参照. 農協の分類を超えて, 専門農協の実情を踏まえた成果とし
て, 麻野尚延の研究がある. 同氏は, 総合農協と専門農協の先行研究の定義を理論的に検討

し, 信用事業の有無に着目した定義が多い中, それを重視しない定義, 運営面に着目した定

義が見られることを指摘した上で, 専門農協には事業農協と作目農協に区分されるものであ

るが, 総合農協と専門農協は, 同一の基盤の上に立っており, 特化程度の差であり, 単に総

合農協と専門農協を対立概念として捉えてその優劣を論ずることは無意味であることを示し

ている. 麻野尚延著 『みかん産業と農協産地棲み分けの理論』 第�章青果農協の経営転換と
機能革新第�節新専門農協への転換と農協組織, 農林統計協会, ����年, ��������参照.� �. コトラー, �. アームストロングによると, 生産・販売には�つの志向があり, 経営理念
との関連について以下のように区分している. すなわち, ①生産志向とは ｢消費者は入手し

やすく, 手ごろな価格の製品を好む｣ ことを前提とした経営理念, ②製品志向とは ｢消費者

は最も品質が良く, 性能が良く, 格好の良い製品を好む｣ ことを前提とした経営理念, ③販

売志向とは, ｢売り手が販売努力をかなりしなければ, 消費者は多くを買わないだろう｣ こ

とを前提とした経営理念, ④マーケティング志向とは, 標的市場にどんなニーズや欲求があ

るかを明らかにし, それによって望まれている満足を競争相手よりも効果的かつ効率的に供

給することによって, 組織目標を達成することができることを前提とした経営理念, ⑤社会

志向とは, ｢組織の主要課題は, 標的市場のニーズ・欲求・利益を明確化し, 消費者および
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社会の福祉を維持・向上させる方法によって, 競争相手よりも効果的かつ効率的に望まれて

いる満足を供給することである｣ と考える経営理念である. �. コトラー, �. アームスト
ロング著, 『マーケティング原理』, ダイヤモンド社, ����年参照.� 農協の組合員においても女性の地位向上の重要性は説かれている. 組合員とのコミュニケー

ションの重要性から農協組織においても同様である. 女性の地位向上については, 例えば,

小松泰信著 『非敗の思想と農ある世界』 第四章�������, ����年, 大学教育出版参照.� 小池恒男編著, 『農協の存在意義と新しい展開方向』 第Ⅰ部農協の基底条件の変化と農協の

対応策, 増田佳昭稿 ｢第�章 組合員構成の変化と農協の目的, ガバナンス｣ ��������, 昭
和堂, ����年参照.
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