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はじめに 

 

本県では、県内に食品加工企業等が多く立地している条件を活かし、一定エリ

アに露地野菜産地及び食品加工企業等が集積する「野菜クラスター」の育成を推

進しております。 

本稿は、これから栃木県内で加工・業務用野菜の産地育成に取り組もうとする

産地指導者の方を対象に、モデル事例の分析を通じて、本県で取り組む優位性を

とりまとめたものです。 

モデル事例におけるマッチングしたポイント、今後拡大していくうえで必要

な点、産地・食品企業双方のメリット（＝野菜クラスターの優位性）を整理して

いますので、今後取り組むうえで、自らの産地に当てはめて考えて頂くことはも

とより、モデル事例に参画するという事なども念頭に入れながら、参考にしてい

ただければと思います。 

本稿が野菜クラスター育成の指針となり、今後「園芸大国とちぎづくり」へ向

けて、各地で取組みが進むよう活用いただければ幸いです。 
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１ 野菜クラスター育成にあたって                        

（１）野菜クラスターとは？                    

栃木県では、県内に食品加工企業等が多く立地している条件を活かし、一定エ

リアに露地野菜産地及び食品加工企業等が集積する「野菜クラスター」の育成を

推進しております。「野菜クラスター」とは、野菜を必要とする企業と野菜産地

が一定の地域内に集積し、その地域内での商流を活性化させ相互にメリットの

ある取引の実現を目指す取組みの事を指します。 

 

 

  

産地 

食品加工企業 

中間事業者 

【栃木県】 

※イメージ 
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（２）取組みの背景 

◼ 水田農業を取り巻く環境の変化 

栃木県は耕地面積に占める水田の割合が 78％と関東１都 6 県では群を抜いて

水田の割合が高い県です。水田農業を取り巻く環境は、米の消費量減少や米の直

接支払交付金廃止など年々厳しくなっているため、政策に左右されない、水田を

活用した所得確保策が喫緊の課題となっています。 

ほ場整備が進み水利に富んでいる本県水田の特長を活かし、排水性を十分に

確保したうえで、従来の米麦大豆に加え、所得確保策として、野菜へ転換してい

くポテンシャルは十分に有していると言えます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近県の耕地面積及び水田率（H30） 

県名 耕地面積（ha） 水田率（％） 

栃木県 123,220 78.2 

茨城県 166,000 58.4 

群馬県 68,400 38.2 

埼玉県 74,800 55.3 

全国 4,420,000 54.4 

 

 

 

主食用米の需要量の推移 

近県で比較すると、 

高い水田率！ 

※資料：農林水産省統計より作成 

出典：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」 

700
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需要量

（万トン）

全国ベースで毎年10万トン程度需要量が減少するといわれている
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◼ 野菜の加工・業務用需要の伸長 

園芸作物の需要に目を向けると、世帯構成の変化、生活スタイルの変化・多様

化等による「食の外部化率」の増加に伴って、加工・業務用需要の割合が高くな

っており、野菜の需要の約 57％（平成 27（2016）年度：農林水産政策研究所調

べ）は加工・業務用と言われております。加工・業務用として野菜を使用する企

業は家計消費用（市場出荷）と比べて、欠品に対する考え方が厳しく、これまで

は決まった産地による出荷リレーを組み、期間を決めて固定価格で安定的に調

達するケースが多くみられましたが、近年は異常気象による野菜の高騰が常態

化してきており、複数産地を持っておきたい、特に関東近郊に産地を持っておき

たいと考える食品企業が増えてきています。 

県内には食品企業が多く立地しており、“近くに産地がある”ことが食品企業

側にとってもメリットとなる可能性が出てきていることから、加工・業務用野菜

への需要面を考えても、園芸作物への転換の機会と言えます。また、工場の近く

に産地があるということは、物流面を考えても優位に働く可能性があります。 

 

県産露地野菜に対する県内食品企業等のニーズ 

 

 

 

 

 

希望する

39.0%

品目・時期

により検討

する

7.3%

希望しない

29.3%

無回答

24.4%

県内露地野菜産地とのマッチング (n= 41)

回答数 比率
希望する 16 39.0%
品目・時期により検討する 3 7.3%
希望しない 12 29.3%
無回答 10 24.4%

合計 41 100.0%
ｎ 41

出典：H29 栃木県生産振興課「県内食品関連業者アンケート調査」 

栃木県産野菜の取扱い増加希望があった企業 

埼玉県内、東京都内

の中間事業者各１社

もニーズあり 
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２ モデル事例に見る野菜クラスター育成の優位性          

平成 29年度マッチング商談会において、マッチングし、取引を開始した３モ

デルを事例に、産地側、食品企業側、それぞれの視点からマッチング理由、野菜

クラスターの優位性、取引上のメリット等をヒアリングしました。 

ここでは、３モデルをクラスターの範囲で分類し、それぞれ野菜クラスター育

成の優位性（赤字：産地、青字：食品企業のメリットとして強調）について見て

いきます。なお、本稿では食品企業を起点に、モデルを整理しています。 

 

モデル名 モデルの特徴 品目 

（１）中間事業者1モデル 

（隣県程度） 

クラスターの範囲が最も大きくなる（約 40～

70 ㎞）ことから、物流費等を賄うため相応

のロットが必要となる。中間事業者は複数の

売り先を抱えており、面的な拡大に向けて

は、中間事業者の得意とする品目について、

長期間安定供給（理想は周年供給）で

拡大が期待されるモデルである。 

長ねぎ 

（２）食品企業モデル 

（同一県内程度： 

県央～県南） 

クラスターの範囲は中程度（約 25 ㎞）で、

同一県内であるが一定程度距離もあるた

め、相応のロットが必要となる。食品企業が

使用する品目について、複数品目の取引に

より、面的な拡大が期待されるモデルである。 

玉ねぎ 

（３）食品企業モデル 

（同一市内程度） 

クラスターの範囲は最も小さく（約９㎞）、

同一市内であることから、（２）より小ロット

でも成立可能なモデルである。食品企業が

使用する品目について、複数品目の取引に

より、面的な拡大が期待されるモデルである。 

長ねぎ 

 

 
1 産地と食品事業者や外食事業者をつなぎ、産地から購入した農産物を食品製造業者等のニーズに合わ

せて安定的に供給する（場合によっては、選別・調製・加工等も行う。）ことに加え、加工・業務用需要

に対応できる産地を育成・指導する機能を有する者や部門を指す。中間事業者には、卸売市場の荷受・仲

卸業者（市場系）のほか、青果商や商社、カット野菜事業者等の卸売市場に属さない事業者（非市場系）

も存在する。また、農協組織についても、上記機能を有する場合、中間事業者になり得ることとなる。 
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（１） 中間事業者モデル （隣県程度） 

項目 概要 

生産者 A 市（県南）で、水稲、ねぎを中心に栽培する農地所有適格法人 

食品企業 B 市（埼玉県北東部）に本社がある「ねぎ」に強い青果卸業者 

品目 長ねぎ 

取引内容 M~２L サイズミックス等、100 ㎏／回、週２～３回の取引 

段ボールバラ詰め、根切り、泥落とし、物流は食品企業手配、 

置き場渡し価格：市場価格の６～７割程度 

納品エリア マッチング時点での納品先は複数社あり、 

埼玉県北西部のラーメンチェーン（L アップ）や茨城県中央部・栃木県南部のコンビニ

ベンダー（M~2L）など 

 

① マッチングのポイント 

✓ 食品企業が求める条件に対応できたこと。 

✓ 相応の取引規模で、サイズミックス可、出荷調製の手間が軽減できる（作業量２

割減）ことにより、単価面でも問題なかったこと。 

✓ 物流が手配でき、かつ物流会社がスムーズに集荷できる場所であったこと。 

✓ 商談後の対応が早かったこと。（初めての商談から２週間以内に次の商談を実

施） 

➢ 連絡は１週間以内がベター 

 

（産地） 

 マッチング理由としては、ある程度のロットの取引が期待できること、

通常直売所やインショップなどに販売しているのに比べると出荷調製

（主に袋詰め）の手間がかからないこと（作業量２割減）、物流が引き取

りであること、サイズミックスであること、商談会終了後の営業アプロ

ーチが早かったことが挙げられる。 

 

（食品企業） 

 マッチング理由としては、葉っぱ無や葉っぱ有など食品企業が歩留まり

を高めるために条件を出す規格に対し対応ができたこと、物流会社がス

ムーズに集荷が出来る場所・環境であったこと、商談後の産地側の対応

が早かったことが理由である。 
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② 野菜クラスターの優位性（産地・食品企業のメリット） 

✓ 直接納品先に持ち込めれば、他産地と比較して農家手取りは増える可能性がある。 

✓ 距離が近いことにより発注量の増減やクレーム等への対応が他産地よりも優位になる。 

 

（産地） 

 通常出荷している直売向けは、葉と根を切ってエアーで飛ばし、さらに

目視で検品をしている。加工・業務向けでは調製作業が省力化できるた

め、その分面積を拡大し、多く出荷できれば現在の単価でも合う。 

 加工・業務用のメリットは、単価が安定しているため、収入が目に見え

ること（経営の土台）、作業の手間が軽減されることが大きい。機械化し

ているため、ねぎ２haでも農作業は３人で回し、出荷調整作業のパート

を 4人雇用している。また、夏ねぎは泥が落ちにくく拭いていた作業が

なくなること、曲がりや S以上など、サイズミックスで出荷が可能なこ

とがメリットである。 

 

（食品企業） 

 食品企業との距離が近く、直接持込が可能な納品先があれば、農家手取

りが増える可能性がある。 

 距離が近いことにより、遠方産地と比較して、リードタイムが短くなる

ことから、発注量の増減やクレーム等への対応が容易になる。 

➢ 月・水発送で、水・金着の中１日要する遠方産地と比べると、同じ

月・水発送で、火・木着と翌日には着くことが有利に働く。 

 他産地と比較すると、栃木県の生産者は出荷期間が長いことが取引上有

利である。（埼玉県の白ねぎの出荷時期は 12～4月） 

 

   
 

 

 

 

 

 

直売向け出荷規格 加工向け出荷規格 
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取引先別比較表（A市農地所有適格法人ヒアリング） 

項目 中間事業者 直売 業務（地元飲食店） 

出荷規格 

・M～２Lサイズミックス 

・段ボールバラ詰め 

・市場には出荷出来な

い葉っぱ一枚、曲がり

も出荷可能 

・袋詰め、サイズ別に

値付け 

・Sサイズ 

・コンテナバラ詰め 

（直売向けの作業量を

100 としたとき） 

80 

100 （直売向けの作業量を

100 としたとき） 

90 

販売単価 

（直売向けの単価を

100 としたとき） 

60～70 

100 （直売向けの単価を 100

としたとき） 

一般的には 60程度 

ロット 

100～200㎏／回、 

週３回 

店・日により異なる 

20 ㎏／店×3～4 店

舗×週 4回程度 

80～100㎏／回 

物流 
中間事業者手配 自社配送 自社配送 

0h 1～3h 1h 

販売比率 

（2018.6時点） 
60 30 10 
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③ 取引継続・拡大に向けたポイント 

✓ 取引継続に向けては、一定品質のものを安定供給することが必要。 

✓ 取引拡大に向けては、取引先によっては予冷庫で出荷調整機能を備えることが必要。 

✓ 取引拡大に向けては、1 回あたり 1 トン程度、４トントラックが入れる場所で、ロット、冷

蔵設備、集荷場所、24 時間集荷可能かなどがポイントとなる。 

 

（産地） 

【拡大に向けて】 

 長ねぎは８haまで拡大予定、自身に加え、職員１名、パート７～８名の

体制を考えており、１取引先あたり 100 万円／月の利益（250 ㎏／日×

20日＝月５トン）が出る取引規模が一つの目安であり、２取引先と取引

したいと考えている。一法人では品目を絞って拡大していく事が重要で

ある。 

【課題】 

 冷蔵庫が無い場合、冬は収穫後 1週間持つが、夏は雨が続くと３日で腐

ってしまう。安定出荷やロスを減らす上でもフォークが入る冷蔵庫が必

要である。 

 物流が委託のため通いコンテナの回収が困難であり、段ボール出荷とな

っている。そのため経費削減につながっていない。 

➢ 一定量の取引を行い、中間事業者と協議の上、通いコンテナ（ワン

ウェイ）の導入による資材費削減を行うことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予冷庫（３０パレット（250㎏/パレット）、０℃～２℃） 農地所有適格法人所有、冷蔵設備 
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（食品企業） 

【拡大に向けて】 

 安定供給を考えると冷蔵庫は必要である。中国産の長ねぎは 1か月棚持

ちするが、それはしっかりと冷やし込みを行い、仮死状態にしているか

らである。 

 物流の効率を考えると、1 回あたり 1 トンは集荷したい。物流へき地で

ある四国などは複数農家がまとまり、混載で、複数品目で便を仕立てて

いる。一か所集荷拠点となるところがあると産地としての取引の広がり

が出る。 

 

【課題】 

 物流面では H29マッチング商談会で継続商談していた生産者で、トラッ

クが入らず取引に至らなかった事例がある。取引拡大に向けては、４ト

ントラックが入れる場所で、ロット、冷蔵設備、集荷場所、24時間集荷

可能かなどがポイントとなってくる。 

 

◼ 「中間事業者との取引」ならではのメリット・留意点 

✓ 100％直接取引とするとリスクが大きくなるため、自らの経営に合わせて上手く中間事業

者などの調整機能を入れることも検討すべきである。 

 

（出荷量の調整） 

【メリット】 

 中間事業者は複数の販売先を有しており、想定以上の出荷ができそうな

ときに販売を頼ることが出来る。 

➢ B市の中間事業者の場合、販売先を 40件有しており、農業者 1人で

は対応できない売り先を有している。 

 営業する手間が省け、生産に集中できる。 

 逆に想定よりも出荷ができないときに、中間事業者は複数の産地を抱え

ているため、調整してもらうことが出来る。 

 直接取引の場合、一度契約数量を減らすと元の数量に戻しづらいが、間

に中間事業者が入り、調整を行う事で、出せる時に数量を戻すことが可

能になる。 

 

（物流コスト） 

 【メリット】 

 一軒の農家で物流を仕立てて出せる場所、量に限りがある場合、中間事

業者は全体の取扱数量が多いため、立地によっては小ロットでも物流車
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を走らせることが可能であるし、物流単価を抑えることも可能である。 

 

（クレーム対応） 

 【メリット】 

 複数の取引先と取引を行っている中間事業者が間に入ることで、泥付き

で返品などと言われた場合でも何らかの形で販売をしてもらえる可能

性がある。 

 【留意点と対応策】 

 距離が近い食品企業との直接取引と比較すると、クレームのレスポンス

が遅く、写真のやり取りのみになるため、相手がどこまで求めているの

かが分からない場合がある。 

➢ 中間事業者への販売は、ある程度中間事業者に任せているという認

識が必要で、信頼関係が重要です。上記メリットのように直接取引

では返品になる場合でも中間事業者にコントロールしてもらえる場

合もありますし、中間事業者と密に連絡を取り、率直に疑問点をぶ

つけるなどして、信頼関係を築いていく事が重要です。 

 

（販売単価） 

 【メリット】 

 基本的には単価固定である。 

 【留意点と対応策】 

 市場と比較して、額面上の売上金額は低くなりがちである。 

➢ 額面上の売上高だけではなく、「大規模化による所得安定」、「商談時

点である程度の売上が見える」、「大ロットを販売できる」、「出荷手

数料を削減できる」などメリットを踏まえた上で、収益性を確保し

ていきましょう。 
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（２） 食品企業モデル （同一県内：県央～県南） 

項目 概要 

生産者 C 市（県央）の農業団体 

食品企業 D 市（県南）に本社があるカット野菜製造業者 

品目 玉ねぎ 

取引内容 M~2L サイズミックス（３L も可） 

食品企業側が物流、450 ㎏鉄コン手配（※但し、ケースバイケース） 

乾燥、置き場渡し価格：（参考）50 円／㎏ 

納品エリア D 市（県南） 

 

① マッチングのポイント 

✓ 県産玉ねぎへの需要が存在したこと（栃木県産とうたった商品の展開）。 

✓ 量（週間 10 トン、期間 100 トン）、規格（M~2L ミックス）の条件が合致したこ

と。 

 

（産地） 

 県内産の玉ねぎを求めていた企業３社と商談したが、マッチングした企

業は県内企業なので現地に行きやすい、商談がしやすいという事があっ

た。 

➢ 出荷前にサンプル持ち込み目合わせ、ほ場での現地確認なども実施

した。 

 M～２Lサイズミックス（３Lも可）、食品企業による鉄コン（450kg）の

手配なども魅力的であった。 

 

（食品企業） 

 農家手取りから逆算して価格を提示した（25万円／10a（５トン／10a×

50円／㎏）を基準）。 

 産地のものを使用するという考えの下、最終的に栃木県産をうたったカ

ット野菜で使用するため、規格は M～２Lの幅ですり合わせを行った。 
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② 野菜クラスターの優位性（産地・食品企業のメリット） 

✓ サイズミックス出荷により出荷調整の手間が１/３程度削減、市場手数料も圧縮さ

れる点で優位である。 

✓ 食品企業にとっては、基本的には工場着値での取引のため、産地との距離が近く、

相応の取引量になれば物流費が圧縮される点で優位である。 

✓ 産地と食品企業が近いことで、何かあればすぐに顔を合わせて商談ができること、また

緊急時の商品調達なども可能となる点で優位である。 

 

（産地） 

 県外企業が電話やメール中心の対応になるのに対し、県内企業はすぐに

顔を合わせて取引ができるため、スピード感が違う。 

 取引先の選定については慎重に進めており、信用調査を行い、債権回収

の問題など対応しやすく、目の届く範囲という事もあり、県内での取引

はその辺りもメリットである。 

 市場出荷が 10㎏段ボールや 20㎏ネットに手詰めで出荷作業を行うのに

対し、鉄コンによる出荷が可能な加工業務用出荷は、選果機利用料や出

荷調整の手間を削減できるほか、市場手数料も圧縮されるというメリッ

トがある。 

 出荷調整に係る手間は、市場出荷も加工業務用出荷も乾燥までの工程は

一緒であるが、その後市場は２L,L,M,S,2Sの規格に分け、一つ一つ手作

業で袋詰めするのに対し、今回の取引では鉄コンに２L,L,M ミックスで

入れることが出来るため、感覚的には１/３程度の手間が削減できるの

ではないか。 

  

（食品企業） 

 商品は着値のため、玉ねぎの産地である佐賀県とは物流費で 25 円／㎏

ほどの差が出ている。物流面では圧倒的に近い栃木県産が有利である。

佐賀県はその差を埋めるために、反収を上げる努力をしている。 

 地元産は緊急時のリスクヘッジと運送コストの面のほか、取引先への地

元食材の提案などでメリットがある。栃木県産を持っておくと取引先へ

の提案の幅が広がる。 

 

 

 

 

 

 

 

鉄コン（450kg）による出荷 20㎏ネット詰め 10㎏段ボール詰め 
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③ 取引継続・拡大に向けたポイント 

✓ 取引継続に向けては加工・業務用としてしっかりと商品を確保し、安定供給するこ

と。 

➢ 播種前説明会の実施 

➢ 10 トントラック満載で動かせる規模の一回鉄コン 20 基の出荷計画を組めるこ

と 

✓ 取引拡大に向けては、食品企業が使用する他品目への展開を行うこと。 

 

（産地） 

 【拡大に向けて】 

 鉄コンは１日ごとにリース費用が掛かるため、10トントラック満載で動

かせる規模の 20 基満載できる取引先と出荷計画を組むことが必須とな

る。 

 今後は播種前の説明会なども検討していく必要はあると同時に、毎年量

は増やしていく必要がある。同時に業務向けの品種選定やニラ、なす、

ゴーヤなど他品目への展開により取引量を増やしていく。 

 資材費については、50 トンを 40 日間で出荷すると想定して試算すると

以下の通りとなる。下記の通り、ある程度の取引量が実現すれば、出荷

調整に係る手間のほか、資材費も低減できる。 

 

（50 トンで 40 日間出荷すると仮定） 

⚫ 鉄コン：20 基×２回転×40 日レンタル×40 円／日＝64,000 円 

⚫ 20 ㎏ネット：単価×50 トン換算＝181,750 円 

⚫ 10 ㎏ DB：単価×50 トン換算＝389,500 円 

 

 【課題】 

 食品企業側の条件も悪くなかったが、４月下旬の部会で手上げ方式で募

ったところ、新規生産者が思うように集まらず、当初商談していた数量

より大幅に少ない出荷となった。今年は食品企業の条件の方が市場より

も良いくらいであったが、初回なので様子見が原因として考えられる。 

➢ 短期間で一気に出荷することが出来るため、面積拡大意向のある生

産者や一度鉄コン出荷を経験した生産者は継続して取り組んでおり、

まずは取り組んでもらうことが重要である。 

 今回は 6.5トンの出荷に終わり、物流車は一台単位での契約となるため、

物流コストは割高となった。 

➢ 最低でも 10トン車一台仕立てられる物量は必要である。 
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（食品企業） 

 当初商談していた数量より大幅に少ない出荷となった。今回は数が出て

こなかったのが全てである。産地も市場向けの中から加工用に回してい

るようで、まだまだ加工・業務用が農家へ浸透していないように感じる。

今後の取引にあたっては、しっかりと契約出荷量を調整しないと、お客

さんに迷惑がかかる。不足分は食品企業側で手当てしなければならない

ため、その辺りのリスクも理解して頂きたい。他産地では目揃え会に参

加するところもある。 

 物流については鉄コンを貸し出したが、ロットによりケースバイケース

で対応する。 

 基本的には「買ってあげる」ではなく、「一緒に取り組みましょう」とい

うスタンスである。生産者のメリットとしては、多く出来た時や品質が

悪化したとき市場には出せなくても加工用に回せる場合もある。日頃か

ら相互にコミュニケーションを取っておくことは重要である。 

 近さを活かす取組みとして、将来的には食品企業からの要望により産地

に作付けをしてもらう関係になると理想的である。 
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（３） 食品企業モデル （同一市内） 

項目 概要 

生産者 E 市（県南）の農業団体 

食品企業 E 市（県南）に工場があるコンビニエンスストアベンダー 

品目 長ねぎ 

取引内容 10kg コンテナバラ出荷、サイズミックス、予冷車で納品 

納品エリア E 市（県南） 

 

① マッチングのポイント 

✓ 県産食材への需要が存在したこと。 

✓ 10kg コンテナバラ出荷、サイズミックス、予冷車で納品という条件が合致したこと。 

 

（産地） 

 今回の取引では、10kgコンテナバラ出荷、サイズミックス、予冷車で納

品が条件であった。直接取引を増やしていく方針で、２トンの予冷車を

保有していた。 

 食品企業の社長が E市の出身で、県産食材を使いたいというニーズもあ

り、マッチングしたと思われる。 

 

（食品企業） 

 品質、価格とも優位であった。 

 長ねぎは中間流通を省いた価格で、市場価格を割らないよう半月ごとに

農業団体と値段を決めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予冷車 
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② 野菜クラスターの優位性（産地・食品企業のメリット） 

✓ 産地と食品企業が近いことにより、短時間で納品が可能であり、鮮度が確保できる

点が優位である。 

✓ 産地と食品企業が近いことにより、現地視察など商談がスムーズに行え、食品企業

との意思疎通がしやすい点が優位である。 

✓ 市場出荷品と比較して、価格は 7～8 割も、出荷選別の手間５割程度減、手数

料１割程度減できる点が優位である。 

✓ 地元食材のニーズが大きく、地元食材を使った商品開発が出来る点が優位である。 

 

（産地） 

 納品先までの距離が５㎞と近く、積み下ろしに時間はかかるものの 40～

50分くらいで納品まで行って帰って来ることが出来る。 

 現地視察など含め、商談がスムーズに行えるし、定期的に顔を合わせて

の打合せや工場の開発担当者の現地確認なども行って頂き、安心して頂

ける。 

 頻繁に商談が出来るため、食品企業とはねぎをきっかけに、いちご、ト

マト、きゅうりで取引を行うことが出来た。ねぎについては、昨年初め

て作付けした生産者で 50ａ程度、来年は 70ａまで増やす見込み、他の

生産者も併せて 1.6ha程度に増える見込みである。 

 直接取引のため、市場出荷品と比較して、手数料も１割程度削減でき、

その分生産者手取りも増える。また、値決めすることにより、生産者に

とって事前に収入が分かるというメリットもある。 

 取引価格は市場の７～８割程度であるが、出荷選別が M～２L,AB曲がり

込みという規格であり、市場出荷品を作るのに比べると労働時間を５割

程度減らすことが出来る。 

（食品企業） 

 コンビニで今年商品化した「栃木県産○○のサラダ」は地元食材という

事で例年の 1.2～1.3倍程度は売れている。 

 近いことにより、ほ場を見に行けるし、生産者と会って規格や商品への

想いを伝えることが出来る。これが九州などの遠方産地になると、年に

一回くらいしか行くことが出来ない。 

 近いことにより他産地と比較して小ロットの場合の物流コストが安く

なり、少量の取引も可能となる。 

 

 

 

  

今回取引した規格と同規格の長ねぎ 

 

 

 

 

市場出荷規格の長ねぎ 
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③ 取引継続・拡大に向けたポイント 

✓ 取引継続に向けては、食品企業が求める数量を安定供給すること。 

✓ 取引拡大に向けては、食品企業が使用する商品で鮮度を生かした商品など安定供

給すること。 

 

（産地） 

 【拡大に向けて】 

 元々食品企業のねぎの使用量は少なく、E 工場で使う量の半分程度であ

ったが、今後の取引継続に向けては安定供給するという事が重要になる。 

 食品企業側は、少量しか使用しない品目は一社で賄いたいという考えが

あり、周年供給が必要となる。 

 拡大した場合、毎日納品の必要があるため、誰が運ぶかの体制作りとサ

イズ指定がある品目については欠品リスクを考える必要がある。欠品リ

スクも考えると、食品企業側の使用量が多い品目で、当該団体ではあま

り市場出荷に取り組んでいない新たな品目の方が荷を集めやすく、拡大

はしやすい。 

 食品企業への納品時間が午前中のみと制約があるが、長ねぎ以外にも品

目を増やし、物流コストの低減化を図りたい。 

 

 【課題】 

 直接納品しているものの、通いコンテナを使用している企業が多数あり、

翌々日回収となってしまうため、紛失のリスクがあり、現状は通いコン

テナによる資材費削減には取り組めていない。取引量が少ないため、団

体にあるコンテナを有効活用できるが、その場合段ボールと比較して 10

円／㎏程度の資材費削減効果が出る。 

➢ 一定量の取引を行い、食品企業と協議の上、通いコンテナの導入に

よる資材費削減を行うことが必要となる。 

 

（食品企業） 

 ねぎをきっかけに取引を始めたが、栃木県はいちごの大産地という事も

あり、いちごの取引も行った。 

 通常、いちごは現在違う JAの商品を仕入れているが、物流上、一旦東京

の中間事業者に送って E工場に納品されている。今回は直接納品が可能

な距離という事もあり、品質は良かった。 

 いちごもねぎも同様であるが、今後企業が求める数量に対応できるかが

ポイントとなる。 

 物流については、今後当該農業団体がハブになって行けばという期待は

持っている。 

 使用量は、玉ねぎであれば 700～800㎏／日、ねぎであれば 50㎏～60㎏
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／日である。いちごは Mサイズ指定、トマトも Mサイズ指定で使用して

いる。今後サイズ指定での納品や量の確保ができれば拡大の余地はある。 

 コンビニが取引先のため、納入には食材の品温を 10℃以下に落とす必要

がある。当該農業団体には真空予冷庫があるため、使用する食材のうち

鮮度が求められる商材（レタス、大根、にんじん、じゃがいも、キャベ

ツ、白菜）については拡大の余地がある。 

 旬の食材や JA単位、農家単位など、スポットでの取引も可能性がある。

量が増えれば他の３工場への物流なども出てくる。 

 現在は市場相場に連動し見直しているが、取引量が増えた場合、値決め

の問題が出てくる。 

 工場の近くの産地の商品を使っていきたいという考えはある。 
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（４） まとめ 

以上、３つのモデル事例から、野菜クラスターの優位性を以下に整理します。 

✓ 地元食材のニーズへの対応 

✓ お互いの意思疎通がしやすく、取引が円滑に進む 

✓ 直接取引により、資材費、手数料等の削減につながる 

✓ 相応の取引量になれば物流費が圧縮される 

 

（産地） 

 産地と食品企業が近いことにより、短時間で納品が可能であり、少量の取

引からでも取組みを開始できる点が優位である。 

 産地と食品企業が近いことにより、現地視察など商談がスムーズに行え、

食品企業との意思疎通がしやすい点、頻繁に商談が出来るため、取引品目

が広がった点が優位である。 

 ある程度のロットの取引が期待できること、通常直売所やインショップ

などに販売しているのに比べると出荷調製（主に袋詰め）の手間がかから

ないこと（作業量２割減）、物流が引き取りであること、サイズミックス

であることなどの点がメリットである。（A市の農地所有適格法人） 

 サイズミックス出荷により出荷調整の手間が３割程度削減、市場手数料

も圧縮される点が優位である。（C市の農業団体） 

 市場出荷品と比較して、価格は 7～8 割も、出荷選別の手間５割程度減、

手数料１割程度減できる点が優位である。また、値決めすることにより、

生産者にとって事前に収入が分かるメリットもある。（E市の農業団体） 

 

（食品企業） 

 地元食材のニーズに対応でき、地元食材を使った商品開発ができる点が

優位である。 

 近いことにより、ほ場を見に行けるし、生産者と会って規格や商品への想

いを伝えることが出来る点が優位である。 

 食品企業にとっては、基本的には工場着値での取引のため、産地との距離

が近く、相応の取引量になれば物流費が圧縮される点で優位である。 

 近いことにより、鮮度の良い品物を調達できる点で優位である。 

 距離が近いことにより、発注量の増減やクレーム等への対応が他産地より

も優位である。 
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３ 野菜クラスター育成（産地拡大）に向けて                        

本稿で見てきた３つのモデル事例は、現段階では産地と食品企業の点と点の

取組みとなっています。 

ここでは、野菜クラスターの優位性を生かし、食品企業に栃木県産野菜の使用

量を増やしていただき、産地拡大につながることを目指し、タイプ別に野菜クラ

スターを形成していく過程で、必要な取組みを記載します。 

 

◼ 野菜クラスターの優位性 

野菜クラスターの優位性は、これまで見てきた通り、直接的なメリットとして

は、「直接取引により資材費、手数料等の削減につながる」、「相応の取引量にな

れば物流費が圧縮される」、「取引する食品企業によっては出荷規格の簡素化が

実現し、労働時間の低減につながる」、間接的なメリットとしては、「お互いの意

思疎通がしやすく取引が円滑に進む」と言ったことが考えられます。 

 

◼ どんな人に向いている？ 

価格は一定で、額面上は市場の方が有利な場合が多いものの、出荷調整の手間

３割減、出荷資材費３割減2と言ったメリットを生かし、面積拡大を考える方に、

経営の土台として安定した所得を確保したい方に、向いていると考えます。他地

域の事例では、集落営農組織に向けて年間の労働力平準化を目的として加工業

務用野菜を導入している事例もあります。 

 

◼ 野菜クラスター育成に向けてのポイント（視点） 

今後の産地拡大に向けては、額面上の売上高だけではなく、「商談時点である

程度の売上が見える」、「大ロットを販売できる」、「出荷手数料を削減できる」な

どのメリットを享受するため、大規模化によりスケールメリットを発揮してい

く事が重要です。大規模化の指標としては、機械装備や労働力等の課題もありま

すが、取引先への発言力が出てくる 5 ㏊3、その次の段階として県の産地づくり

モデル地域育成事業で指標としている 10㏊を目安にしていただければと思いま

す。規模拡大の過程で、市場出荷等と比較して、選別・包装荷造りに係る時間削

減、出荷に係る資材費削減が有効に働くものと思われますので、原価計算を行っ

たうえで、再生産可能な価格で拡大をしていく事が重要です。 

 

 

 

 

 
2 モデル産地ヒアリングより 
3 「栃木県 土地利用型園芸指導力強化事業に係る専門家派遣等業務」における専門家のコメントより 
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（１） 大規模経営体・農業法人タイプ 

大規模経営体や農業法人を中心に野菜クラスターを形成していく過程で、必

要な取組みを整理します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート（一法人など） 

 冷蔵保管施設、集出荷施設などハード面の整備 

食品企業の需要を基に生産量拡大 

行
政
等
の
支
援 

生産量拡大に伴い取引先拡大 

野菜クラスター形成 

 機械投資など生産面での組合員等への支援 

➢ 育苗、機械レンタル（播種機、収穫機など） 

 中間事業者等の活用 

 周辺農業法人など大規模生産者の参画 

 担当者の配置（食品企業との窓口） 

 食品企業工場訪問など交流の実施 
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 担当者の配置（食品企業との窓口） 

 食品企業からの要望やクレーム等に速やかに対応し、良好な関係を築くため、

また密なコミュニケーションにより取引拡大を図るため、窓口となる担当者

を配置しましょう。 

   担当者の役割が重要 

加工・業務用取引の推進に当たっては、法人やＪＡの部会組織を問わず、顧客等と交渉する

ための一元的な営業窓口が必要になります。対顧客の交渉・調整はもとより、生産者への指導や

生産者からの生育情報の吸い上げ、顧客への反映等様々な業務が発生します。また、販路開

拓にかかわる営業から、播種前からの年間交渉、季節の値決めや数量の確定、毎週の出荷調

整、クレーム対応、代金精算までの業務を行う必要があり、専任スタッフを置くことが重要です。 

 

 食品企業工場訪問など交流の実施 

 食品企業の要望に対応するため、またクレーム等を未然に防ぐため、自身の

生産した野菜が食品企業でどのように使用されるか、食品企業の工場を訪問

したり、食品企業側にも産地の状況を理解してもらうため、ほ場に来ていた

だいたりするなど、交流をし、関係性を深めましょう。 

 

 冷蔵保管施設、集出荷施設などハード面の整備 

 安定供給の実現のため、商品の品質を保ち貯蔵できる施設の整備を検討しま

しょう。 

 取引量を拡大するため、周辺生産者も持ち込める集出荷施設などの整備を検

討しましょう。 

 

 機械投資など生産面での組合員等への支援 

 新規生産者の受け入れ等により、取引量を拡大し、産地として拡大するため、

育苗や播種機、収穫機など初期投資がかかる部分の支援を検討しましょう。 

 

   G生産組合の支援体制 

 組合のメンバー11 人中、5 人は新規就農である。技術を隠すことはしないので、使っている肥

料や農薬、種など、組合に入れば技術指導は可能である。 

 向き不向きがあるため、最初から初期投資を大きくするのはおすすめしない。育苗した苗を分け

ることも可能であるし、機械も貸すことはできる。ハウスを持っていなかったり、育苗が上手くできな

い組合員には、定植する前まで育てた苗を販売している。実際に自分で全てやろうとすると、種

苗代、培土、チェーンポット代だけで相当のコストはかかる。 
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 中間事業者等の活用 

 取引量の拡大、取引先のリスク回避のため、取引先を多数有する中間事業者

との取引も検討しましょう。 

 

★中間事業者活用のメリット 

・産地と実需者の需給調整（契約数量に対する過不足の調整） 

・代金回収・代金決済 

・実需者情報の提供・マッチング支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中間事業者は多様な販路を持っていますので、豊作時は“生産者Ａ～Ｃ”と“実需者Ａ～Ｃ”の

取引だけでなく、別の“他実需者Ｄ”へ販売することも出来ますし、不作時は、“他産地Ｄ”から仕

入れて、“実需者Ａ～Ｃ”に販売することも出来ます。 

 

 周辺農業法人など大規模生産者の参画 

 取引量の拡大のため、周辺の農業法人なども出荷メンバーに加わってもらい、

組織としての発言力（＝取引量）を拡大していきましょう。 

 

 

 

他実需者Ｄ 

生産者 A 

生産者 B 

生産者 C 

実需者 A 

実需者 B 

実需者 C 

他産地Ｄ 

中間事業者 
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（２） 農業団体タイプ 

農業団体を中心に野菜クラスターを形成していく過程で、必要な取組みを整

理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 専門部会の設置、播種前説明会の開催 

 専任担当者の配置（食品企業との窓口） 

 新規品目に対する機械投資など生産面での支援 

➢ 育苗、機械レンタル（播種機、収穫機など） 

 加工・業務用野菜に取り組む新たな生産者の確保 

 食品企業工場訪問など交流の実施 

スタート（生産者数名など） 

食品企業の需要を基に生産量拡大 

 冷蔵保管施設などハード面の整備 

 農業法人など大規模生産者の拡大 

生産量拡大に伴い取引先拡大 

野菜クラスター形成 

 全農、中間事業者等の活用 

 農業法人など大規模生産者の拡大 

行
政
等
の
支
援 
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 専門部会の設置、播種前説明会の開催 

 安定供給するため、加工業務用の専門部会を設置

しましょう。また、播種前説明会を開催し、数量

の確保を行いましょう。 

 

 

 専任担当者の配置（食品企業との窓口） 

 食品企業からの要望やクレーム等に速やかに対

応し、良好な関係を築くため、また密なコミュニ

ケーションにより取引拡大を図るため、窓口とな

る担当者を配置しましょう。 

 

 

 新規品目に対する機械投資など生産面での支援 

 新規に取り組む生産者の初期投資に係る負担を

減らし、取組のハードルを下げるため、育苗や播

種機、収穫機など初期投資がかかる部分の支援を

検討しましょう。 

 

 

 加工・業務用野菜に取り組む新たな生産者の確保 

（例）耕種作物現地検討会時に併せた検討会の実施 

 土地利用型作物の生産者への導入を進めていく

ため、展示ほ等を用意するとともに、米、麦、大

豆などの現地検討会等の実施に合わせて、展示ほ

見学会等を実施しましょう。 

 

 食品企業工場訪問など交流の実施 

 食品企業の要望に対応するため、またクレーム等

を未然に防ぐため、生産した野菜が食品企業でど

のように使用されるか、食品企業の工場を訪問し

たり、食品企業側にも産地の状況を理解してもら

うため、ほ場に来ていただいたりするなど、交流

をし、関係性を深めましょう。 

 

 冷蔵保管施設などハード面の整備 

 安定供給の実現のため、商品の品質を保ち貯蔵できる施設の整備を検討しま

しょう。 
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 農業法人など大規模生産者の拡大 

 取引量の拡大のため、周辺の農業法人なども出荷メンバーに加わってもらい、

組織としての発言力（＝取引量）を拡大していきましょう。 

 

 全農県本部、中間事業者等の活用 

 取引量の拡大、取引先のリスク回避のため、取引先を多数有する全農県本部

や中間事業者との取引も検討しましょう。 
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４ モデル事例にみる野菜クラスター形成の考え方                        

野菜クラスター形成の過程では、「物流の確保」、「ロットの確保」がボトルネ

ック4となるケースが多く存在します。2019年度は、「加工・業務用露地野菜産地

クラスター育成モデル事業に係る野菜クラスター形成推進等業務」において、３

モデルの野菜クラスター形成に向けた支援を実施しました。 

ここでは、野菜クラスター形成の過程でボトルネックとなる「物流の確保」、

「ロットの確保」について、モデル事例をヒントに解決に向けた考え方を記載し

ます。 

 

（１） 卸売市場活用タイプ 

卸売市場という物流上、至便な立地と商流上、中間事業者としての役割を担う

事業者が存在する強みを生かしたモデルです。 

現在、県内で契約取引推進に積極的な卸売市場をモデルとした「野菜クラスター」

の形成段階にありますが、そのイメージと形成に向けたポイントを記載します。 

 

 

 

＜モデルのポイント＞ 

① A卸売市場の栃木県産露地野菜の物流拠点化 

• 栃木県産露地野菜が集まる市場として、ボトルネック（物流・ロット）を解消し、

取扱拡大→近郊産地の生産拡大へ 

② 栃木県産露地野菜の物流拠点化による新たな販売先の呼び込み 

• 県マッチング事業等で物流面がボトルネックとなっている場合などに、Ａ卸売市場

に集約することなどを提案するなど、物流拠点化により従来市場を利用していなか

った中間事業者等の利用を促し、物流面でのボトルネックを解消へ 

 
4 「ボトルネック」とは、物事の進行の妨げとなるもの。 

栃木県A卸売市場

中間事業者

食品企業

食品企業

食品企業

近郊生産者など

※モデルイメージ

食品企業

＜中間事業者取引先＞生産者
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（２） 出荷組合（農業生産法人）拡大タイプ 

栃木県では、栃木県産の野菜を取り扱う中間事業者が少なく、また隣県の茨城

県のような出荷組合や農業生産法人が核となって産地（生産量）を拡大していく

事例も少ない状況です。 

出荷組合や農業生産法人が核となって産地（生産量）を拡大していく場合、当然

のことながら栃木県産野菜の取扱いが中心となり、出荷組合（農業生産法人）の

取扱量拡大＝産地拡大となることから、野菜クラスター形成には重要な取組み

となります。 

現在、既に管内以外からの生産者の参画も増えつつある出荷組合をモデルとし

て、栃木県発の中間事業者育成、また新規生産者参画モデルとして、そのイメー

ジと形成に向けたポイントを記載します。 

 

 
 

＜モデルのポイント＞ 

① 出荷組合参画を通じた産地拡大 

• 「規模拡大の意向があり、販路に困っている生産者で、加工業務用取引（契約取引）

を行いたい意向のある人」や「運送コスト面から、各品目３ha程度の生産を行って

いる人」などについては、相談体制が整っており、出荷組合参画を通じた販路の確

保により、ボトルネック（物流・ロット）を解消し、生産拡大へ 

② 栃木県産露地野菜の窓口として新たな販売先の呼び込み 

• 当該組合では、既に一定規模の栃木県産露地野菜が集まっており、食品企業等とす

でに契約取引を行っている。食品企業にとっては、一定量のロットがあり、かつ複

数品目取り扱っている栃木県産野菜の生産者として相談しやすい環境ができている

ことから、栃木県産露地野菜の窓口として新たな販売先の呼び込み→生産拡大へ 

 

※モデルイメージ

食品企業

食品企業

食品企業生産者

生産者

生産者

生産者

生産者

生産者

＜管内＞

＜管外＞

仲介

B組合
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（３） 共同配送タイプ 

食品企業の中には、コールドチェーンを切らさずに配送することを条件とし

ている企業もあります。また、加工業務用取引の場合、安定出荷のため、冷蔵庫

等で保管したものを出荷するケースもあり、そうした場合も冷蔵車が必要とな

ります。冷蔵車を保有していないことにより、商談が進まなかった事例が複数存

在したことから、隣接する農業団体間で共同配送の仕組みについて、検討を進め

ました。 

現在、「野菜クラスター」の形成段階にありますが、そのイメージと形成に向け

たポイントを記載します。 

 

 

 

＜モデルのポイント＞ 

① 共同配送により、小ロット配送の実現、物流コスト削減 

• 冷蔵車納品が条件の取引先に対し、共同配送することにより、ボトルネック（物流・

ロット）を解消し、取引拡大へ 

② 栃木県産露地野菜の窓口として新たな販売先の呼び込み 

• 団体連携により、相互に品目を補完が可能となり、物量も一定程度確保可能に。食

品企業にとっては、一定量のロットがあり、かつ複数品目取り扱っている栃木県産

野菜の生産者として相談しやすい環境ができていることから、栃木県産露地野菜の

窓口として新たな販売先の呼び込み→生産拡大へ 

 

 

E食品企業

①

物流拠点

冷蔵車マスト

C農業協同組合

物流費
＊＊円

D農業協同組合

D農業協同組合

C農業協同組合

F食品企業

G食品企業



 

 

 

 

栃木県 野菜クラスター産地育成にあたって 

（加工・業務用露地野菜産地クラスター育成モデル事業に係る野菜クラスター形成推進等業務） 

 

令和 2（2020）年 3 月 

 

（発行元） 栃木県農政部生産振興課 

〒320-0027 栃木県宇都宮市塙田 1 丁目 1−20 

TEL:028-623-2279／FAX: 028-623-2335 

 

（制作元） 株式会社流通研究所 

〒243‐0003 神奈川県厚木市寿町 1 丁目 4 番 3‐2 号 

TEL:046-295-0831／FAX:046-295-0834 

 


