
【農業経営の特徴】
持続性ある農業経営を目指して
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自己紹介
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村上一幸（むらかみかずゆき）
株式会社ケミストリー 代表取締役

2006年04月 中小企業診断士登録
2015年06月 一般社団法人農業経営支援センター 理事 業務局長
2017年04月 非営利特定活動法人ランチェスター協会 理事
2018年12月 非営利特定活動法人日本プロ農業総合支援機構 J-PAO参与

資格：中小企業診断士、事業承継士、公認不正検査士(CFE)、事業再生士(CTP)、
英国事業継続協会AMBC、バランスカードプロフェッショナル、ランチェスター戦略インス
トラクター
1次産業に関わる資格：農業経営上級アドバイザー試験合格、水産業経営アドバイ
ザー試験合格、食の6次産業化プロデューサーレベル5、食品安全システム審査員
(JRCA)

経営コンサルタントとして、これまでに農業者及び組織・団体の経営戦略・計画策定や
経営改善・改革プランの策定、6次化計画の作成支援・実行支援を行い、さらに商品
企画から販路開拓、人材育成支援なども行ってきた。加えて現在は、6次産業化ファン
ドやアグリビジネス投資などの事前環境分析やポストインベストメントの実行支援も行っ
ている。「理論無くして実践無し、実践無くして理論無し」をモットーに活動している。
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農業経営・農産物販売のポイント
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 農業経営を理解する

農業は「人の口に入る生物を生産する事業」であり、天候、地域の風土などコント
ロールできないものが多い。

企業的経営を望む農業者が多くなってはいるが、生業・家業と言われる家族経営
体が圧倒的に多い。

 農産物販売のチャネルと流通価格構造を理解する

利用できる販売チャネルは多様化してきたが、自社の農産物、生産量、品質を考慮
して販売チャネルを決めていくことが重要である。

市場流通における段階ごとの価格構造を把握することは、取引金額が大きくなって
いる市場外流通を展開する上でも参考になるため重要である。



農業経営を理解する
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農業とアグリビジネス
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アグリビジネス

農業 農産物を栽培・飼養して対価を得
る事業

種苗、種畜、肥料、飼料、農業用資
材、農産物加工、流通・販売、観光な
どの農業を取り巻く事業までを含める

農業とアグリビジネスの違いは、

農業経営が、「人の口に入る生物を生産する事業を営むこと」で、

アグリビジネスは、「農業と関係性が高い他産業を含めた事業」のことである。



農業経営と一般的経営の違い

 一般的な経営との違い

 生物を生産する事業を営む

 天候、気候、温度、湿度、地域の風土など自身でコントロールできない要素が多
岐に渡り、加えて複合的に影響するなど、生産の安定化を妨げる要因が多い

 生産は、土地に依存することが多いが、地域差があり他地域の成功事例を取り
入れることは難しい

 作業も、手作業や技能に頼ることが多く、機械化や自動化が進んでいない
ただ近年は、科学の進歩により人工的にコントロールできることが多くなってき
た （品種改良での遺伝子組み換え、家畜の人工授精、野菜の養液栽培など）
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基本的には農業経営も経営であるため、事業目的・目標を達成するために、意思決定
を行い、事業を管理することは個人、法人に関わらず一般的な経営と同じである。

しかし、経営（事業）の対象となるものが生物であり、人の口に入るために生命産業と言
われ、独自な一面がある。



農業経営体の特徴
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組織経営体（企業的経営）を望む農業者が多くなってはいるが、生業・家業と言われる
家族経営体が大多数を占めている。

家族経営も、法人化も、経営目的を実現するための経営の手段であり、どのような目的
／目標をもって農業経営を営んでいくかが最も重要なことである。

平成17年 平成22年 平成27年

農業経営体 2,009 1,679 1,377

内法人経営 19 22 27

家族経営体 1,981 1.648 1,344

内法人経営 5 5 4

組織経営体 28 31 33

内法人経営 14 17 23

出典：2015 年農林業センサス

農業経営体のうち、家族経営
体数は 134 万4千経営体で、
5年前に比べて18.4% 減少し
た一方、組織経営体数は3万3
千経営体で6.4%増加した。

農業経営体とは、経営耕地面積30a又は農産物販売金額50万円相当以上の
規模の農業経営を行うもの若しくは農作業受託を行うものを指す。

単位：千経営体



家族経営のメリット、デメリット

 家族経営のメリット

 誰からも束縛されることもなく自由な意思決定で経営が行える

 家族で力を合わせて経営改善に努力するのでまとまりやすい

 雇用主と雇われ人という関係ではないので利害の不一致は起こりにくい

 家族経営のデメリット

 休みが少なく、家族に何らかの事故が起きた場合は代わりの補充がきかない

 少ない労働力、低い信用力、小さな資金調達力により、規模の拡大に一定の限
度がある

 赤字が発生した場合、すべての責任を自分たちで負わなければならない
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経営活動が主に家族労働力によって行われ、地域農業の担い手の中心。今
後も農業にとって家族経営の発展が重要であることに変わりはない。



まとめ
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 農業は生物を生産するうえに、天候など経営者自身でコントロールでき
ない要素が多い。そのために、他産業の成功事例をそのまま当てはめる
ことは難しく、しっかり農業を理解する必要がある。

 農業経営体の大多数は生業・家業と言われる家族経営である。そのた
めに、この家族経営の発展が今後の農業の発展には重要である。



農産物販売の概要
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販売チャネルの比較
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チャネル 価格 販売数量 納品期日 規格 求められるポイント

市場 相場価格 自由 自由 あり 相場変動に対応した出荷調整

業務用 契約価格 契約数量 契約期日 あり 栽培品質管理、計画生産

量販店
契約価格
買取方式

契約数量 契約期日 あり 取引数量変動対応、包装あり

食材宅配 契約価格 契約数量 契約期日 あり 希少性、安全性、こだわり

Web 決め価格 自由 決め期日 あり 希少性、安全性、こだわり

直売所 決め価格 自由 自由 なし
鮮度意識、販売状況を把握し
た出荷調整

利用できる販売チャネルは多様化してきたが、自社の農産物、生産量、品質
を考慮して販売チャネルを決めていくことが重要である。また、販売チャネル
は一つだけの場合より、複数を組み合わせることで販売リスクを回避できる。



卸売市場の流通とは
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生産者

海外

集荷業者
（地域卸売業者等）

出荷団体
（農協等）

卸売
事業者

商社

仲卸
事業者

売買
参加者

関連
事業者

買出人

消費者

卸売市場

卸売市場は、集荷・分荷、価格形成、代金決済等の機能を有するもので、昭
和50年代には卸売市場流通が支配的なシェアだったが、現在は、市場外取
引も多くなり、改革や市場統合、民営化の動きも一部では起こりつつある。



青果物の各流通段階の価格形成及び
小売価格に占める各流通経費等の割合（100kg当たり）
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最も一般的な市場流通における段階ごとの価格構造を把握することは、市
場外を含む販売チャネルを選択するときの重要な情報になる。

仲卸経費2,158円

10,000円

24,000円

生産者
受取価格

17,000円

小売業者
販売収入額

集出荷団体
販売収入額

仲卸業者
販売収入額

10,656円

15,640円

17,798円

23,638円

集出荷経費3,891円
卸売経費1,093円

小売経費5,838円

集出荷経費16.5%
卸売経費4.6%

仲卸売経費9.1%

小売経費
24.7%

生産者受取価格45.1%

出典：農林水産省「食品流通段階別価格形成調査・青果物経費調査（平成26年度）」より作成



卸売市場外の流通とは
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出荷者

(生産者)
(出荷団体)
(集荷業者)

海外

産地直送

卸売市場

商社

大口実需要者
加工業者
小売業者 消費者

通信販売、産直市

利用できる販売チャネルは多様化してきたが、自社の農産物、生産量、品質
を考慮して販売チャネルを決めていくことが重要。



市場流通・市場外流通の長所・短所
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長 所 短 所

市 場
流 通

①販売先の開拓や流通、決済の仕組
みを市場が準備してくれる。
②規格品の大量販売に向いている。
③売れ残りリスクや取引リスクが少な
い。

①最終需要先がわからないため、
顧客ニーズが把握しにくい。
②自分の商品アピールが難しい。
③価格決定権がないため、生産者
の採算に合う価格で売れる保証が
ない。

市 場 外
流 通

①消費者情報や販売情報が得やすい。
②商品アピールがしやすく、価格や取
引条件の交渉も可能。
③安定した取引になれば、価格や収
益が安定し、計画的な生産に専念で
きる。

①売れ残りリスクや取引リスクを自
ら負う必要がある。
②販売ルートの開拓が難しい
③取引条件の調整、契約実務が難
しい。
④生産に加え販売のための機能も
経営体内に有する必要がある。



卸売市場以外の販売チャネルとは
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生産者が市場を通さず独自の販売チャネルを構築して行くには、自社の状況
とチャネル特性をマッチさせ開拓して行くことが重要。

品質重視チャネル

生協・企業内生協

宅配会社

テレビ・ラジオ通販

大規模量販店

地域量販店

大規模販売チャネル
量が多い/回転率が良い

量が少ない/スポット 特別チャネル

新聞・牛乳販売店

直売所

ノベルティ提供会社

ネット販売会社

高級スーパー

百貨店

付加価値重視、PRチャネル

価
格
重
視

品
質
重
視



まとめ
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 市場流通が主流の時代から比べると、流通は多様化している。農業経
営者等が販売チャネルの多様化した時代において成果を出すためには
自社の農産物、生産量、品質を考慮して取引先を決めていくことが重要
である。

 販売チャネルの選定も単一ルートで全てを販売するよりは、自社に合う
チャネルの複合的な選択を行うことでリスクを回避できる。
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参考資料

 「2015 年農林業センサス結果の概要(確定値)」 農林水産省HP

 「食材の流通と変化」 農林水産省HP

 「食品流通段階別価格形成調査・青果物経費調査（平成26年度） 」
農林水産省HP



• 本画面に記載されている情報の著作権は、農林水産省に帰属します。

• 当画面における無断複製、転載、転送、販売、出版、配布等は社内用、
社外用を問わずいかなる場合においても禁止されており、著作権法等の
罰則対象となります。

• 当画面情報は信頼できる情報や各種データに基づいて作成しております
が、その正確性について担当講師ならびに農林水産省が保証するもの
ではありません。

• 担当講師ならびに農林水産省は本情報に基づいて被ったいかなる損
失・損害等についても一切の責任を負いません。

当講義映像、及び資料に関するご注意

20


	【農業経営の特徴】持続性ある農業経営を目指して
	自己紹介
	本講義のねらい
	農業経営・農産物販売のポイント
	農業経営を理解する
	農業とアグリビジネス
	農業経営と一般的経営の違い
	農業経営体の特徴
	家族経営のメリット、デメリット
	まとめ
	農産物販売の概要
	販売チャネルの比較
	卸売市場の流通とは
	青果物の各流通段階の価格形成及び�小売価格に占める各流通経費等の割合（100kg当たり）
	卸売市場外の流通とは
	市場流通・市場外流通の長所・短所
	卸売市場以外の販売チャネルとは
	まとめ
	スライド番号 19
	スライド番号 20

