
農商工連携研究会（平成20年度第５回）―議事録

日時： 平成21年3月24日（火）16:00から18:30

場所： 経済産業省本館17階第1特別会議室

議事

１．委員等からのプレゼンテーション

２．意見交換

出席者

門間座長、飯野委員、上杉委員、大澤委員、尾﨑委員（田中代理）、木内委員、小林

委員、紺野委員、高島委員、竹田委員（恵本代理）、皆川委員、山本委員、笠原産業

(株)笠原社長（プレゼンター）、丸中青果(株)原田社長（プレゼンター）

○熊谷課長 定刻になりましたので、ただいまから第５回農商工連携研究会を開催させ

ていただきます。早速でございますけれども、本日の議事に入りたいと思います。よろし

くお願いします。

○門間座長 それでは、議事に入りたいと思います。

きょうは農商工連携の先進事例ということで、３人の委員の方々から報告をいただきま

す。１人目が、笠原産業株式会社の笠原代表取締役社長で、食品加工のほうから農商工連

携について話題提供をいただきます。それから、卸売市場の先進事例ということで、農商

工連携にかかわる取り組みをしております丸中青果株式会社の原田代表取締役社長に事例

の報告をいただきます。３人目は紺野委員で，香港・台湾・シンガポールにおける日本産

農産物の流通事情ということで、海外への農産物輸出テーマで報告をいただきたいと思い

ます。それから、私のほうから、これまで農商工連携に関するいろいろな事例が報告され

ておりますので、それをどのように整理をして、方向性を考えるかという視点から，それ

ぞれの事例の類型化と発展のプロセスと，その時に必要な施策について整理していきます。

それでは笠原社長、よろしくお願いいたします。

○笠原氏 どうぞよろしくお願いします。



私どもは栃木県足利市というところで製粉を営んでおります。小麦を加工して小麦粉を

つくっている製粉会社です。社員は約40名で、年商は私ども、この３月期で一応27億円程

度の中小企業という位置づけのところです。

先にこのチャートをみていただければと思うのですけれども、私ども製粉会社、この位

置にあるわけなのですが、通常、農産物加工といいますと、原料の小麦があって、私ども

製粉会社があって、さらに私どもからいたしますと二次加工業者という形で表現させてい

ただきますパン屋さん、製麺業者さん、そういったところの加工を経て、ようやくパンと

かラーメンになって、消費者に渡ると。済みません、その前に流通がありますけれども、

流れとすると、製粉の加工があって２回目の加工がある。それでようやく最終商品になる

ということが、他の、例えば大豆。大豆からお豆腐になる場合はお豆腐屋さんの１回の加

工。あるいは醸造メーカーさんの場合は原料の酒米に対して１回の加工で日本酒ができる

ということに比べると、２回の加工が入っているということにおいて、原料の小麦と、消

費者に行き渡る間の、非常にプロセスが長い。ある意味ではブラックボックスが２つある

がために、原料の事情について消費者が知ることが難しいですし、逆に消費者ご自身も、

なかなかさかのぼって小麦に思いをいたすことが少ないというのがまず前提にあるという

ことをお話しさせていただきたいと思います。

そういう中で、私どもの会社は創業だけは古くて、大正の８年ごろからやっているので

すけれども、それはささやかな仕事で、その後、戦前、戦中、戦後間もなくまで、いわゆ

る配給制度の中で小麦が国から委託加工を受けて、小麦粉とフスマでまた返していた、賃



加工していたわけですが、配給制度が終わると、今度は原料代を用意して原料を購入する

と。それ以前は資金を用意せずにして、原料は国から来たわけですけれども、原料を調達

する元手が必要になったがために、商売ができなくなる、あるいは小麦粉を販売する販売

先をもっていなかったがために仕事が継続できなくなるということで、そういった製粉加

工をやっていた委託加工の業者が激減したのが、戦後間もなくだったようです。

さらには、昭和36年ぐらいをピークに、国産の小麦がどんどん減少していくと。ついて

は、かわりにＡＳＷというオーストラリアの小麦ですけれども、こちらがどんどん入って

きて、うどん用には非常に評判がいいものが入ってくる。輸入小麦がふえる中で、大手の

製粉会社は臨海型の工場を建設して、私ども中小が内陸型の工場をどうやって維持するか

というと、なかなか難しい状況というのが、昭和の40年代、50年代に始まっていました。

そういった変遷の中で、平成12年に大きな出来事がありました。国産の小麦が形式上、

国の介在を経ずして、私ども製粉会社が直接購入するという制度が平成12年から始まった

わけなのですけれども、残念ながら、そのときに栃木の小麦、一般に本州の小麦を含めて、

非常に人気がなくなってしまったと。その１つの大きな理由は、北海道の小麦が人気が出

るのですけれども、北海道の小麦は品質がいいこと、あるいはロットが大きいこと、それ

から荷さばき上、海上輸送するものですから、輸入の小麦と同様に扱いがしやすいという

ことなのですが、私どもが親しんできた栃木の小麦は不人気な小麦になってしまったと。

そういう中で私ども笠原産業は、先ほどいいました、大手の製粉会社が輸入小麦の製粉

加工に見合ったような、あるいは北海道小麦の入手がしやすいような臨海工場になってい

く中で、やはり栃木の小麦で地産地消を展開していかなくてはならないかなと、平成12年

ごろの、民間流通制度が導入されるころに考えるに至りました。

ちょうど13年に私は社長になったのですけれども、自分が会社を担って何をしたいかと

いうときに、先ほどの民間流通制度もありましたし、ありがたいことに、イワイノダイチ

という新しい小麦も出てまいりまして、このイワイノダイチというのが、農林61号とはま

た別な意味での製麺適性のある小麦だったものですから、その小麦をまた利用するという

ことを考えるようになりました。

ようやく、私どもが一番ご案内しなければならない「麦わらぼうしの会」についてなの

ですけれども、これは栃木の小麦を介して生産農家、私ども製粉会社、それから先ほど申

し上げました二次加工業者さん、それからスーパー等の流通業者さん、そしてまたそうい

ったことをご支援くださる生活者団体さん、消費者の皆さん方と一緒に、栃木の小麦がも



っと加工流通されるにはどうしたらいいかということを、平成14年から始めたわけです。

ただし、難点とすると、先ほどの図でみていただいたように、このフードチェーンの長

さ、正式にはフードプロセスという言い方をしたほうがよろしいのかもしれませんけれど

も、フードチェーンの長さがどうしてもネックになってしまうと。小麦と、この最終商品

までの長さにおいて、なかなか１つの、１本のくしを通した展開がしづらいというのが最

初にはありました。

私たちが必ずやらなければならないと思ったのは、農家の立場でも、私ども製粉会社の

立場でも、それから二次加工業者の立場でも、あるいは流通業者の立場でも、それぞれの

立場で栃木の小麦に向き合ったときに、なにがしかのしっかりしたメリットを分け合うこ

とができるようにしなければならないと。製粉会社だけがいい思いをしたら続かないです

し、二次加工業者さんだけがいい思いをしても続かないと。それぞれに、栃木の小麦が流

通される中で、やはりメリットをしっかりと享受できるようにしなければならないという

ことがありました。

具体的に何を始めたかというと、最初は全くの手探り状態で、とにかく栃木の小麦でつ

くった試食品をつくろうということで、私どもの会社の中で製造しましたパン、うどん、

水餃子を試食していただく会を午前と午後に分けてやりました。そうしたら意外と好評を

得まして、それはどこで買えるのでしょうか、どうやったら食べられるのでしょうかとい

う話になったときに、これならば実際に二次加工業者さんも手ごたえを感じて、商品化が

できるのではないかということが始まりました。

これは同じようなことを宇都宮でやったときの風景です。

これは翌年になりますけれども、翌年には、本当に簡単なブースに分けまして、１つ１

つが二次加工業者だったり、流通業者だったりするわけですけれども、それぞれの業者さ

んが栃木の小麦を加工したパンですとか麺ですとか、いろいろな商品に形を変えて、試食

をする、あるいはそれを販売するというのを、これはホテルの宴会場の中でやりました。

私どもからすると、部屋を借りても、あるいはいろいろな設備をなにがしか手だてをし

ても、どのみち、かかる費用は一緒ですので、なるべく多くの数の業者に加わっていただ

くようにしたわけなのですけれども、１点、難点が発生しました。例えばこの業者の中に

ＡとＢと同じパン屋さんが入っていたときに、そのパン屋さん同士が当然ライバル関係に

あるわけでして、Ａ社が出店するならＢ社はしないとか、妙な人間模様があったりして、

そういう中で、私どもからすれば、当然１社でも多く出てきていただかなくてはならない



のですけれども、なかなか首を縦に振っていただけないとか、あるいはお客の取り合いに

なってしまうというようなことを心配する向きもあったりしたのですが、幸いにして、う

まく角をつくって、視線が合わないようにするとか、小さな細工をして、こういうことを

数多くやれるようになりました。

これは、そのときの手づくりのシールラリーのマップですとか、優待券ですとか、これ

は翌年になりますけれども、栃木の小麦でつくった料理コンテストをしようということで、

その表彰式風景です。ちなみにこれが、そのときのエビすいとんです。

実は、16年にＥマークを栃木県からいただいたものですから、私どもも、１キロの家庭

用小麦粉を発売しようとしたのですけれども、家庭用粉というのは製粉会社、余り製造し

ておりませんで、かなり大手製粉の独断場に近いのですが、そういう中で、あえてチャレ

ンジしたわけです。そのときに１つ、うたい文句として、Ｅマークを認証しましたと。栃

木県の小麦 100％ですと。もう１つは、使い置きができるように、ガセットチャックの袋

ですと。２種類の小麦、イワイノダイチという小麦でつくったものと、農林61号という小

麦でつくった、それぞれの 100％を、実は当時、 315円という値段で売ろうとしたのです

けれども、通常、１キロの家庭用粉ですと 160～ 170円で約倍ですし、ときにはスーパー

さんなんかですと、１キロ 100円などという目玉のものから比べると３倍もするような値

段で、当然なかなか売れなかったのです。

ならばということで、これはスーパーの軒下、入り口のところを借りて、テーブルを並

べて、ここですいとん鍋をつくって、すいとんをご試食いただいているところなのですけ

れども、意外と栃木の小麦、もちもちした感触がいいものですから、こういうのを召し上

がっていただくと、なるほど、粉のおいしさというのもわかっていただいて、つい買って

いただけるようなことがあって、そういうこともやりました。ただ、これは大体夕方３時

ぐらいから７時ぐらいまで、社員３人、４人がチームになっていくのですけれども、はっ

ぴを着たり、上り旗を上げたりするので非常に手間がかかるものですから、このことだけ

をやっていると全然割の合わないことなのですが、やはりきっかけ、動機づけというのは

こういうことから始める必要があったかもしれないと思っています。

あるいは、うどん教室を開催したり、パン教室を開催したり、それから変わったところ

では、これは歯医者の先生なのですけれども、この方も不思議と、おうどん好きなもので

すから、麦わらぼうしの会の消費者の立場で入ってもらっているのですが、かむことの、

咀嚼のメリット――かみ込む、例えばすいとんなどもよくかんでもらうのですが、かみ込



むことに関して関心がふえて、また栃木の小麦が消費拡大するのではないかと。ちょっと

遠回しな話なのですけれども、本当はもっと体裁がいいのですけれども、そういった１枚

ちらしをつくって、ここから始まったことなのですが、いつの間にか食育などもやるよう

になりました。

これは、アンテナショップを２カ月、スーパーさんの中に借りてやったところです。

ありがたいことに、農水さんのほうには平成17年から食料産業クラスター推進事業に認

定を受けまして、平成17年度には、一番最初にラーメンなのですけれども、ちょっと漢字

でわかりづらいのですが、珠泉という原料を使ったラーメンを、明治大学の井川先生との

共同研究という形で新しい商品をつくることができました。その後、17年、18年、19年で

都合９点のクラスターからの成果品という形で新しい商品をつくりました。もともとは輸

入小麦 100％であったものを国産小麦、栃木県産小麦 100％のものに置き換えたいという

ことで始めるのですけれども、とはいえ、なかなか、もともと輸入小麦が適した製品でも

ありますので、一筋縄にはいかないのです。それでも試行錯誤を繰り返すうちに、あるい

は生地の同適正をいろいろな形で深く研究していくうちに適当な商品化というのができま

して、私は非常にこれは、ものとするといいものができたのではないかと思っているので

す。

ちなみに、こういったものがそういったものです。これは、実は麦わらぼうしブランド

ということで、ちょっと統一化されていないのでみづらいのですけれども、この小麦粉以

外は、それぞれ私どものお客様が加工したものを、再度私ども笠原産業が麦わらぼうしの

名のもとに、ＯＥＭ生産をしていただいて、売っているような形になっております。です

から、私どもがかかわって売っているものはこういったもので、これも１種類と数えると

30アイテムぐらいで、現在、私どもの販売額で年間で約 6,000万ぐらいになっているかと

思います。

ただ、実は二次加工業者さん、例えばおうどん屋さんはおうどん屋さんで、それぞれ売

っているものが別にありますので、こういったもの、全部ひっくるめると、私どもで 6,0

00万ですから、その倍の１億以上の、そういった栃木県産小麦 100％商品というのが出回

っているかと思います。

これは経済産業省さんにお世話になりまして、地域資源活用型研究開発事業というのも

認定いただきました。私どもは、とにかく１社では何もできないと。ただ、いろいろな組

織や団体や会社と組み合わさることで新しいものができると。１社でできない弱みが、１



社でできないことの強みになるのではないかということで、そういった連携のある種、妙

といいますか、苦肉の策から始まったことかもしれませんけれども、いろいろ固まって、

団体で、組織でやるということにおいて、新しい展開ができるのは非常にありがたいなと

思っています。

これは県の単独のものですけれども、やはり農協さんと一緒に新しい夏どりのホウレン

ソウでうどんですとかパンをつくろうというプロジェクトです。おかげさまで農水大臣賞

もちょうだいすることができましたし、そういった取り組みで農商工連携88選にも選ばれ

ることができました。

そういったことを、私どもからすると１つの大義名分といいますか、口実にさせていた

だいて、毎年、宇都宮と足利では、先ほどのホテルの中でやるような即売や試食会をやっ

ているのですけれども、今回は私どもの工場敷地の中で初めてやりました。駐車場がない

こととか、トイレをどうするかとか、後になってびっくりしたのですけれども、とにかく

やってしまおうということで始めてみたら、思いのほか来場者は多くて、天候にも恵まれ

て、１日だけでしたけれども、大変なお客様においでいただくことができました。

これはそのときの、あくまでも工場敷地の中のテントブースの販売の様子です。

これもパン屋さんが売っているところなのですけれども、実はこのテントブース、１軒

に１人、必ずくっつくわけではないのです。ＡＢＣ、例えば３社のパン屋さんが並んでい

る中で、もしかすると２人しかつけないと。そのときは、お互い協力し合って、Ａ社の人

がＢ社のパンを売ってあげたりするのです。もともとはＡ社とＢ社がけんかをするような

状況もあったわけですけれども、このごろはこういうときだけかもしれませんが、Ａ社と

Ｂ社がライバル関係でありながら、お互いのパンを売り合うというのは、ある種妙な光景

で、私は結構感動したりするのですけれども、そういうのもあります。これはラーメン屋

さんです。

あと、私どもも、工場自体は昭和44年の工場ですから、決して新しい工場ではありませ

んし、なかなか一般の方に公開するのもしづらいのですけれども、この機会ということで

一般公開もさせていただきました。それからうどん教室ですとかクッキーづくりですとか、

またありがたいことに、去年の暮れには農商工連携事業計画も認定いただきました。

これはイワイノダイチという小麦を、よりもちもちした特徴を引き上げるために、２人

の農家さん、早乙女さんと渡辺さん、大変大きな圃場をおもちの農家で、お１人の農家さ

んのところでもロットが組めるのですけれども、そちらのものに関して特別な加工をして、



なおかつ最終的には小麦粉の、例えばパッケージに、このお二人の顔写真を載せるとか、

あるいはでき上がった乾麺の袋に二次元バーコードをつけて、履歴が携帯電話からもみら

れるようにするとか、そういうことをしたいということを５年間で考えております。

私どもは、とにかく今までは生産、一次加工、二次加工、スーパーさん、消費者と、こ

ういうサイクルで回ることしかなかったのですけれども、それをランダムな関係にしたい

と。どなたからも、栃木の小麦に関して状況がわかる、あるいは情報提供がいただける、

あるいは何か問題点があったら、それが出てくると。そういう会にしたいなと思っていま

す。ですから、総会以外にも年にもう１回、大きな集まりをやるのですが、できるだけ農

家さんの都合のいい日に日程を組んで、場所を選んでというようにやっております。

これはつい最近ですけれども、宇都宮のオリオンスクエアというところでいろいろな団

体が一緒になって、栃木の小麦の食品フェアをやりました。これはそのときの様子です。

私どもは、栃木の小麦に育てられてきたというのは、本当に改めて幸せなことだなと思

っております。ただ、残念ながら、まだまだ課題も多いですし、実際に栃木の小麦を農家

の方がどんどんふやして生産いただけるというところまでは至っていないのです。現状維

持をしていただくのが精いっぱいのところで、何とか私どもも、今、栃木の小麦を年間 6,

000トンぐらい加工しているのですけれども、そもそも、そういった取り組みをする前か

ら 3,000トンぐらいは使っておりましたので、ようやく倍増した程度なのですが、ゆくゆ

くは何としても１万トン台には乗せたいと思っております。ただ、なかなか農家さんが、

そういう意味で生産のほうを着実にふやしていただけるというところまで至っていないの

は、私どもがまだまだ購入する価格の面で低い面もあるでしょうし、それともう１点は、

先ほどのフードチェーンの長さ、フードプロセスの長さの中で、やはり栃木の小麦という

意識がまだまだ行き渡らないと。いろいろな意味での小麦の特徴や差別化を、もっともっ

と私どもがＰＲする中で図っていかなければならないのだなと思っております。

ちなみに私どもは、事あるごとにいろいろなチラシに「栃木の小麦は、土地技の恵み」

と、あて字なのですけれども、一応商標をとっております。

それから、「郷土を愛することは郷土の産物を応援することです」と、２つのスローガ

ンみたいなものを必ずいろいろなチラシや案内に入れさせていただいております。

以上でご案内を終わります。失礼しました。

○門間座長 どうもありがとうございました。



次は、横浜丸中青果の原田社長から、「コンビニチェーンとの業務用野菜原料調達の取

り組み」というテーマで報告をお願いします。では、よろしくお願いいたします。

○原田氏（横浜丸中青果㈱代表取締役社長） 横浜丸中青果の原田と申します。

きょうはこのような席にご案内いただきまして、大変緊張しておりますが、頑張って

発表したいと思います。よろしくお願いいたします。

私どもは、横浜市の中央卸売市場として本場、南部市場という２つの市場がありますけ

れども、そちらで野菜、果物の卸売を行っております。このたびは、その中でセブン－イ

レブン様との取り組みを発表しなさいということですので、その内容をこれからお話しさ



せていただきます。

卸売市場における青果卸売会社の役割というのはいろいろとあるのですけれども、これ

まで、特に需要と供給のバランスをとりながら価格決定をしていくと。その最たるものが

競り取引というのですか、それを行うということが非常に重要視されてきたわけなのです

けれども、一方で、これから発表させていただきます、業務加工といわれる方々との取引

になりますと、これはもう商品の原料としての野菜、果物を供給させていただくというこ

とになりますので、当然にそういった価格というのは事前に決められているということに

なるわけです。そういった事前に決めた価格の商品を、いかにして必要なスペックに合っ

た原料をお届けするかということがポイントになってくるわけです。

こういう取引が、中食、外食といわれる方々とふえてきますと、卸売会社といたしまし

ては、当然、中央市場でやっておりますので、市場法というものを遵守しながらも、いろ

いろな柔軟な対応が必要になってくるということでありまして、その中の１つの例として、

これから発表させていただくセブン－イレブン様との取り組みをご紹介させていただくと

いうことになります。15分という限られた時間で、一応スライドは18枚ぐらいあるのです

けれども、飛ばし飛ばし、ご説明させていただきたいと思います。

まず字が余りに小さいのですが、これから専門用語というか、セブン－イレブン様用語

というか、出てきますので、簡単に用語を書いてあります。例えばＳＥＪと出てくる言葉

はセブン－イレブン・ジャパンさんの省略であって、ＮＤＦと出てくるのは、日本デリカ

フーズ協同組合という、いわゆる共同購入される協同組合組織です。それからデイリーメ

ーカーはＤＭと書いてありますけれども、これがいわゆる工場です。ベンダーという言い

方があれですけれども、こちらではデイリーメーカー、ＤＭという呼び方をされます。そ

れからＰＣというのが出てきます。これはプロセスセンターということで、この取引の場

合、私たちがプロセスセンター、ＰＣという呼ばれ方をしております。

そういったことでこれからご説明しますが、私たち横浜丸中青果という会社は市場の卸

売会社であって、市場法との関係がありますので、日々の受発注ですとか商品確認とか品

ぞろえとか物流とか、そういった仕事は、それぞれ私たちの販売の子会社ですとか、物流

の子会社が行っているというようなことでご理解いただきたいと思います。

商品開発から原料調達までの流れということで、図でいきますと左から右に時が流れて

いくような感じです。商品開発会議というものがありまして、その中で、このような商品

をつくりたいという、そういう要望をいただきます。それを、私たちの知っている産地と



か、できそうな産地に栽培計画をもっていって、できるかどうかというような話をすると。

もう１つ、調達会議のほうで、数量、規格、価格、荷姿といった調達依頼をいただきまし

て、メニューが決まりながら、そこで原料を確定していく。最終的には、そこの調達のシ

ミュレーション、どれぐらいの量が最初に出ていって、どれぐらいが山になってきて、最

後、こうなっていくだろうという、そういうものを作成しながら、産地のほうに出荷準備

をいただきまして、各工場との確認をしていくと。推奨開始と書いていますが、これは独

特の言い方で販売開始です。お店での販売開始につなげていくということであるわけです。

基本概念云々と書いてありますけれども、私たちＰＣといわれる立場の者に求められて

いることというのは、１つは、これから生産者が高齢化していくということで生産量は減

少していくだろうと。いわゆるセブン－イレブンさんのパートナーになる日本農業の担い

手、中核農家の育成に努めてください、そのような産地をきちんとつくっていってくださ

いというお話です。それからセンターでございますので、トレースがとれた、安心安全な

野菜の契約栽培を原則として、きちんと品質の差別化と安定した量の確保に努めてくださ

いと。それから、収穫後の野菜の品質劣化の防止と鮮度維持のために、コールドチェーン

をつくって、要するに温度帯をきちんとやって、きちんと工場まで届けてくださいという

ことです。それから、共同購入によるコストダウンを図るということで、仕入れの競争力

をつけるということであるわけです。

取り組み経過としましては、2003年の10月から、一応、全国で初めてテストケースとい

うことで――それまでもプロセスセンターというのは２回ぐらいあったのですけれども、

その都度、いろいろ問題があったということで、再度、卸売会社、卸売市場にそういった

仕事をさせたらどうかという発想があったようで、私たちが全国に先駆けて10月からテス

トを開始し、2004年から全国の、これは卸売市場の中が中心に野菜のＰＣというものを設

置したということです。

それから、野菜のコールドチェーンというのを、すべての野菜について、きちんと温度

帯管理でやりなさいと、そういうことがありまして、それを2005年の４月からスタートさ

せております。その中で、後でお話ししますが、2008年の３月に国産野菜の生産・利用拡

大優良事業者表彰というのをいただいております。これは農水省のほうからいただいてお

ります。

輸入から国産への取り組み状況ということで、またこれも図が小さくて、何がいいたい

かというと、2003年に私たちがＰＣになってから、このころセブン－イレブンさんという



のは、それでも非常に国産を使う会社だということであるのですけれども、国産の割合は

90％以下だったと。10.7というのは輸入の割合ですから、逆にいうと89.3％が国産だった

のが、この2008年には95％近くまで国産の使用になってきたということであるわけです。

まだまだ 100％に向かっていくにはいろいろ課題もありますし、限界もあるわけですけれ

ども、一応、そういう取り組みを行っております。

その結果、平成20年度、昨年度から始まりました、農水省で制度をつくられました国産

野菜の生産・利用拡大優良事業者表彰というものの中で、セブン－イレブンさんとの取り

組みで３つ、一番上のホウレンソウ国産化推進チームで農林水産大臣賞をいただきまして、

次のキュウリの、これはフリーダムキュウリというキュウリなのですけれども、生産局長

賞というものをいただきました。それからキャベツのほうで農畜産業振興機構の理事長賞

というものをいただいております。また今年度も、ちょうど先週の水曜日、３月18日に表

彰式がありまして、ことしも農畜産業振興機構の理事長賞というのを、これは水菜の関係

でいただいております。

その中で、今、お話ししました20年度の農林水産大臣賞をいただいたホウレンソウの国

産化への取り組みについて、そこだけちょっと細かくお話をさせていただきますと、もと

もとホウレンソウのごまあえというものがコンビニエンスストアという立場でやっていら

っしゃるロングセラー商品だったわけですけれども、中国産の冷凍を使われていたという

ことで、余りおいしくないということもありまして、それを国産のフレッシュホウレンソ

ウに変更しながら進めていったということです。特に業務用ホウレンソウの特徴といたし

まして、一般的にスーパーで売られているホウレンソウというのは、例の袋に入っている、

ＦＧという言い方をしますけれども、25センチぐらいのものが基本なのです。業務用です

ので、切って使うわけですから、35センチぐらいがおいしいという文献もあるしというこ

とと、後でいいますが、産地側のメリット等もありますので、業務用ホウレンソウという

ことでちょっと大き目につくっていただくというようなことをしております。

それから、ばらです。これは袋詰めしないということで、当たり前といえば当たり前な

のですけれども、ホウレンソウというのは、今、基本的には袋詰めして売られているのが

ほとんどでありましたので、その辺のところを変えていったということであるわけです。

このテンアップファームさんというところと、昨年の受賞をいただいたわけですけれど

も、その中で今の35センチですとか、あるいはダンボールに縦詰めで10キロ以上とか、い

ろいろそういう取り決めをしまして供給をするということを、ＰＣという立場でやってお



ります。

コスト的には、生産者のメリットとしては、長くつくっていいわけですので、収穫量が

大幅に増加するということもありますし、逆にその分、安くくださいということもいえる

わけです。あるいは袋詰めをしなくて、ばらで送ってきてくださいということで、こちら

はダンボールなのですけれども、横浜市内産の産地ではコンテナでやっております。一応

そういう形で、できる限り生産者の手間をかけずに、メリットを出していくというような

ことをしております。

それから、数量・需給の調整という、ここが一番難しいのですが、特にコンビニエンス

ストアというのは、ほかのコンビニさんは知らないですけれども、ＰＯＳによる管理とい

うのが非常に重要でありまして、売れなくなったら商品を減らす、やめていくということ

で、日々のＰＯＳ管理によって売り上げを保っていらっしゃるわけです。要するに売れな

くなったら、ホウレンソウのごまあえだろうが、いろいろなものがストップしていくとい

うことで、生産の方々は、そのことを十分理解した上で取り組むということです。

私たちとしては、契約数量どおり売れないときの場内とか、あるいは他の業務加工筋へ

の販売ということが必要となってくるわけで、これは、口でいうほど格好よくできるわけ

ではなくて、かなり中間としてのリスクも負うということでありまして、正直なところ、

いろいろ苦労も結構しているところであるわけです。

生産者と実需者の情報交換会ということで、これはそんなに大したあれではないです。

一応、契約栽培の生産者を一堂に集めて栽培講習会を行ったり、デイリーメーカーさんか

らも人に来ていただいて、栽培意欲を高めるための意識づけというか、責任感をもっても

らうためのそういう会合等もしております。

品質維持の取り組みということで、先ほどお話ししましたコールドチェーンという、い

わゆる産地からセンター、それから最終的なデイリーメーカーさんの工場までの温度管理

をきちんと行っていくということで、2005年からスタートしております。これはデータロ

ガーという、トラック内の温度がどう変わってきたのかということをとって、それの提出

も義務付けられるということで、温度管理した形の供給をしているということであるわけ

です。

横浜丸中青果（＝ＰＣ）についてという、ここは大したことは書いていませんので、あ

れですけれども、いいたいことは、横浜の、最初にお話ししましたように、本場という場

所と南部市場という、２カ所で行っているわけです。どちらかというと、本場という場所



が、品物も集まり、お客さんも集まり、だけれども狭いと。南部市場は品物も少なく、お

客さんも少ないけれども、とても広いと。そういう２つの市場で営業をしておりまして、

今回のセブン－イレブンさんとの取り組み、後で少しお話ししますけれども、ほかのスー

パーさんとの物流センター化の取り組み等を、この南部市場という場所で行っております。

ということで、今のＰＣという、この場所につきましては、これは南部市場の私たちの

売り場なのですけれども、こちらを全部囲いまして、ここに出ていますようなトラックヤ

ードもつくりまして、温度管理したセンターに変えて、対応しているということであるわ

けです。この施設整備については横浜丸中青果として行っています。この場所で、今のＰ

Ｃセンターとしての機能を行っております。

それからもう１つ、場内に、これも民間で建てた、これは私どもと物流会社の方と、一

部、仲卸組合さんも出資していただきまして、横浜フレッシュセンターという名前になっ

ておりますけれども、中食、外食向けのフルラインセンターということで、冷凍食品です

とか、そういったもの、あるいは常温のものも扱うというようなセンターです。ちょっと

誤字があって、「30温度帯」と下に書いてありますが、「３温度帯」の商材を一括配送する

ということで、南部市場の中にこのような建物を建てまして、物流機能を果たすというこ

とを行っております。

ちなみに、ここのセンターの２期工事というか、そちらのほうでは、この会の委員でい

らっしゃいますイトーヨーカドーさんの、青果の専用センターとしての活用もいただいて

おりますし、このセンター内でパッケージのセンターというものもつくって対応している

ということであるわけです。

商品開発・実需者とのコーディネートとありますが、これはＰＣ、私たちとデイリーメ

ーカーさんと産地が一体となって、チームマーチャンダイジングによる開発活動というの

を行っているということであるわけです。

それから、リサイクル肥料の取り組みということで、これは私たちが主役ではなく、セ

ブン－イレブンさんなり、イトーヨーカドーさんが取り組んでいらっしゃるものに、たま

たま私たちも入っているというだけのことですけれども、例えばテンアップファームさん

の肥料につきましては、このアグリガイアシステムさんというところで出てきたリサイク

ルの飼料を使って循環型の流通を行っているということです。

それから、これはまだ今、取り組み最中というか、まだまだなのですけれども、例えば

セブンのサラダというものが出てきたときに、それは一体、どういう人がどういう栽培で



どういうものを使っているのかということがわかるような仕組みをつくってくれというよ

うなご要望がありましたので、このアグリポケットという、圃場で生産履歴を入力できる

ようなシステムを今、テンアップファームさんほか、そういったところに使っていただき

ながら、データベースとのリンクや情報化を図っているということであるわけです。

天候による影響への対応ということで、本当に天候で厳しくなったときはメニュー変更

とかしていただきながら、気を使っていただいているというような内容であるわけです。

私たち、今、プロセスセンターという立場でお話をさせていただきましたけれども、こ

れから私たちのような、いわゆる消費地の卸売市場、卸売会社ということで重要だと思い

ますのは、中間流通業者としての必要な機能をどうやってもっていくかということで、本

日、ご紹介いたしました物流機能ですとか、あるいはパッケージの機能とか、カット工場

の機能ですとか、いわゆる産地から最終ユーザーさんに、これはセブン－イレブンさんに

限らず、スーパーさんもそうですけれども、そこの店舗まで野菜、果物が流れていくとき

に、中間流通でもつべき機能をどのようにもっていくかと。それをきちんともつことによ

って、流通全体のコストダウンにつながったり、最終的な消費者に向かっては、鮮度がき

ちんと保たれているとか、あるいは野菜、果物がよい状態でお届けするということにつな

がっていくというように思っております。その際に、今まで私たちがずっと培ってきた産

地とのネットワークを活用していただいてもいいわけですし、あるいは市場の、さっきお

話しした数量調整機能をご活用いただくというような形で、これからの卸売会社としての

発展ができないかというように考えております。

４月から手数料の弾力化等もありますが、実際、これまでの地方公共団体、私たちでい

いますと横浜市のほうで、この設備をつくっていただいているのですけれども、非常に財

源も厳しくなってきているということで、さっきご紹介いたしましたように、私たちもお

金はないのですが、民間で必要な機能を整備していかなければいけないという時代になっ

てきております。たまたま、私たちのように本場と南部市場という２つの市場を活用して

いる、使わせていただいている卸売会社としましては、これまでの市場の流通を横浜の本

場という場所でやりながら、補完的に今の中間流通として必要な機能を南部市場という場

所でつくっていって、それぞれの市場の役割を活用して中間流通としての仕事を全うして

いきたいと考えております。

発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとうござました。



○門間座長 どうもありがとうございました。

それでは、２名方々による農商工連携の取り組みに関する報告がありましたので、これ

から質疑を進めていきたいと思います。まず笠原産業さんの取り組みに対して質問、ご意

見等よろしくお願いいたします。上杉委員、よろしくお願いいたします。

○上杉委員 プレゼンテーションありがとうございました。

非常に感激してお聞きしたのですけれども、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係を、そこについて物

すごく気を使われているというようにお聞きしました。栃木県産の小麦粉の夢のシェアの

ところはよくわかったところなのですけれども、この関係者のＷＩＮ－ＷＩＮの関係にお

きまして、利益とか損失のシェアとか、ある種の約束事があるのだろうと思うのです。ど

のように具体的に、このＷＩＮ－ＷＩＮの関係をここまで構築されてきたのかということ

が第１点です。

それと、新しい商品をどんどんつくられる中におきまして、消費者に飽きをこさせない

格好の取り組みをされていると思います。消費者というのはどうしても浮気者といいまし

ょうか、飽きがきやすいという中におきまして、消費者をどうやって引きつけるかという、

さらなる努力の秘けつといいましょうか、そのところについてお聞きできればと思ってお

ります。

○笠原氏 私も格好よくＷＩＮ－ＷＩＮの関係というように書いてはいるわけですけれ



ども、まだまだ完全にそれが確立できている、うまく回っているというところまでは至っ

ていないと思っています。例えば一番わかりやすいのは、製粉会社の私どもと二次加工業

者の関係というのは、通常、小麦粉の取引があって、逆に私どもがＯＥＭ的な、商品に関

しては買い上げるということですので、これに関しては値段の落としどころというのは比

較的つくりやすいので、片方だけにメリットがあるとか、そういうことにはならないと思

います。全体の、例えば農家の方と、あるいは私どもから遠い消費者の方とか、そういう

部分でのメリットは、なかなか一概に金額でみせるとか、あるいは具体的な流れやシステ

ムの中では比較的みにくいと思うのですけれども、今一番、私どもが気にしているのは、

先ほども申し上げましたように、農家の方がなかなか小麦の生産を維持継続、あるいは拡

大するというところまで至っていないというのが現実です。そういう意味では、まだまだ

私どもから働きかけて、生産農家側に大きな、魅力あるメリットまではご提示できていな

いのかなという反省には立っています。

ただ、最終的には、当然商品の価格ですとか内容ですとかの部分の競争になりますので、

無理に高い価格で原料を買うということもなかなかできないので、そこは逆に一般の消費

者の方に、何とか少しでも価格の底上げをしていただけるような、ある意味では雰囲気づ

くりとか、社会的なそういうムードづくりで、なるほど、これならがまんのしどころだな

というようなところに、ある程度価格帯を上げられるようにしていただく。がまんのしど

ころというのは、なかなか具体的な価格がわからないのですけれども、そういうのをいろ

いろ話をする中でうまくつくれればいいなと思っています。ですから、ＷＩＮ－ＷＩＮと

いうことに対するお答えになったどうかわかりませんけれども、そういうレベルです。

それから飽きないようにということは、実は私ども、狙いどころがまだまだたくさんあ

るというか、たまがいっぱいあるのではないかなと思っているのです。今、私どもがやっ

ているのはせいぜい30から40ぐらいのアイテムですし、１つのうどんやパンという中でも

もっと掘り下げができますし、あるいはようやく始まったパスタについても、フェットチ

ーネというのでしょうか、平打ちのパスタしか、まだやっていないのです。形状はいろい

ろなものがありますでしょうし、そのように１つのパスタということに関しても、さらに

まだまだいろいろなたまがあるのではないかと思っているのと、それから輸入小麦 100％

商品というのが、もっと世の中にはたくさんある中で、私どもが手がけているのはごくご

く一部なので、そういったものを１つ１つ加えていくことの中で、ある意味ではそういっ

た目新しさというのは、まだまだつくっていけるのではないかと思っています。



○木内委員 先ほど説明の中でなかなか広がっていかないというのがありました。

私の知るところだと、栃木の場合は、小麦は水田の裏作というのですか、の作型が多い

と思うのです。私は千葉なのですけれども、千葉の場合には、気候的には十分対応できる

のですけれども、湿田なものですから、裏作で小麦をつくることはできないのです。栃木

はたしか乾田ですから、裏作で小麦をつくることができると思うのですけれども、その広

がっていかないというのは、１つは乾田というのですか、そういう土地が限られていると

いうことですか。単純に米一作つくるよりは、必ず裏作を入れたほうが総体的には利益に

なるというのが私など生産者の感覚です。なおかつこれは機械化できますからメリットは

出せると思うのです。集約型にしていけば。その中で広がっていかないというのは何があ

るのかなというようにちょっと思ったのですけれども。

○笠原氏 おっしゃるように、おおよそ水田裏作です。栃木の場合、気候風土という意

味では、麦の生産は非常に向いているというのも確かだと思いますし、現実に二条大麦、

ビール麦のほうは佐賀県と、いつも１、２位を争うほどの生産があります。大きくくくっ

て、ビール大麦も小麦も、生産についてはおおよそ似たような生産をしていますので、そ

れを考えると、当然、栃木は麦の非常に向いた県であるということは確かです。ですから、

実際に農地が足りないということで広まらないということではなくて、２つ、大きく理由

があるかと思うのですけれども、１つは、実はビール大麦、これはビール会社との契約で

すので、簡単にはふえないのです。それと実は、これは農水さんにもお願いしているので



すけれども、水田経営所得安定対策というのが裏作麦については少し足かせになっている

現実があります。これは政策の上で、単純にいえば補助金の出方の問題なのですけれども、

それが少し小麦に不利に出ている面がある現実があって――とらえ方の違いにはなるので

すが、それが、小麦のふえることの足かせになっているというのが１点あります。

でも、これは大きな問題ではなくて、やはり一番の問題は、例えばこのごろ、そういう

ことで私どもも栃木県産小麦 100％使用という、例えばおうどんですとかパスタですとか、

あるいはパン屋さんでしたらパンですとか、変わったものですとちくわぶ、かりんとう、

そういったものを手がけているわけですけれども、そういうものがあるということをどう

やって知らせるかという部分で、なかなか広まらないのです。そういうものがあるという

ことを、多分一般の方はご存じなくて、そもそも製粉会社も以前は、例えば私どもも平成

11年以前はそういったものは一切手がけていなかったわけです。実際に小麦粉がこのよう

に原料が変わっていって、栃木の小麦 100％の商品であるということに、私どものＰＲ力

がどれほど及んでいるかというところに、まだまだ力不足があるのだと思うのです。です

から、そういったものがもっともっと知れて、逆に農家の方にもそれが励みになるような

ことになれば、また生産のほうも増えたり、あるいはそういった商品展開やら実際の荷動

きなどももっとよくなるのだと思いますけれども、まだまだ、そういう意味では緒につい

たばかりというのも多いのです。

○木内委員 では、マーケットのほうの需要がまだ低いということなのですか。

○笠原氏 ええ、私どもはそのように思っているのですけれども。

○木内委員 原料があれば、もっとどんどんマーケットにやれるということではなくて、

マーケットのほうが。

○笠原氏 現在、栃木の小麦、年間に１万 2,000トンぐらいは生産しておりまして、私

ども、先ほど申し上げましたように 6,000トンぐらいですから、まだ半分ぐらいしか、そ

ういう意味でやっていませんし、少なくとも１万トンにしようと思っても、原料取得の意

味ではできることはできるのです。ただ残念ながら、営業展開上、どうしても少し価格帯

が、通常の輸入小麦でつくった商品よりも、例えば２割やそこら高くなってしまうという

のが現実にあるので、なかなか、そういう意味では価格対応ができない部分の弱さはある



かなと思っているのです。

○大澤委員 マーケットの広がりというお話をされました。例えばホテルとか観光とか、

同じ食品でも目立つというか、グレードが高くて、何か提案しながら売るような、そうい

うところとの連携というのは、今はどのようにしているのですか。まだこれからというこ

となのでしょうか。

○笠原氏 毎日、一年じゅうという意味では、そういうのが具体的に進んでいるのはな

いです。たまにフェア的なもので、あるいは一定期間の中でというのでは、鬼怒川温泉で

すとか、那須のほうの温泉ですとか、そういうのでやっていただくことはあるのですけれ

ども、余り長い期間ではないです。そういう中でうまくＰＲ効果が出て、そうすればまた

定番商品になるということも当然期待したいなと思っているのですけれども。

○大澤委員 あともう１つ、よろしいですか。地元行政の試験研究機関とか、そういう

ところとの連携だとか、そのあたりはどのように進めていらっしゃるのか。

○笠原氏 17年度からクラスター事業を始めさせていただいた中で、私どもも小麦は長

く扱っているといえども、単純にいうと、それ以前は、例えば製麺業界、製パン業界、い

わゆる二次加工業界までＰＲをしていたので、私どもも、もともと中小企業でもあります

し、地元の中でもそんなに知られているわけではありません。そもそも日本全国に中小の

製粉会社も含めて九十数社あるはずですけれども、どちらの製粉会社も最終商品をおもち



ではないわけですので、存外、知名度が低かったりするわけです。そういう中でクラスタ

ーを進めさせていただける中で、その知名度の低い私どもでも、例えば宇都宮大学ですと

か、あるいは県の産業振興センターですとか、いろいろな外郭団体ですとか、そういう結

びつきが、単なる小さな会社がいきなり行ってもなかなか一緒にやっていただけるという

ことはなかったかもしれないのですけれども、クラスター推進事業のもとに、そういった

いろいろな機関や何やらかんやらとご一緒することができて、そういう意味では私どもも、

より展開を広げることができました。

○高島委員 マーケットの観点で１点質問させていただきたいのですが、家庭用小麦粉

の販売の中でＥマークを取得されたというお話があって、このＥマークを取得されたとい

うことが、メーカーさんにとってどのような意味なり、効果なりがあったかというご実感

と、それから、さらにこのマークがどういうものであるとよりうれしいなみたいなものが

あれば、そういうのを教えていただきたいと思うのですけれども。

○笠原氏 実は家庭用小麦粉を出したいというのは、ずっとかねがね思っていたわけな

のですけれども、他の会社の事例では、中小製粉が家庭用小麦粉を発売しても、尻すぼみ

になって、最終的にはスーパーさんにお取り扱いいただけなくなってしまうという現実を

幾つかみていました。とはいえ、私どもがつくって一般の方にお売りするものは家庭用の

小麦粉でしかあり得ないわけです。あとは、私どものお客様がつくったものを私どもがお

売りするということはできても、直接私どもの製造品が手に届くという意味では、家庭用

の小麦粉でしかあり得ないので、何としてもそれはやりたかったわけなのですが、そのと



きに、16年１月にＥマークがとれたものですから、これを機会にということで、Ｅマーク

がきっかけとなって発売に至ったのです。ただ、Ｅマーク自体はまだそんなに知名度とい

うか、認識がそう多くないのではないかと思うのです。ですから、これは各県がというこ

とで認証されているのだと思いますけれども、もっと全体の中でＥマークの認知度という

のが上がってもらえると、そういった食品や商品に関心も高まるのではないかなと思いま

す。ただ、自分たちのやってきた１つのきっかけをつくってくれたのがＥマークであるわ

けですので、そういう意味ではＥマークは非常にありがたいことだなと思っております。

○山本委員 麦わらぼうしの会の運営は何かルールが決まっていらっしゃるというか、

会費の、例えば頻度みたいなのがおありになるのかというのが１つと、それからもう１つ

は、小麦生産者との関係は、年間の契約栽培で、毎年数量については予約して引き取ると

か、そういうことになっていらっしゃるのかどうか、この２つをお聞きしたいと思います。

○笠原氏 まずは運営のほうなのですけれども、これは、会といえども会費をとって会

員名簿が出ているとか、正式な総会を開いて総会承認をもって会の運営をしていくとか、

そういうことはしておりません。実際に会費は全くありませんし、確実に会員であるとい

うことがわかっているのは、栃木県産小麦粉を買っていられる業者、あるいはそれを加工

したものを流通してくださるスーパーさんや、いろいろなそういった業者さんです。です

から、売り上げが建つという言い方をしては失礼ですけれども、そういったカウントがで

きるのが約 130社です。メーカーが 100社ぐらいで、流通関係が30社ぐらいです。これは

県内に限らず、都内にも近県にもいらっしゃいます。



それで、簡単な規約みたいなのはつくってありますけれども、特に生産農家の方に関し

ては、もう無条件に、小麦をつくってくださる方にはどんどんお声がけさせていただいて、

できるだけ私どものそういった集まりなどにもお出かけいただくようにしているわけです。

一番問題なのは、一般の消費者がどこまで会員なのかというのは全くないことでして、た

だ私ども、いろいろな形で試食会ですとか、即売会ですとか、あるいはパン教室、クッキ

ー教室、うどん教室などをやったときに名簿をいただいているわけです。その名簿をいた

だいている方はすべて会員にさせていただいて、いろいろな形で行事等のご案内は出させ

ていただいております。ただ、メールでいただければ、こちらも郵送費用がかからないも

のですから、メールでいただければというようにはしておりますけれども、やはり多く郵

送しなければならないのが現実です。

それから生産の契約のことなのですけれども、現実には、農家と契約というところには

至らずして、例えば私どもが小麦を契約するときに、栃木県産の農林61号を何トン、栃木

県産のイワイノダイチを何トンということで、全農さんなりと契約しております。ただ、

それまでの結びつきの中で、大体私どもが取得する農家さんですとかＪＡさんというのは、

およそ把握もしていますし、またそのような配分に全農さんもしてくださっていますので、

そういう意味では、ずっとつながっている農家さんとつながってきていて、今後もそのよ

うになるのではないかと思っています。それだけに、先ほどの渡辺さんと早乙女さんのよ

うな農家さんと農商工等連携事業計画も５カ年でやって、改めて農家を前面に出した小麦

粉ですとか、うどんづくりをしたいなと思っております。

○門間座長 中小の製粉業者さんは、地産地消の産品、例えば小麦の地粉だとか、そう

いうものの商品化でないと、生き残りを図っていけないということですか。例えば大手と

真っ向から、輸入小麦を扱って競争しているわけではないというように理解してよろしい

のでしょうか。

○笠原氏 すべての中小ということではなくて、あくまでも私どもの歴史ですとか、立

地条件を考えたときに、栃木の小麦を前面に使ってやっていくことが、私どもの生き残り

にはベストに近い方法なのではないかというように判断しているわけです。

○門間座長 笠原産業さんでは輸入小麦は扱っていないのですか。



○笠原氏 いえいえ、実は私どもも年間に３万トン強の加工をしておりますので、栃木

の小麦は 6,000トン強ですけれども、約２割程度しか加工しておりません。

○門間座長 ２割程度。あとは輸入ですね。

○笠原社長 ええ、全体の８割弱は、まだ輸入小麦をやっています。

○門間座長 全国に中小の製粉業者が90社くらいあるということでしたけれども、多く

はそういう形で経営が展開されているのですか。

○笠原社長 国産小麦の使用割合は各社まちまちでして、中には本当に 100％国産小麦

だけという、これは中小というよりも中小の小の製粉会社になると思いますけれども、実

際にそういう製粉会社さんもあります。ですから、日本全国で平たくいうと、国産小麦の

率は約15％になりますので、これは大手さんも含めてですけれども、国産小麦の割合が厚

い、薄いは、それ以前の歴史ですとか、あるいはお得意さんとの関係とかの中で、それぞ

れの製粉会社の、それぞれになってしまっていると思います。

○門間座長 産業クラスターのように，いろいろな研究機関と共同研究を展開する中で，

実需のほうから、品種開発だとか、農家への栽培方法に関する注文を出されていますか。

○笠原氏 今、栃木は、今日はお話ししなかったですけれども、もう１種類、珠泉とい

う、先ほどラーメンをつくったときはこちらの小麦なのですが、たんぱく量の多い小麦が

あって、都合３種類の小麦になりました。２種類の小麦、イワイノダイチと農林61号だけ

のときは、パン屋さんの展開が非常にしづらかったのです。パン屋さんのほうから、何と

かたんぱくの多いものはできないのかなというお話はありましたけれども、一応３種類そ

ろいましたものですから、ある程度、すべての商品がうまく回っていくことは、可能性と

してはできました。

それと、話が違うかもしれませんけれども、実は栃木のイワイノダイチというのは非常

にいい小麦なのですが、絶対的な弱点がたんぱくが低いことで、うどんにすると、やや切



れやすいという難点があるのです。ただ、たんぱくを上げるということだけいえば、農家

の方に追肥でもして窒素量を上げる中でたんぱく量を上げるということは可能なわけなの

ですが、そのときにでんぷんに対する悪影響を及ぼす可能性もあるのではないかと思いま

して、私どもからすると、たんぱくは低いなら低いなりで結構ですと。そのかわり量をし

っかりつくってくださいということで農家の方にお願いはしております。ですから、二次

加工業者のほうから、本来的にはうどんが切れやすいので、たんぱくは高いほうがいいよ

ということはあるのかもしれないのですけれども、そこは、できればＷＩＮ－ＷＩＮの関

係の中で、農家は農家でつくりやすくて、安定的に生産ができるもの、私どもは私どもで、

加工する中で多少問題はあるけれども、それを何らかの形で解決していくというのも必要

なのではないかなと思いますし、実際にある程度の試験を繰り返す中で、たんぱくの低い

イワイノダイチでもすばらしいうどんができますので、そこは何とかなると思います。

○門間座長 どうもありがとうございました。それでは続きまして、横浜丸中青果の原

田さんの報告に対する質疑に移りたいと思います。

○大澤委員 卸売市場の方がいろいろ取り組みをされたり、川下に展開するときに、例

えば買参人の方だとか、仲卸の方々の理解が得られないとか、ある意味で中抜きみたいな

イメージをもたれてしまって、そういう難しさがあるように思うのですが、丸中さんの場

合は、そういうことは特に変わりなかったのでしょうか。

○原田氏 もちろんいろいろと日々怒られていますけれども、たまたま南部市場という

場所がこれから残っていく市場なのかという不安感を皆さん、小売の方もそうですし、仲

卸さんも思っていたわけなので、そういう中で、そこにあえてお金も投資して、そういう

ことをやっていくということ自体が――どちらかというと、卸会社がもういなくなるので

はないかと、そのような話もあったぐらいですので、そういう意味で、あの市場をどうし

ていくのだということは２～３年話し合いもした中で、やはり物流拠点としてやっていき

ましょうよというような話もあって、逆にいうと、それがあったので引き下がれなくなっ

たというような部分もあったのですけれども。

あと、今、私たちのやっている仕事というのは、仲卸さんといろいろ連携している部分

もありまして、結局夜中にだれかがいて、品物を確認してやらなければいけないという部



分で、これは私たちの会社の社員がやってもコストがかかるわけですし、そこは仲卸さん

お願いしますよと、そういうやり方をしているところもあれば、すべて卸の立場で商品調

達して、仲卸機能もやり、物流機能もやりというパターンもありますし、それはいろいろ

な形でやっています。全部が全部、自分たちでやったからいいということではなく、仲卸

さんも卸もみんな儲かっておりませんので、仲卸さんに何か非常にメリットがあるという

状況ではありませんので、そういう中で連携してやるというようなことも今、一部出てき

ております。やっていく中で、本当にお客さんがいて、仕事がきちんとあれば、そこのと

ころは、当初はいろいろこだわったり、面と向かっていってくる人もいましたし、いろい

ろありましたけれども、市場としての活性化につながるということであれば……。あと、

仲卸さんの仕事をとってしまう場合はまずいですけれども、新しく、例えば市場外でやっ

ていた仕事をいただくだとか、そういったようなことについては特に問題はなかったと思

うし、そういったことを中心にやってきました。よく調べてみたら、うっかり仲卸さんが

やっていたというときは、もう速やかに手を引くというような、そういうやり方はしてお

ります。

○小林委員 ありがとうございました。２点ほど質問させてください。

１つはホウレンソウの国産化のご説明をいただいたのですけれども、ＰＤＦをみせてい

ただいた中で、中国産から国産のものに変更されていったと。販売価格が同じ中でいろい

ろ経営努力をされて、ホウレンソウの使用量そのものについては、かえって国産のほうが

多くなっているというような内容だと思うのです。この辺、一般的に価格の問題になりま

すと、どうしても中国産のほうが低いという前提を置いてしまうものですから、その辺は



どのようにコストパフォーマンスをしていったのかというところを１点、お伺いしたいと

思います。

○原田氏 済みません、詳しくわからなくて、余りうそをいってしまってもあれなので

すが、現実的には、正直、非常に厳しい中でやっています。まず店頭での販売価格という

ものがあって、これはもうかなり絶対的な部分があって、それに見合ったコストでという

ことがありますので、やはりそれは生産者の方もかなり苦労はされていると思います。た

だ、やはり売れるような形で原料も調達しなければいけないという原則でやっております

ので、中間でも結構そこは苦労するところではあるのです。特に、コストというよりかは、

発注がぶれたときの、そのとき中間でどうやって抱えるかというところが一番ポイントに

なるのです。コストそのものについては、生産の方々から安いとはいわれても、それなり

に出してきているなというのが現実的なところです。済みません、全然答えになっていな

いですけれども。

○小林委員 いえ、ニュアンスはわかります。

もう１点、やはり価格的な話なのですけれども、数量と需給調整で、それぞれがリスク

負担するというようなご説明だったと思うのですけれども、生産者側に立ったときに、計

画栽培等をして、ある程度年間の販売数量というのを押さえると思うのです。そういうと

きに、ではリスクがないのか。生産されたものが計画的に販売されれば、リスクは本来、

生産者にはないですよね。しかしリスクをもつということは、過剰だったりという中で廃

棄をする云々というのがどうしても出てきますから、その辺は生産者の方々は最初から相

当意識されていますか。

○原田氏 それはかなり意識していますし、最初からその話で納得していただかないと

ころとはトラブルになりますしね。実際、あるのです。それはトラブルもあります。メニ

ューがそのまま売れなかった場合は、それなりにこだわってつくってもらった結果、だけ

ど売れなければおしまいであって、そのときは、やはりある程度こちら側で対応していか

ざるを得ないところはあります。これは宿命みたいな部分でもありますし、ある程度、そ

の状況ですとか、そういったことは日本デリカフーズさんのほうにも聞いて、いろいろお

話をさせていただきながら、どこかでフォローしていただくだとか、カバーしていただく



ということはしていただいておりますし、正直、一般の生産出荷の方々では、なかなか難

しいなと。いろいろな方がぜひうちもやらせてくださいと、いろいろいってこられますけ

れども、こういう条件でこうだよというと、それだと……という人は多いので、それなり

にリスクも抱え、それから、はけ先ですよね。いざというときは全部うちに頼るというわ

けにもいかないところもありますので、そういったことができるところが残ってやってい

るというところがあります。

あと、今回ご紹介しなかったですけれども、地元の、市内でやっていらっしゃる方は、

袋でスーパーさんに売っている部分もあり、両方売ってあげるということはやっていまし

て、そちらのほうは、そっちがだめでも場内で売ってくれているのですしとか、どこどこ

スーパーさんに袋詰めを売ってくれているしと、そういう関係もあります。テンアップフ

ァームさんのほうは、今おっしゃっているところというのは、かなり厳しい中でやってい

らっしゃると思います。

○木内委員 大変よくわかりました。２つお聞きしたいのですけれども、１つは、プロ

セスセンターの役割の中で、多分一番大きなのは規格とマネージメントだと思うのです。

ただ、実際業務的になりますと、要は荷受けと分荷という形と、あとは小分けするのがあ

りますけれども、例えばプロセスセンターの手数料って、市場の場合、競りが 8.5だった

り、10％とあるではないですか。その辺はどれぐらいでやられているのですか。

○原田氏 それは結構厳しいあれでやっています。いろいろな形があって、市場という

のはすべて卸売会社が調達して売るという部分もあるのですが、ある面では、もう産地が

決められていて、物流業務だけやるという部分も結構あるわけです。かなりそういう部分

もあるのです。そういったものについては、物流会社としてのあるべき費用というものを、

これはどちらかというと、ユーザーさん側で物流のほうはしっかりされているので、計算

されて、これでやれというようなところです。ただ、この仕事って、かなり物流の仕事な

のです。私たちでいうと、デイリーメーカーさんの25の工場に毎日運んでいますので、そ

れなりに、そのコストを埋めるだけの量がセンターに入ってこなければいけないというこ

とですので、その辺はある程度計算していただきながらやっているということです。どち

らかというと、厳しいな、赤字だとかとなるのは、自分たちで、いわゆる商売の部分で、

この価格でやろうといったのが、産地がずっこけちゃって、なくて、場内調達してとか、



ことしなんか特に多かったのですけれども、そういうときのほうがあって、物流部分につ

いては、厳しい部分はありますが、それなりに物流会社としての費用はいただいていると

思っております。関係の方もいらっしゃるので、いろいろいいにくいところがあります。

○木内委員 というのは、丸中さんも３年ぐらい前にうちにみに来られたと思いますけ

れども、私たちの取り組みそのものが、実は産地側においてのプロセスセンターだと思う

のです。それで、私たちも外食メーカーのベンダーさんに直接供給していますけれども、

ベンダーさんによっては、間に幾つも入ると手数料が乗っかりますので、例えば大口で、

安定している品目ほど、逆に丸中さんのところを抜かれてしまって産地と直接という傾向

は多分強まると思うのです。だから、そういう部分がどういう契約だとかということがあ

ったということと、あともう１つは、例えばホウレンソウなども、説明どおり、我々も冷

凍をやっていますので、私たちが最初にこの35センチのホウレンソウという提案をさせて

もらったのですけれども、その場合、オーダーによって少ない場合、ほかにつぶしが効か

ないと思うのです。その辺のリスクというのは、丸中さんでどういう工夫をされているの

か、それとも産地側のリスクになっているのかというところをお聞かせいただければと思

います。

○原田氏 まず後のほうの質問からすると、両方になりますね。やはり全部が全部、受

けられなくて、結局、今おっしゃるように場内で売るといっても二束三文になってしまう

ということがあるわけで、業務関係にどれだけ売れるかといっても、本当にマッチングが

悪かった場合は知れていますよね。そういうときは、やはり基本的にはとめさせていただ

くということはやっていまして、だったら意味がないではないかというのも、そこのとこ

ろは結構いわれます。ただ、さっきのお話ではないですけれども、その辺のこともあり得

る前提で、産地側でもそこの機能というのはある程度もっていらっしゃると思います。そ

れから、何年かやっていきますと、出方だとかなんとかというのは、計算もできてきます

し、特にホウレンソウのごまあえみたいな、毎年やっているものというのは、大体みえて

くる部分もあります。もう１つ、やはりデイリーメーカーさんにも協力いただくという場

面もありますよね。ただ、余りそればかりやってしまうと、真ん中にいる意味もなくなる

ので、なるべく頑張って真ん中で売るということはしているつもりですけれども、かなり

そこはリスキーな部分でありますし、さっきのお話と重なりますが、生産者の方にもかな



り協力はいただく場面がありますし、何だ、それ、というときはよくあります。

それから、前のほうの話は何でしたか。

○木内委員 いえ、前のほうは質問ではないです。私たちがやっているのは、どちらか

というと、品目によっては産地プロセスセンターなので。

○原田氏 わかりました。おっしゃるとおり、それで思い出しました。僕、卸売会社と

いうのは、これから変わっていくと思うのです。変わっていかざるを得ないと思いまして、

本当に産地側にがっちり行くか、消費というか、そっち側に行くかということで、私たち

はたまたま消費地のほうにいるので、正直なところ、自分たちの得意な品目はしっかり売

っていくけれども、今まで卸売会社というのは、何でもかんでもきちんと市場の卸会社と

してすべてそろえるのだという部分はあったのですけれども、これからは、やはり連携も

しながら、上手に調達できて、上手にできる仕組みの中で、うちは物流だけさせていただ

きますよとか、そういったことというのは、もっていかないといけないと思うのです。そ

のときに、卸会社の仕入れの機能だけでいってしまうと、何でもかんでも 8.5、７の世界

を通さないといけないということになると、かえって市場外に流れる部分もありますし、

そこはある程度割り切って、物流会社として、きちんと利益が出せるような機能というか、

そこまで行っていないですけれども、そういうレベルにどうなっていくかというのは基本

的にあるべきだと思っています。その中で、例えば社長のところがあるユーザーさんと決

まったと。物流をやってくれよ、ぜひやらせてくださいというような、そういう幅の広さ

も市場としてもっていかなければいけないと思いますし、その中で、自分たちの、今まで

培ってきた流通の機能とか産地とのネットワークも上手に使って、なるべくなら両方きち

んとやっていけるようにしたいと思います。産地からひっくるめたトータルでメリットを

出せるような会社になれればなおいいかなというように思います。

○木内委員 私もご苦労、よくわかります。

○山本委員 商品開発会議と調達会議があって、野菜のプロセスセンターがあって、こ

の野菜のプロセスセンターは、商品開発会議や調達会議に、特に商品開発会議に一定の影

響というのを与えることはできるのですか。



○原田氏 時によります。商品開発の方々って、本当のマーケティング系のほうですよ

ね。実際、野菜のことをそんなにわからないとかという方もいます。よく勉強されている

方もいますし、いろいろですけれども、その中で、その時期はこうだよとか、それは後か

ら発売したほうが、もうちょっと安くなる時期がこうだよとか、そういった部分というの

はありますよね。だけれども、現実的には、この野菜を使って、こういう商品はどうです

かというまでのレベルにはとても行ったことはないです。ごくたまにあったかもしれませ

んけれども、基本的には、こういうものをつくって、こうできない？ とか、そっちから

入っていって、それを一生懸命、種屋さんだとかなんとか、産地をいろいろ探しながらや

っていくという傾向が強いですね。だから、余り発言力はないです。

○山本委員 要するに、海外もすべて含めた調達機能があれば、国内の消費者のさまざ

まな、勝手なニーズに対応するというのは、自由に量販なりが好き勝手に要求したものを

全部調達しますよと。ところが国内に切りかえた瞬間に、国内の産地の限界があるではな

いですか。あるいは台風が来たりとか、いろいろな限界があります。その生産リスクとい

うのは、この仕組みで行くと、セブンはほとんど負わないのではないかと。

○原田氏 おっしゃるとおりです。そういうところはあります。だから、最後にちょっ

と出てきた天候のときとか、済みません、裏返しになっていますけれども、ある面でこう

いう状況なのですといったときは、それはやっぱりメニューでも考えてもらったりだとか、

例えばリーフレタスを使っていたのを、来週からレタスに変えてあげようとか、それでも

なければ、メニューそのものをちょっと考えようとか、そういったことは考えていただく

ことはありますし、そこで随分損してしまったという話をすれば、どこかででは考えてあ

げよう、しようがないなということはあります。だけれども、現実的には、それはどこで

というと、セブンさんのところでは負っていないかもしれないですね。デイリーメーカー

さんのところで考えてくれているというところのほうが多いかもしれませんね。

○門間座長 最後に、卸売市場の機能としては、需要と供給を出合わせるということが

大事ですが，基本的に最近における卸売市場における価格変動は減っているのですか。と

いうのが第１の質問です。要するに、卸売市場がセリ取引から相対取引に変化していく中



で価格変動が小さくなるような方向で動いているのかという質問です。

それと、また取り扱い農産物の規格の厳しさについては，どのように変化していますか。

産地で良く聞くのは規格が厳しすぎて，出荷できないものがたくさん出て困るという意見

です。規格の簡素化に対する取り組みは卸売市場ではどのようにやっていますか。

○原田氏 まず価格変動は、私の感想からすると、以前より大きくなっているという感

じです。これは正直、業務加工というところがふえてきて、それこそ市場外の流通がふえ

てきて、それから契約がふえてきますと、結果的に多いとき、今までは、余りいってはい

けないですけれども、産地で廃棄したりすると、自然に安かったものが上がってくるとい

うことがあるのですが、外でつながってしまっていて、契約でそっち優先になりますので、

ないときは極端に契約のほうが優先されてしまって、すごくなくなってしまって、場内が

非常に上がってしまうという場面が非常にありますし、多いときは、もう売るところがな

くなってしまって、やたらと余ってしまうという意味で、卸売会社としての経営もリスキ

ーになってきているかなということはあります。

逆に仲卸さんなんかも、やたら高い値段が突然出てくるとか、それ以前に、値段がなか

なか回復しないという部分は非常に感じます。特にそれは、産地廃棄というところはどう

なのだという意見が出ているというところも多少あるにしても、それ以前の問題として、

やはり市場のふところがちょっと狭くなってきているというか、そういう感覚はあって、

なかなか価格は回復していかないというところはあります。だから、今の変動ということ

でいくと、本来、私たちは変動を予測しながらやっていかなくてはいけないのですけれど

も、突如としてやたら上がってしまったとか、当然下がってしまったというようなことで、

全く予測もつかないみたいな、そういう状況があると思います。

それから規格の問題は、これは特に今の業務加工関係については、特に私たちの提案す

る内容についてはＡ品、Ｂ品だとか、ＡＢ込みでどうだとか、それはかなりやります。こ

れは、調達価格のところで業務加工の方々は結構それなりのラインというのが決まってい

ますので、あとは切る場合が多いので、では、これぐらいでもいいのですかという中で、

Ａ品、Ｂ品とか込み込みで幾らでとか、そういうケースというのはよくあります。ただ、

スーパーさんの場合は、これは市場がいけないのか、産地がいけないのか、どこがいけな

いのか、何ともいえないのですけれども、規格の簡素化というのは、いろいろな場面では

よくいわれているところで、どこでどう直していくべきかというのは、まだ、ずっと課題



としてなっていますけれども、全体の中ではそんなに上手にできていないと思います。

○門間座長 契約取引が増加していく中で，契約取引は固定価格で取引が行われるが，

契約取引から外れた分，豊作で契約で処理できない分が卸売市場に入荷してくるために，

以前よりも価格変動が大きくなっていると理解していいのですね。

要するに市場が農産物の豊凶のバッファーとして使われるということですね。

○原田氏 それはありますね。だから、やたらとぼーんときてしまうだとか、そういう

こうことはありますし、経営という立場でいくと、以前は、ある面では 8.5とか７いただ

けたので、何となく利権みたいなあれでしたけれども、実際にはもう１～２カ月、価格が

低迷してしまうと、もう取り返しのつかないようなマイナスが出てしまったりとか、今、

卸会社というのはそういう状況になってきています。ある面では産地の買い支えみたいな

ところも必要になってくる場面もあったりとか、そのようには変わってきていますね。

○門間座長 わかりました。

それでは、次のプレゼンテーションに移ります。紺野委員から「香港・台湾・シンガポ

ールにおける日本産農産物の流通事情」についてご報告をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

○紺野委員 事務局から私に対し「農業法人協会の輸出促進事業に対する取り組みの概

要について」説明するようにとのことでしたので、資料を２点ご用意させていただきまし

た。



一つは、画面に映し出されております資料５－１「香港・台湾・シンガポールにおける

日本産農産物の流通事情について」です。香港と台湾へ調査と商談会に参りました。その

際に得た知見と考えを取り纏めたレジメです。限られた時間等の中での調査ですので、両

地域の流通事情を網羅したものではなく、その辺はお許しをいただきたいと存じます。

もう１つは資料５－２「日本食レストラン国際シンポジウム パネルディスカッショ

ン」で使用したサマリーメモ１枚です。このメモは、ＪＲＯ 日本食レストラン海外普及

推進機構が、３月９日にホテルニューオータニで「日本食レストラン国際シンポジウム」

を主催しました。私はそのパネラーとして参加した際に使用した資料の一部です。

事務局からのお話を踏まえれば、資料５－２がメインテーマとなり、資料５－１はその

具体的な事例となりますので、資料５－１メモに沿って、法人協会の輸出取り組みの概要

をご報告させていただきます。

最初に、私ども日本農業法人協会が輸出促進事業を手掛けた目的等について説明します。

４点整理してあります。１点目は、農産物輸出促進が農業法人経営の事業発展のための１

つの手段になり得るのではないかということです。農業法人が輸出を手掛け、経験するこ

とで、製品の改良、品質の向上、日持ちの工夫、賞味期限の延長や、国内の倉庫・港・空

港や、相手国の港・空港・物流」といった流通システムを承知することができる。税関や

検疫についても習熟することができる。取引先の多様化に伴い、農業法人の経営管理の高

度化にも資する取り組みになるのではないか。その結果、企業の力が増し、経営体質も強

化されることが期待できるという点です。

２点目は、海外で日本産農産物の新たな市場を開拓する取り組みが必要になってくるの

ではないかということです。販路拡大策です。国内は少子高齢化が進み、大きな需要の拡

大が望めず、将来を見据えて、海外で新たな市場開拓が必要になると考えられます。ター

ゲットは、輸出相手国の国民と在留邦人が想定されます。外務省の統計では、世界の主要

都市で在留邦人が１万人以上の都市は17都市のみだそうです。東アジア・北米・欧州の主

要都市を除けば、他の都市の在留邦人は5,000人以下、1,000人足らずという実態です。

農業法人が海外に輸出を仕組んだときに、在留邦人だけでは消費人口が少ない。在留邦

人は日本国内価格に慣れており、海外での高価な日本産はあまり購入しない傾向がありま

す。一例を挙げますと、香港や台湾で販売されている青森県産リンゴ１個500円～800円、

在留邦人はこれが日本では150円～200円前後で販売されていることを知っています。この

点については、資料５－１の２枚目にもまとめてありますのでご覧下さい。



従って、法人協会としては、輸出日数が比較的短い東アジアの主要都市の現地富裕層を、

輸出のターゲットとするという設計をして取り組み出した訳です。特に、検疫や関税規制

の少ない香港・シンガポール、円高で最近はやや厳しいですが、親日的で規制も比較的緩

やかで、豚肉も解禁されました台湾、この３カ国に対して、法人協会会員が最高品質の日

本産農産物を、自信をもって輸出していくという考えを持っております。

しかし、香港とシンガポールは一国一地域で、マーケットがさほど大きいわけではござ

いませんので、その次のマーケットは何処なのか、又は香港・シンガポールの顧客ターゲ

ットを少々下げる取り組みなどが、次の検討課題と考えています。近い将来、日本国内で

の産地間連携が進み、通年輸出の可能性と輸出販売価格の低減の可能性が期待され、業務

用向け輸出の取り組みが行われる日も来るのではないかと推測いたします。

３点目は、海外で評価された日本産農産物の、日本国内市場に対する波及効果の期待で

す。我々はこれを「ブーメラン効果」と言っております。日本国内で農産物は、高品質化

・高付加価値化等、産地間競争でしのぎを削っています。国内で高い評価を勝ち得るポイ

ントの一つがブランド力だと思います。国内での評価に加えて、海外のホテルやレストラ

ン、香港・台湾での富裕層にも評価され、海外でブランド力をつけた農産物が国内取り引

きにも活かされてくる、ブーメラン効果ではないかと考えます。国内流通の他の農産物と

の差別化が図られ、優位性も確保されるのではないかという期待です。

一方、輸出を継続的に行うには、例えば香港やシンガポールの富裕層をターゲットとす

る場合、現在の販売価格よりも少々値下げをすることで、恐らく販売量は増える。値下げ

には、生産・製造のコスト削減努力や、流通コストの削減交渉も行われるでしょう。その

結果、売上増加とコスト低下という２つの効果が導き出されるのではないかと考えます。

また、国内での産地間競争は価格競争も併発しております。採算がとれずに淘汰が進み、

国内供給力にも影響が出る可能性がある。この危機を救うために産地間の協力が進む所も

出てくるのではないか。それは、産地間の連携、供給のチェーン化が進むという点を我々

は期待したい。その先には、産地間協力によって数量と価格の安定化に加えて、国内生産

量の増加、各農業法人の経営規模の拡大、それに伴う製造・流通コストの削減とが相俟っ

てきて、近い将来には業務用向けの農畜産物の輸出が、可能になる時期が来るのではない

かということを推測します。

４点目は、輸出を手がける農業法人の社員のモチベーションやレベルアップと、人材の

確保及び育成面での効果への期待です。輸出を手掛ける農業法人では、海外取引先や国際



物流会社との交渉が発生します。海外出張もします。新たな流通ルートに乗せることで、

製造工程や保存貯蔵技術の向上など、技術面でも人材の育成が必要となります。営業力の

強化も必要です。これらに対応できる人材の確保と社員の育成を必要とします。農業法人

に就職したら、実は海外出張もありました、貿易業務もありました、英語での商談もあり

ますといったことで、職員のレベルアップやモチベーションの向上につながるだろうと考

えます。その結果、企業である農業法人自体の体質強化にも資するのではないかと考えま

す。

次に、協会として輸出へ取り組みました経過と実績です。平成17年度から調査研究を始

め、19年度から輸出関連の環境調査と試験的な販売促進事業を行ってまいりました。実質

的には19年、20年の２カ年です。香港、台湾、シンガポール、ドイツをピンポイントで調

査・販促してきたという経緯です。21年度は、環境調査・販売促進・実証実験から得た情

報や知見等を、会員へフィードバックしていくことになります。

１つの例を挙げますと、先月上旬、ベルリンで開催されたフルーツロジスティカという、

ヨーロッパ最大の果物と野菜の展示商談会に、私ども法人協会もブースを出しました。法

人協会のブースに３日間で約2,800人の方が立ち寄られました。青森のリンゴ、種類で言

えば「世界一、ふじ、金星」、熊本のデコポンや柑橘類、その他トマトやイチゴ、それと

農産加工品、その場で炊き上げたご飯、納豆も出しました。皆さんもご存じのとおり、ヨ

ーロッパのリンゴは比較的小ぶりで、硬くて酸味がありますけれども、青森産の「世界

一」は大きくて立派でみずみずしく、ヨーロッパの人々、ロシアやアフリカの人々にも大

変好評でした。青森のリンゴのジュースも天然の甘みで、ノンシュガーだと言うと驚いて

いました。それと炊き立てご飯です。ベルリンで炊飯器を買って、日本から持参したお米

を炊いて食べていただきました。これも非常に好評でした。また海苔巻きの納豆巻きにし

て出したところ、 私も立ち会って1,000人ぐらいの方に出しましたが、口から出した方は

４人しかおられませんでした。これは意外でした。「ヘルシーフーズ」、「ソイビーン」と

か言って出ししたところ、これも好評でした。ポテトチップスの上に納豆を載せて出した

ら、「ビールやワイン」に合うね、というような意見もいただきました。納豆の海苔巻き

は好評でした。このような事例を得られたのが、法人協会の輸出促進事業の一端です。

大きな３項目目として、農産物輸出を阻害する課題について触れたいと思います。４点



あります。１つ目は、基礎的課題として、輸出相手国の衛生証明、関税、検疫条件、表示

規制等の正確な情報を入手することと、日本と異なる様々な条件に対応していかなければ

ならないという点だと思います。更に、輸出相手国の規制をクリアするための生産・製造

・加工・流通の会社としての体制整備、検疫条件に合わせた畑或いは園地の再整備などの

ハード面での課題があります。ＨＡＣＣＰやＩＳＯ、ＧＡＰ等の取得認定などソフト面の

整備も課題があります。それらに対処するためには、設備投資や経費の負担も要します。

政策当局、特に農林水産省におかれては、輸出相手国に関する輸出関係情報を出してい

ただき、輸出を手掛ける農業法人等にもご支援いただいておりますが、輸出相手国別・品

目別の検疫や表示等の正確で最新の情報提供と、輸出を手掛ける場合の参考書や手引書等

を整備いただくと、関係者は助かると思います。政策当局へのお願いのついでにもう一点

お願いです。日本の食料自給力向上に資するためにも、生産者と消費者の連携を深める政

策の推進が更になされるべきではないかと存じます。最初の輸出目的でも触れましたが、

海外の富裕層にも支持された日本産農産物というブランドが、日本国内へのブーメラン効

果につながるのではないか。生産サイドはおいしくて、安全安心な農産物を積極的に増産

する、その農産物は海外でも支持されている。このような農産物については、日本の消費

者も理解して積極的に購入する。この生産者と消費者の関係構築と、仲介する流通関係者

にも国産農産物の消費拡大に寄与してもらう、といった相互の理解促進とコンセンサスの

形成を、政策当局として更に推進する施策を打っていただければというお願いです。国産

農産物を巡る、生産者・消費者・流通関係者の相互の理解促進が、食料自給力向上につな

がっていくものと考えます。

２つ目は、品種や商標の保護の問題です。トマトの「桃太郎」が海外で生産され、日本

種として販売されていた事例や、台湾ではオーストラリア産の和牛が流通している実態、

中国では中国資本によりコシヒカリが商標登録されていたため、日本から輸出しようとし

たコシヒカリがその商標では販売できなかったというお話も伺いました。これらの例は、

国益にも反する事例だと考えます。

３つ目は、輸出品の品質問題です。低品質品が出回ると、日本農産物のブランド力全体

に影響しかねないという点です。競合する他国産品との差別化を維持するためにも、最高

品質品に限って輸出するなどの対策や、最高品質品とその他の品物を分ける手立ても必要

だと考えます。

４つ目は、偽者や類似品が存在する問題です。日本国内では有名なブナシメジ製品とそ



っくりなパッケージで、中国産のブナシメジが販売されていました。台湾や香港では、米

の袋に日本語で商品名や解説が書かれているオーストラリア産米や台湾産米が売られてい

ました。日本語が分からない香港や台湾の消費者は、日本産と思って買っているかもしれ

ません。パッケージや印刷の工夫も必要でしょう。

これらの他にも、輸出継続とコスト低減のための量の確保、信用調査と代金回収の課題、

諸々のリスクを回避するための保険、物流システムの構築とパートナーの確保など、やは

りサプライチェーンの整備という課題に行き着きます。そして、輸出相手国では、我々の

お客様がどのような農産物や食品を欲しがっているのか、という情報を得るという課題も

あります。更に、輸出を継続して行える企業としての体力（経営管理、財務、資本、人材

等）をつけていくことも課題だと考えます。

大きな４項目目として、資料５－１の10ページですが、農産物の輸出成功に向けたポイ

ントは何なのかという点です。やはり自社の商品力を見極めることが大事ではないかなと

思います。輸出する農産物価格は、他国産に比べて数倍です。日本産の多くの商品やライ

バル品も既に香港だとか台湾には相当入ってきている状態です。我々の商品が魅力的であ

るということをどうやって訴えるのかということが課題です。

前回のこの研究会でも言及しましたが、何々県産というのは、香港や台湾では通用しな

いと認識しています。香港もシンガポールも一国一地域ですから、地区別の概念がほとん

ど無い。我々も台湾の県名や都市名を知らないのと同じです。強いてあげれば北海道と沖

縄ぐらいではないかと思います。現実に向こうに行って交渉してみて実感しております。

ポイントは、味・価格・出荷期間の確保・パッケージにあると考えています。どの階層

を狙うのか。外国のライバルに価格面で優位に立てない以上（安くできない以上）、高価

格帯のものを定着させていくのもよいのではないかと思います。ペニンシュラをはじめと

する超高級ホテルや５つ星のレストランも多く、近くにはマカオがあります。深訓経由で

大陸の富裕層も買い物に来ます。出荷期間の確保も重要なポイントです。香港を例に挙げ

れば、食は香港にありと言われるとおり、英国領であった歴史と世界各国の人が居住し、

観光客も訪れます。世界中から一年中食材を集めています。例えば、オレンジは一年中、

世界中から集荷できています。日本の○○県産のみかんが１か月間しか出荷期間が維持で

きないとなると、取引になりません。国内での産地間協力が出来て、恒常的な出荷を可能

とすれば、香港のサプライヤーの手を煩わせないようになれれば、声をかけられるかもし



れません。柑橘類を売るための供給チェーン、こういったものを、政策当局の支援で、あ

るいは我々生産する側の連携・協調によって実現するということが輸出促進の対策になっ

ていくのかもしれません。

パッケージも重要なポイントです。香港・台湾では、中身が見えるパッケージでないと

売れません。サプライヤーもバイヤーも取扱いに難色を示します。消費者が購入しません。

日本産を強調することも大きな強みです。日本語で商品紹介や説明書きを施しておくと、

効果があるかもしれません。現地で日本語版のシールを貼ることも対策の一つです。

２点目ですが、現地の食文化や風習を理解しておくことが重要です。香港を例にとれば、

テレビに映し出される朝や夕方の生活風景。外食しているのは庶民、一般的な市民層が多

く、我々がターゲットとしている階層、つまり富裕層や比較的所得の高い階層は、メイド

を雇っており内食率が高い。メイドを休ませる週末日曜日には、豪華に外食する。このよ

うな行動パターンを踏まえれば、デパート地下の食品売り場でメイドが購入する食材は、

比較的価格の高い、そして安全安心な、日本産農産物です。日曜日の外食では、高級レス

トランや日本食レストランに行きますので、そこでも本物の日本産農産物や食品を食べる

訳です。

香港では、健康志向や美容志向が強く、日本で納豆が健康に良いと報道されると、翌日

から納豆の売上げが急増したとか。野菜を生で食べる習慣がありません。中国大陸産の野

菜を香港人は食べません。欧州産も鮮度が落ちます。日本産の鮮度と安全性を伝えれば、

ニーズはあると思います。食品売り場で試食を行い、プロモーションも行えば、生のおい

しさを伝えることができ、需要を掘り起こせるものと思います。

例えば、香港では卵を生では食べないとも言われています。果たして本当でしょうか？

英国領であった歴史もあり、ゆで卵、スクランブルエッグ、オムレツ等の加工した食べ方

をしています。確かに中国産の卵を生で食べることはしないそうです。日本産卵の賞味期

限は２週間ですから、需要が拡大しない理由とも言えますが、反面、鮮度は高いという評

価です。価格もあまり差がない。スキヤキなんかで生卵を使って、香港でも食べています。

つまり、生卵の安全性、おいしさを普及できれば、香港人も生卵を食べます。熱々のご飯

に卵をかけて食べたり、納豆に卵をかけて食べたり、という方法を普及できれば需要は掘

り起こせると思います。

３点目ですが、良いパートナーと組むという点です。良いサプライヤーと組むことです。

大手が全て良いサプライヤーとは限りません。日本産を取り扱うサプライヤーは多数存在



しており、当面は増加するのではないかと思います。しかし、サプライヤーは、

①日本の送り出し基地は東京なのか、横浜、大阪、福岡、那覇なのか。

②便はエアなのか船なのか。エアならば成田なのか、中部、関空、福岡、那覇なのか。

③船便ならば、横浜なのか、神戸、福岡なのか。

④船便でもエア便でも、定期便を持っているのか、スポットなのか。

⑤定期便であっても、月１回なのか、毎週１回なのか。

⑥定期便を持っていないサプライヤーもおります。

⑦定期便であっても、積出までと到着後、百貨店に卸すまでの温度管理が徹底できるか。

⑧冷凍コンテナを利用しても、現地港到着後の管理が悪いと腐敗や破損が発生する。

⑨得意分野は何か。米、生鮮野菜、果物、肉類、冷凍水産物、食品なのか。

それぞれ対応が異なりますので、自社に最も相応しいパートナーを探すことが重要です。

次に良いバイヤー（小売店）と組むという点です。百貨店やスーパーですね。高級店、

比較的所得が高い層を相手とする店、価格も低めで一般家庭向け、大量廉価販売の店など、

小売店でも顧客ターゲットが異なります。店舗数にも差があります。香港でもＳＯＧＯは

１店舗、しかし、地元資本の高級シティースーパーは４店舗、一般的なスーパーは200店

舗以上など。シンガポールでも明治屋が１店舗、伊勢丹が１店舗、地元スーパーチェーン

のＵＴＵＣは81店舗、コールドストレージは21店舗など。店により取引形態も、買取りか

委託かなどの違いがあります。こういう状況の中で、どことタイアップするかという選択

が重要です。

最後に、農業法人としての輸出成功のポイントとして、以上の３点を踏まえて、戦略と

戦術をどのように整理するのかという点です。輸出を手掛ける目的は何か。ハイリスク・

ハイリターンの直接貿易なのか、試験的に試行期間として間接貿易で行くのか。かつ事前

に代金は回収するのか。どの物流パートナーと組むのか、組めるのか。既存のルートに乗

せるのか、新たなルートを開拓するのか、できるのか。どこで売るのか、売り方はどう工

夫するのか、試食やプロモーションは、レシピや製造情報は、アルバイトの確保は、これ

らを支えるサプライヤーとタイアップできるのか、などの戦略と戦術の整理が必要だと思

います。

最後に、この機会に３点ほど気付いたことをご報告して終わりたいと思います。３月９

日のＪＲＯの国際シンポジウムでも述べさせていただきましたが、現在、農水省で輸出促

進サポーター制度を整備いただいて、60名ぐらいですか、既に確保されていると承ってお



ります。これは大変結構な制度で、法人協会の会員も輸出に取り組み出した初期には大変

お世話になっていると聞いております。協会会員も作ることと国内で販売することは長け

ていますが、国外への輸出となると一つ一つの手続き等がよく分からないこともあります。

これをサポートいただき、更に、全国で農業生産段階にも精通しているような輸出促進の

サポーターの増員がお願いできればと思っております。

２点目は、自社農園で栽培した農産物を食品に加工して輸出する場合についてです。自

社で農食一貫経営や、農商工一貫経営をやっている農業法人がかなり存在します。和郷園

の木内さんを筆頭にたくさんいらっしゃるわけです。そういった方々が、今度、輸出しよ

うとする場合、生産から食品加工、食品加工の企画、そして輸出取組までトータルでコー

ディネートできる人材の発掘と育成が必要だと考えます。現在、食品メーカーにお勤めで、

食品加工企画、衛生管理、製造工程管理、そして販売や輸出まで経験されておられるよう

な、農業外の分野の方で、農業から食品製造、販売、輸出までをトータル・コーディネー

トしていただける人材の発掘と登用が必要だと考えます。

３点目は、地域内での異業種連携の促進が必要だと考えます。一例として、協会会員が

茶葉を輸出するために海外商談に出かけた際、バイヤーからは茶葉の品質と味に対し大変

評価が高かった上に、百貨店内のコーヒー喫茶を日本茶喫茶に全面改良するので、茶葉の

輸出だけでなく、トータルアドバイザーになってほしい、という要請を受けた会員がおり

ます。大臣賞とか天皇賞をとっておられる方ですから、当然なのですけれども。店内改装

の企画と具体的な装飾、茶器等の資材の日本での入手、茶葉や資材の日本からの継続的な

輸出、そして店内でのお茶の入れ方・点て方、振舞い方などについての、包括的なアドバ

イザーとの要請でした。輸出促進には単に商品の輸出だけでなく、日本産農産物の食し方、

更には日本の食文化をパッケージして出していくとよいのではないかと考えます。そのた

めにも、地域内での異業種連携、茶葉と茶器などの連携です。恐らく農業法人が海外に展

開していくときの１つのモデルではないかということを申し上げまして、報告とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

○門間座長 興味深い報告、どうもありがとうございました。私の報告が最後に残って

いますが，紺野さんの今の報告に対して質疑討論をしたいと思います。委員の皆さん、ど

うぞご遠慮なく、ご意見、ご質問をお願いします。



○上杉委員 ありがとうございました。私は海外の駐在を２回ぐらいしたものですから、

やっぱり海外にいますと、日本の農産物、日本食というのは、物すごく必要なものなので

す。ところが女房にいわせると、高過ぎるということなのです。私が付き合っていました

お客さんは、東南アジアにいましたから華僑なのです。華僑の方を日本に招いたり、日本

からの農産物をおみやげにもっていくことはあるわけですけれども、やはり彼らが注目し

ますことは、絶対的においしいという点なのです。それと、日本の食品というのは超安全

であると彼らは思ってくれているという、この２点なのです。少々値段が高くても、おい

しくて、安全であるものならば買うよと。上杉さん、アレンジしてよと要請が何度もあっ

たことは事実なのです。ところが、２つぐらい問題がありまして、日本に行きますと、千

疋屋さんに行けば買えるのですけれども、千疋屋さんは高過ぎて買えない。では、どこで

おいしいものを買っていったらいいのかというアドバイスがなかなかできなかったことが

第１点あったのです。

それと第２点は、自分がアレンジして、いわゆるＣ＆Ｆでもってくるということをした

のですけれども、やはりその国の検疫体制が何といいましょうか、少々お金をつかませな

いとうまい通関ができないという、そういう事情がございまして、結果的に失敗したとい

うケースが多々あったのです。そこで考えましたときに、やはり日本の農産物の輸出とい

うのはＦＯＢタイプで輸出するのが一番いいのではないかと。特に東南アジアに関しまし

てはです。日本の農産物をＦＯＢで安定的に輸出するには何が必要かということを考えた

りしますと、例えばフリー・イクスポート・ゾーンというものの考え方があります。そこ

に行きましたら、外国のバイヤーたちは日本の農産物、小ロットでも大ロットでも何でも

買えてしまうというフリーゾーンがあったらいいねということなのです。そこへ行った農

産物は、高度とか中度でちゃんと貯蔵されているよと。こういうことがあると、輸送の手

段を彼らは考えてくれるようになるという種のことです。

あと、お値段の件につきましては、彼らは基本的に日本の農産物を買うときにはある程

度高いだろうというイメージがあるので、円高とか円安を気にしなくてもいいのではない

かと。それでも、日本の農産物を小ロットであれ、大ロットであれ、きちんと輸出できる

仕組みといいましょうか、それを日本の中につくるというほうが、日本の農産物の輸出に

とってはいいのではないかと、このように思ったりするのですけれども、これは別に紺野

さんのお話に対する質問でも何でもなくて、お話を聞いての提案のほうなのですが、いか

がなものかと、こういうことでございます。



○紺野委員 私よりも、政策当局の方でお答えいただいた方が適していますね。ご指摘

の特区・ゾーンという制度が実現すれば、生産する側は一層増産に向けて士気は上がると

思います。

すみません、上杉先生の方がお詳しいので、私は実例を１点ご報告して、回答に代えさせ

て下さい。先日のレストラン協会の国際シンポジウムで、日系の大手ホテルや、海外のレ

ストランのシェフから声をかけられました。農業法人が高品質の農産物を作っているので

あれば、まとまって定期的に輸出できますか、というお話でした。単発的には出せますが、

ロットとして、１年間安定的に出すには、とりまとめる機能や事務局が要りますね。北海

道から沖縄まである農業法人を募って、束ねて輸出するにしても、私どもの事務局だけで

は対応しきれない。飛行機か船に乗せるコーディネーター、サプライヤー、バイヤーの方

と、現地到着後、ホテルのレストランだけではなくて、現地で流通させていただく必要が

あります。現地での受け皿も必要です。その仕組みを整えないと、直ぐに対応するという

のは難しい。これが感じた点です。

○大澤委員 私も、ちょっと海外に農産物を輸出する調査の手伝いをしたことがあるの

ですけれども、そのときに何カ所かで聞いた話があります。やはり海外に出ていった、ア

ジアですけれども、意外にアメリカとかフランスというのは、売り込みが強いと。そうい

うことを私にいうということは、それをあちこちでいってくれということなのかもしれま

せんけれども、米国やフランスはかなりお金をつけて、農産物を売り込みに来ますと。そ

れに対して、日本は意外にそういうことが少ないというような話は何カ所かで聞きました。

今、小麦のお話も、上杉委員の話もそうだと思うのですが、ここに行けば必ず日本産があ

って、１年じゅうずっとあると。そういうのを数年、状況をつくっておく必要があるので

はないかというようなのは、あちこちで感じました。

○門間座長 今の農産物輸出の状況というのは、農業法人や農協がそれぞれ行い，現地

でお互いに競争をしているような状況です。こうした状況はあまり好ましいものではなく，

誰かがきちんとコーディネートをして、組織的にやることによって、値段も下げられるし、

量も継続的に出せると思います。そうした動きはないのですか。農業法人協会がリーダー

シップをとって行ってはいませんか。



○紺野委員 ぜひ触れなくてはならないのは、農林水産省なり、政策当局の常設店です。

常設店舗網を拡大していただいていますが、私どもも常設店にうまく乗っかりたい。経費

負担の課題もあって、是非活用させていただきたい。それとＪＥＴＲＯです。２年間、法

人協会が自ら主催して輸出事業を実施しましたが、実力には限界があります。ＪＥＴＲＯ

が海外で企画する展示商談会に乗りましょうという方向で、ＪＥＴＲＯとも話をしていま

す。法人協会として、その辺への対応如何というお尋ねは、正直申し上げまして取組んで

未だ２年足らずです。私どもの輸出促進部会でもその辺をどうこなしていくかという点の

検討が、21年度の検討課題になっております。

○木内委員 座長の質問なのですけれども、実は当社は子会社をつくって、月間 5,000

万ぐらい、輸出しています。マネージメントはどこかがとりまとめる以上に、魚まで全部

やって、輸出しています。なぜそうするかというと、やはり一番問題は物流費です。圧倒

的に物流費です。日本のおいしい野菜であったり、果物というのは、リンゴなどはコンテ

ナで輸送がききますけれども、直近の話だと、先月、うちで約40フィートのリンゴのコン

テナ１本、タイに送って、それを売り切るのに約３週間かかるのです。タイで日本食材を

買えるようなマーケットには、うちはほとんど供給しているつもりなのですけれども、そ

れでも３週間かかる。

やはり、日本の輸出をもっとふやすためには、ＪＥＴＲＯだとか、そういうシステム的

なサポートも必要でしょうけれども、私は期間を区切って、フライトチャージに、思い切

って定期便を出すとか、そういうことをやっていったほうがより効果的だと思います。特

に香港、シンガポールに関しては、関税に関してはほとんどありません。問題になってい

るのは圧倒的にフライトチャージですから、ここに集中的に日本産をやると。そうすると、

例えば香港でもウエルカムとか、そういうポピュラーなお店なのですけれども、決して安

くないです。例えば、うちもぎりぎり、コンテナで卵などは送れるかなと。ただ、やはり

本当に１パックあたり、10円とか20円のところで、なかなか成立しないというものもあり

ますから、そういう意味でいいますと、確かに規格だとかマネージメントのソフトの部分

は大事でしょうけれども、思い切って日本産品を広げるのだと。安心安全の日本ブームの

ときに広げるのだということであれば、やはり運賃に、海運であったり、フライトチャー

ジに思い切った施策を打つということが大事だと想います。これさえあれば、必ず広がり

ます。



○紺野委員 最後に１つだけ申し上げたいのは、今回は、農業法人の輸出促進の取り組

みについてご説明を申し上げましたけれども、実は農産物の輸出事業を行っていく中に、

農商工連携の課題だとかポイント、連携推進のヒントが、いろいろな場面で散りばめられ

ているということを感じておりましたので、農産物の輸出事業について報告をさせていた

だきました。

○門間座長 木内さん、農企業にとって、輸出というのは、今のところどういう位置づ

けをしているのですか。将来性にかけて挑戦していると考えていいのですか。

○木内委員 香港や上海、またタイだとか、私たちはシンガポール、この辺のマーケッ

トを常設して調査していますけれども、日本の農産物の需要というのはかなりあります。

日本人が思っている以上にあります。ただ、やはり価格が高くなってしまう。これはやは

り圧倒的に物流費が商品価値よりも高い場合が多いのです。生鮮というのは鮮度ではない

ですか。鮮度がその価値を決めるわけですから、そこが一番のネックになっているという

のが、私の正直な感想です。

○門間座長 あとは、いかに早く届けられるか，その仕組みを開発する必要があります

ね。

○木内委員 そうですね。例えば現地でもヨーカドーさんであったり、イオンさんであ

ったり、日本企業も行っていますよね。こういうところこそ、まさしく圧倒的に物流費を、

期間限定でも、拡大でも、やってくれれば必ず受けてくれると私は思いますけれども、そ

れが多分、問題になっているというように私は単純に思っています。

○門間座長 紺野さん、法人経営の皆さん方は、農産物輸出について、どういうとらえ

方をしているのでしょうか。

○紺野委員 その点は、最初の輸出目的でも説明したように、４つの目的をもちながら

国内流通へのアドバンテージも期待しています。加盟1,700法人の中で、輸出に取り組ん

でいる、あるいは一度でも経験があるのは１割も無いと思います。輸出促進部会に所属し



ている会員も、実は数社です。まだ、輸出によって売り上げとか利益を確保するという段

階ではございません。

○門間座長 農産物輸出は，チャレンジの段階ですか。

○紺野委員 はい。リスクもあり冷静に着実に取り組んでいるということです。

○福岡参事官（農林水産省） 先ほど木内さんがおっしゃった点、日本産の農林水産物

が東南アジアで売れないのは値段が高いからだという指摘は、我々もまさにそのとおりだ

と思っています。

ただ、それが具体的にどうやったら解決できるのかというのは、なかなか難しい問題で

あるのはご指摘のとおりでございまして、その中で物流コストが非常に高いというのも、

まさにそのとおりなのですけれども、物流コストにどこまでお金が出せるか、現実的には

なかなか難しいものがあります。例えば都道府県がいろいろなオケージョンで、即売会と

いうのを県ごとに企画されたりしております。その中では、かなり物流費をみているケー

スがありまして、その場だけでは売れているというケースもかなりあります。ただ、お金

の使い方として、例えば１カ月なら１カ月の期間だけ物流費を出すから、その期間は売れ

ましたと。お金がなくなったらそれで終わりですというのは、我々としても避けたいとこ

ろでもありまして、そういった点もご理解いただきたいと思います。ただ、いかにして物

流コストを削減していくかを、知恵を出さなければいけないという点については、農業法

人協会の方、それから生産法人の方々と相談しながら考えてまいりたいと思っております。

○門間座長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

では、次に私のほうから報告させていただきます。これまで農商工連携のさまざまな事

例を、それぞれ専門家の皆さんから報告いただきました。これによって，その取り組みは

事例的には理解できたのですが、全体的に農商工連携の取り組み実態をどのように評価す

べきなのか，また，どのような取り組みが多いのか，うまくいっているのか，なぜうまく

いっているのか、どのような課題があるのかということは，十分に整理できていません。

そのため，私の報告では，現在の農商工連携に関する各地の事例を整理しながら、ある程

度の方向付けをするという形で報告をさせていただきます。



まず農商工連携88選の整理を行いたいと思います。現状では，88選の類型化は十分に行

われているとはいえません。まず88選を評価するためには，中心組織がどこかということ

が重要です。すなわち，中心組織が農である場合と商や工である場合に，その後の取り組

みの展開は大きく異なります。

次に、参加組織のタイプと広がりをみることが必要です。それから、農商工以外ではな

くて市町村、消費者団体、ＮＰＯが活動を組織化している事例も結構みられます。あるい

は、研究組織が開発技術を商品化して、挑戦するというケースもあります。このようにみ

ていくと、農中心型、商中心型、商工中心型、工中心型、それから研究開発型、工・商工

会・農協組織化型、直売型という７タイプに農商工連携の88選が整理できると思います。

88選の中では製造業（工）が中心になって組織化しているケースが多く，続いて公共的

な機関、商工会、農協（あるいは消費者団体）が組織化しているケースも意外と多く見ら

れます。直売組織の例はわずか３つしかありません。農中心、商・商工中心というのは、

ほぼ同じぐらいの事例があります。

次に売上金額と雇用者別に取り組み事例を評価して見ますと，中心組織の売上金額はそ

れほど大きくなく，雇用者数も少なく，比較的小規模な連携が多いことがわかります。

次に農商工連携に関わる組織の数は，農商工連携の広がりを見る一つの重要なポイント

となります。売り上げが小さくても非常に幅広くいろいろな企業を組織化しているケース

もありますし、高い売り上げがあっても、組織化が少ないというケースもみられます。

次に、農商工連携の発展プロセスについて見ていきたいと思います。第１の例は，木内

さんのところの和郷園さん、宮崎の新福青果さん、それから生産者連合デコポン等，農が

中心となって農商工連携を進める場合の発展プロセスです。このケースを見ますと，農が

主導する場合は、カリスマ農家が出現して，これまで販売をJAに依存していた回りの農家

を組織化して、小規模段階では、消費者への宅配、スーパーへの直売を展開します。しか

し，こうした対応では必ず生産の季節変動がありますので，次に余剰農産物の加工等に取

り組んで付加価値を高めていくという形で事業が展開します。こうした活動の中で次第に

力がついて、生協や大手スーパーなど大規模な消費者組織と連携ができるようになります。

次にさらに，加工事業が多様化するとともに，直売店の開設，地産地消レストランの開設

といったサービス部門まで取り込んだ活動が展開します。モクモクのような事例では，大

規模なサービス業として展開して成功しています。ただ、生産者によってはリスクが大き

いサービスまでは事業を広げず，農業生産関連事業だけで事業を展開する事例も見られま



す。

こうした農主導型の農商工連携の課題を発展段階別に見ますと，出発期は市場からの開

放，厳格な規格からの解放を目指して，直売や契約生産を行う地縁を基礎とした仲間を中

心とした組織を形成して展開します。この段階の目標は、参加農家の市場取引リスク軽減

と経営安定に置かれます。次に離陸期では、生産者と消費者との間に存在する理解のギャ

ップを調整、理念の浸透、消費者ニーズへの対応が目指され，安全・安心を基本としたマ

ーケットイン型取り組みに対する生産者の自信が確立していきます。そういう中で、次に

営業活動の強化，受発注労働の確保、配送施設の整備、安定生産システムの確立といった

取り組みが展開され，発展期・安定期へ向かっていくことになります。

発展期・安定期になると、サービスも含めた多様な事業展開が模索され，雇用の拡大、

生産拡大、事業規模と範囲の拡大が行われます。こうした中で、地域内外からの雇用・人

材確保、関連事業者数の拡大と。それと商工への取り組みと投資家拡大という形多様な効

果が発現します。

ただ、この時点での課題としては、参加農家の選別、自立をどのように考えていくかが

大切です。それから投資金額が莫大になりますので、この投資対応をどうしていくのか。

補助金をうまく有効に活用するという手段もあります。それから新しい加工技術をどのよ

うに導入していくか。それと新たな販売先の確保です。それから、能力をもった従業員確

保という課題も出てくるでしょうと。

この農家主導型の連携のタイプとして、木内さんや新福さんは、地縁を中心にして組織

化しましたが，全国の農家を組織化するというタイプもあります。この代表的な事例が全

国の養豚農家を組織化したグローバルピッグファーム，「霜降り白菜」というブランド白

菜を全国の農家を組織化して生産販売している茨城白菜栽培組合の事例があります。養豚

の場合は銘柄豚肉の生産に対応できる全国の優秀な農家の組織化が，ハクサイの場合は，

全国の農家を組織化して終年供給を実現して，実需者、市場のニーズに答えるという経営

戦略が採択されました。こうした連携のケースでは，この場合の中心組織には技術革新を

推進できる機能、それから経営指導ができる機能、それから販売、マーケティング機能が

必要とされます。さらに，資材を共通にして一定の商品を確保する機能、それからブラン

ド化推進機能が求められます。この場合は，特定商品の生産・販売が中心になります。例

えばグローバルピッグファームであれば「和豚もちぶた」というブランド商品をつくり上

げるために豚の育種改良のために海外の先端技術まで導入しています。茨城白菜の場合に



も、「霜降り白菜」というブランド白菜をつくるために、品種、生産資材、栽培方法を独

自に開発しています。こうした取り組みで，初めて全国の農家の組織化が可能になってい

ます。

こうした取り組みでも出発期、離陸期、発展期、それぞれの課題が出てまいります。最

初のころは、生産農家の管理システムを構築することが大きな課題です。特に参加農家の

意識改革が重要です。それからグローバルであれば種豚をもつ。茨城白菜では専用種子を

もつという形で，独自の商品開発に基礎となる技術革新が重要です。ただし，こうした仕

組みで農商工連携を推進する場合は，この高度なビジネスの仕掛けを後継できる人材をど

う確保するかが問題となります。

次に農産物直売所を中心とした農商工連携の事例です。農家が主導する場合に、直売所

のタイプは多様で，その類型化はなかなか難しいのですが，大きく分ければ、地産地消型

直売所（、一般の小規模直売所），農商工連携型直売所、観光開発型直売所，（地域開発を

意識した直売所），地域のスーパー型直売所という形で分類することが出来ます。ここで

は，スーパーマーケット型直売所と観光開発型直売所について主として説明します。

スーパーマーケット型直売所では，生鮮の野菜や果物だけではなくて、牛乳から魚から

肉まで、商品全部を地産地消製品で品ぞろえをして、お客さんを確保して行きます。この

場合、ほとんど利用者は地元客です。スーパーと差別化するため，加工品も地元の総菜メ

ーカー，お菓子屋やさん，さらには生活改善グループとタイアップして総菜加工、日常的

なお菓子の加工，農産物の加工製品の開発・販売に取り組んでいます。この代表的な事例

が，盛岡のサンフレッシュです。

次に地域開発を目指した観光型直売所の事例としては，沖縄県名護市のやんばる物産が

あります。この取り組みは，沖縄の北部開発を目指してその核となる施設として直売所が

設置され，沖縄北部地域のすべての物産が一堂に集まる用に事業展開をしております。開

設当初は，沖縄県民が土日に利用するというケースが多かったのですが，最近は７～８割

が観光客となり，通年で利用客が確保できるようになりました。ここでは地域の農家をい

かに育てていくかという意識が非常に強く，農産物はすべて買い取り方式で調達されてい

ます。また，厳格な規格もなく，一括で見積もりをして，その場で現金決済で行います。

そのため，農家はトラックに野菜や果物を積んで藩有すれば，現金がその場でもらえます。

大根などの野菜は土がついたままで販売されますと，ミカンやパインアップルなども山積

みで販売されています。売れ残りが予想される場合は，職員がカッティングして、パック



に詰めて販売する等，売れ残りを出さないような工夫がされています。現在、インターネ

ット産直への挑戦と、それから本土の直売所との連携という形で、沖縄にない物産も取り

扱えるように、直売所間の連携が展開しています。 次に農家のお母さん型が中心となっ

た加工グループが中心となって展開した農商工連携を展開する事例について紹介します。

この事例は，名宝レディースという、トマトケチャップをつくったお母さん方の生活改善

グループの活動がベースになって発展したものです。もともとはトマト農家の奥さん方が、

規格外の完熟トマトをもったいないのでトマトケチャップにして販売を始めました。これ

が非常な評判を生んで、地域を代表する産品になりました。次に市町村が経営している地

域のスキー場のレストラン，おみやげ店などの経営もこのお母さん方に任せて運営すると

ともに，デイサービスの食材、弁当を供給する等，食に関わる事業をこのグループに任せ

て育成しました。

この事例は、行政や農協が支援して農商工連携の担い手を育成した優れた事例と言えま

す。この会社の社員は全部女性というこだわりをもった展開しています。これに近いのが、

長野県の小川村のおやきですね。これは高齢者集団だけの会社で，おやきで村おこしをし

ています。

次に整理したのが，工中心型の農商工連携でカゴメの例です。私は事例を実際に見てい

ないので、そんなに詳しくは説明できませんが，この事例ではカゴメ自身でトマトの品種

開発を行うとともに，自社農場を開設して農業事業も展開しています。しかし，企業が自

社農場を運営する場合は，リスクがかなり大きいため，天候や病害虫がコントロールでき

る植物工場も検討されます。これまで，企業が自社農場を露地生産部門で展開する場合は

うまくいかないケースがかなりあります。

それから、カット野菜を中心とした製造業が農商工連携ビジネスを展開する場合は，単

品でやるのか、複数品目でやるかによって、そのビジネスの展開と効果はかなり異なって

現れます。少数品目でカット工場を展開する場合には、施設を充実させて、機械化を展開

します。人手を確保よりも機械への投資が課題となります。また，産地としては比較的大

規模な産地を相手にしないと漁の確保が困難になります。一方，多品目の野菜を処理して

どんな注文（カット）にでもこたえられるような、企業展開をする場合は優秀な労働力の

確保が課題となります。地域の人をたくさん雇用します。こうした事例でも原材料の安定

供給を確保するために自社農場にチャレンジするケースがありますが，多くはうまくいっ



ていません。

また，製造業の連合型の事例では，フードパル熊本、盛岡市の手作り村などの事例があ

ります。この事例では，地域の個性ある製造業が集まって、観光・体験・見学を目的とし

た施設を作り，主として観光客を相手としたビジネスを展開します。もちろん，この事例

では公共機関の支援が不可欠であります。また，近くに主要な観光地があることが前提に

なります。

また，最近びっくりした出来事としては，沖縄のお土産品が変わったということです。

最近の沖縄に観光客の半分以上が、みんな紅イモタルトをおみやげにしているような気が

します。沖縄の行くというと，学生から「先生、紅イモタルトをお願いします」といわれ

るぐらいです。この人気商品の開発は，読谷村で行われました。紅イモにこだわった地域

おこしをしようということで、研究開発から農家の栽培技術、それから製造、販売、まで

を地域が一体となって取り組んだ成果です。紅イモは本土に輸出できませんので、いかに

して、これを商品にして販売するかが検討され，ポルシェというお菓子屋さんが紅イモの

タルトを開発して、販売をして急速に広がっていきました。割と短い期間にすごい商品を

開発・普及させたケースです。

最後に、地域活性化の成功条件について整理します。まず農が中心の場合、やはり理念

が共有できる専業農家を中心とした共存共栄型の専門農協方式が成功する可能性が大きい

と思います。我々が成功事例を調査した中でも、ほとんどが専門農協タイプで，地縁型、

全国農家組織型のタイプです。一般的な発展段階は，直売→契約栽培→加工、それからサ

ービスと事業の規模と範囲を拡大するケースが中心です。このプロセスでは，市場取引か

らの脱却、付加価値の拡大、人材確保の活用という形で添加していきます。なお，地域で

の雇用拡大には、やはり加工、サービス部門の導入が不可欠で、農業生産だけでは地域の

雇用拡大にはつながりません。 また，和郷園さんでもそうですが，人材はほとんど地域

内で確保してうまくいっています。地域内から人材を確保して、育て上げていくというこ

とが基本的な対応だと思います。

それから、商中心の場合にも同じですが，明確な商品コンセプトと経営理念。そして仲

間になれる農家，農家組織，もしくは農協の選択がとても重要になります。ここでは、生

産者は単なる原料や商品の供給者ではなくて、共存共栄を一緒に目指す主体であるという



ように考えていくことが非常に大切になります。それから、契約農家だけでなく、自社農

場による農産物の生産を目指す場合、これは特に慎重な対応が必要です。特に露地での農

業生産はそんなに甘くないということです。

それから、契約生産の場合は、規格をできるだけ単純にして、規格外品の発生をできる

限り押さえて、できればすべて商品化してしまうという取り組みが必要です。

最後に、成功している経営体は補助金の利活用も非常に上手であるということを申し添

えておきます。

工が中心となった農商工連携では，原材料へのこだわりが重要です。要するにプロとし

ての農家のプライドと技を評価することが大切です。また，工が主導する場合は、個人の

農家よりも産地を作るという考え方をもつことが大切です。それから、地域の人材を雇用

することが重要で，場合によっては、産地組織に一次加工まで任せてもいいのかなという

気がします。ここでも、自社農場で農産物の生産を目指す場合には慎重な対応が必要です。

以上で私の報告を終わりにしたいと思います。

○小林委員 ご説明いただいたこととちょっと違うことで申しわけないのですが、農商

工の連携について、いろいろなパターンがあるというのは今、ご説明いただいて、よくわ

かりました。商工、またはサービス業、いろいろな業界があると思いますけれども、農業

という業界をみたときに、１点、大きく他の業界と違う、劣っている部分が１つあるのか

なと、どうしても感じてしまうわけです。この研究会におみえになっている生産者側の方

々というのは、決してそんなことはないのですが、では何が劣っているかというと、それ

はやはり一口でいえば、企業力といいますか、経営力といいますか、これが他の産業と比

べて大きく落ち込んでいる、欠落している部分なのかなと思うのです。

当然、いい製品ができ上がって、それを拡大して、生産をしていくという過程の中では、

企業規模がどんどん大きくなるわけでありますから、そこにはもう必然的にそういう経営

力というのは入ってくる、これは当たり前だと思うのですけれども、大多数の小さなとこ

ろが、そういういろいろな可能性をもって、これから大きくなっていこう、産業として大

きく育てていこうというときに、どうしても経営力というのは、いろいろな要素はあると

思うのですが、財務管理能力を中心としたところ、これが非常に欠落していると、どうし

ても思えてならないのです。ですから、他の商工と同じ、肩を並べて、農業という業界全



体がレベルアップしていくためには、その部分にやはり力を入れていただいて、全体がレ

ベルアップして、商工と同じ土俵といいますか、同じ立場の、同じ経営力をもった中で大

きくなっていただきたいなというように思うのです。そうでないと、流通の過程というの

は、変な言い方をしますと、どうしても利益の獲得合戦に行き着きます。そうすると、勝

つのは商工であって、農が勝てるのですかというところに行き着いてしまうと思いますの

で、農も、皆さんがそれぞれ利潤を上げていただくというシステムが必要だというように

思いますので、そんなところをちょっとご検討いただきたいなと思います。

○門間座長 木内さんは１人農商工という形で、農も商も工も全部組織で実践していま

すが，もし農家が商や工と連携しながらやる場合、参加できる条件についてはどのように

お考えですか。

○木内委員 小林委員のおっしゃっていること、私も同感です。私、前回、農業を製造

業といったのですが、ちょっとだけ違いがありまして、要は自然を相手にする製造業なの

です。例えばマーケットに認められる商品ができても、野菜の場合、それを安定的に供給

できる生産ができるかいうと、ここは極めて難しいところなのです。これは他産業の中で

も中小企業の場合は、社長さんがすべて、生産部長から経理部長から営業部長まで全部兼

ねて、なおかつついでに社長業という、こういうパターンになっているのは農業も一緒だ

と思うのです。ただ、そういう仕組みをつくったときに、要は安定して製品だったり、安

定してお客さんのニーズにこたえられるというところが一番ネックなところなのです。

そうはいっても、小林委員のいっていること、やはりここを変えないと、脱皮できない

と思うのです。そういう意味では、地域によっていろいろだと思いますけれども、私が今、

考えているのは、農家合併です。農家が家族経営のわくを越えて、生産の本当の意味での、

要は合併をしていって、ある程度の生産規模になることによって、生産リスクを縮める。

これはどういうことかというと、座長がいっていた、一次加工などを事業の中に組み込む

ことによって、安定した供給ができる製品を生み出すというようなことが必要なのかなと

いうようには感じています。

○門間座長 今のことに関して、例えばグローバルピッグファームでは，組織に入る条

件として法人経営であることを前提にしています。また，全部の財務データを出してもら

って，経営指導を行っています。すなわち，経営者としての意識をきちんともった農家を



仲間にして，指導しています。

また，私は将来、農業マネージャーという人材が日本農業にも出現すると考えています。

高齢化して農業ができなくなる農家，経営が不振な農家の経営を専門にマネージする農業

経営のプロです。こうしたマネージャーを育てる面でも農商工連携は大切であると思いま

す。商工と連携しながら新たな農業経営の展開を考える専門職としての農業マネージャー

が今後生まれていくことでしょう。

時間が超過しましたので，最後に、熊谷課長から資料の説明をお願いします。

○熊谷課長 資料７をお配りしておりますけれども、これは、これまで４回にわたりま

して、皆様からいただいたご意見を、今、まさに出ました経営力、あるいは販売力、商品

力、地域力という観点から並べて整理したものでございます。本日は議論できませんでし

たけれども、次回はこの整理をさらに肉付けしまして、きょう、ご報告いただいた内容も

含めて、報告書の骨子案を準備いたしますので、それについてのご議論をいただきたいと

思っております。

本日は大変長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。本日はこれで終了

させていただきます。――了――


