
大規模施設園芸の動向

＊山田 勝

：現在、施設園芸の各作目で大規模化の動きがみれられ、これらの経営体は今後の施摘要

設園芸の担い手の一つと想定される。本報告では、大規模施設園芸経営体の現状と動向に

ついて分析した。

１．施設規模1ha以上をめやすに調査すると、全国に117の大規模施設園芸経営体が存在す

ることが確認できた。そのうち76%が野菜、他が花き及び苗物経営であった。野菜の作

目はトマト及び葉菜類が大部分である。近年、特にトマト作導入の動きが顕著である。

２．これらの大規模施設園芸経営は、各種の補助事業の活用や地域の農業施策のあり方に

よって導入の程度が異なり、都道府県による偏在がある。

３．トマトの企業経営においては、規模の経済を発揮するため、導入の年次をおって農場

の規模が大きくなり、1農場10haに達している。しかし、事業としての収益性はそれほ

ど大きくない。一方、農家の導入した大規模施設は2ha程度までであり、経営状況は収

益を確保できる段階にある。

４．先行する経営体の事例調査から、今後の施設園芸の担い手として大規模経営の導入を

支援するには、①初期投資の低減が可能な低コスト施設の開発、②収益性向上のための

。省力・低コスト生産技術及び③高収量と省力栽培が可能な品種開発の3つの課題がある

また、行政的には大規模経営を推進する施策体系の整備が必要である。

：大規模施設園芸、企業経営、補助事業キーワード

Emergence of Large-scale Greenhouse Farms as a Main Figure
of Protected Cropping in Japan

YAMADA Masaru

In many crops, large-scale farms with greenhouse size of 1 ha and more emergeAbstract:
as a main figure of protected agriculture in Japan. In this paper, present state of
large-scale greenhouse farming in main crops was investigated and future course of the
business was discussed.
1. A survey conducted in this study found 117 large-scale greenhouse farms in Japan, 76% of
them are for vegetable productions and others are for cut and pot flowers. In large-scale
greenhouse farms of vegetables, tomato emerged remarkably in the last decade.

2. Large-scale greenhouse farms operate in some specific areas, where production conditions
of climate and supporting policy, which local government provided, are favorable.

3. Corporate firms, which found potential of profitable business in greenhouse tomato
production, entered the business with a high technology hydroponic system. Area of their
facilities became bigger year by year, in order to attain benefit from economy of scale.
However, the profitability for a corporate business is not so big. On the other hand, areas of
family-farms introducing the large-scale greenhouse remain 2ha at most. Number of
large-scale greenhouse farms concentrate some specific areas, because the locale agricultural
policy encourages business of the farm substantially.

4. There are two problems for promoting large-scale green house farming as leading
figure of protected agriculture in the near future. Namely one is to cut down
construction cost of the greenhouse and the other is to improve technology enabling
more yield and quality of produce. In addition, administrative measures to promote
large-scale farms are necessary.

Large-scale greenhouse, Corporate firm, Agricultural policyKey word:
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緒 言

施設園芸、特に施設トマトにおいては、1haを超える

大規模な経営がみられるようになった。これらは高軒

高ハウスによる長期作型の栽培システムを採用してい

る。規模の経済性と生産効率の高さから、この方式が

、 、期待されるが 栽培方式が我が国の気象に適するのか

多額の初期投資に見合う収量・品質が得られるのかが

議論されてきた。しかし、最近、企業が大規模な施設

装備でトマト生産へ参入しており、栽培システムの改

良で技術的、経済的な課題が解消されつつあるように

推察される。

本県の施設園芸をみると、施設の更新や経営者の世

代交代に伴い規模拡大は必須の課題である。将来の産

地の担い手は、現在の経営規模を上回る規模と省力・

低コストな栽培方式の導入が必要となる。大規模施設

、園芸経営を今後の担い手の一類型として推進する場合

事業としての技術的、経営的な可能性が検討されなけ

ればならない。しかし、導入事例に関する情報が少な

く、公開が限られた範囲にとどまるなど、判断材料が

少ない。このため、本報告では大規模施設園芸経営の

動向を分析し、導入費用や導入方法、導入の前提条件

などの実態や課題を明らかにする。

調査対象及び分析方法

１ 全国的な動向の把握

大規模施設園芸経営の可能性を明らかにするため、

全国の大規模施設導入状況の分析を行う。現在、1ha以

上の経営体の育成が検討されている ので、ここでも１）

大規模施設経営の施設規模を1ha以上とした。なお、こ

のような経営に関する全国的な統計資料は整備されて

。 、 、いない このため 各種資料から独自に情報を収集し

食品企業等が事業の一環として設置した農場の一部も

含め117の農場をリストアップした。ただし、経営体と

しての規模を基準としたので、アパート型の農事組合

法人1号は含めなかった。

２ 導入事例の分析

最近導入事例の多いトマトの大規模経営について、

導入方法及び資金規模、収益の概要について分析し、

導入に関わる経済的側面を明らかにする。

また、大規模施設園芸経営の育成に関わる支援施策

の事例について分析を行う。これらの分析を基に今後

の大規模施設園芸の導入方法について考察を行う。

分析は、大規模施設園芸経営及び支援機関に対する

実態調査と各種資料を文献調査した 実態調査は 2004。 、

年(長野県）及び2006年（宮城県）に実施した。

結果及び考察

１ 全国の大規模施設園芸経営導入状況

ここで想定する1haを超える規模の経営は、既に萌芽

的に全国に存在している。表１に示すように、全国27

道県に一つ以上の大規模経営が存在する。

作目別では、野菜が89と全体の76%となっている（表

１ 。そのうちトマトが36、葉菜類が29とこの2品目で）

野菜の大半を占める。作目別の動向では、葉菜類が先

行して導入されていたが、近年はトマトの導入が多く

なっている（図１ 。食品企業の生産事業展開でトマト）

の大規模経営が全国各地に展開しているのも最近の動

きである。また、イチゴは9と導入が進んでおり、近年

はトマトに次ぐ作物となっている。葉菜類では、オオ

バ、ホウレンソウ、ミツバがそれぞれ5で、その他にミ

ズナ、レタス、スプラウト、ハーブ類があり、栽培品

目が多様化している。

切り花では、バラ類が8、キクが4、その他1となって

いる。

単位：経営体数

施
設
面

積
計

(ha)
宮城県 8 3 1 3 1 16 23.5

静岡県 1 6 2 2 2 2 15 16.4

愛知県 3 1 2 2 2 1 11 18.0

大分県 6 2 8 20.9

福島県 6 1 7 25.9

茨城県 1 1 5 7 17.9

広島県 2 1 3 1 7 19.7

栃木県 4 1 5 5.9

長野県 2 1 1 1 5 11.1

その他20道県 10 1 8 4 6 4 3 36 101.1

合　　計 36 9 3 29 12 13 8 7 117 260.3

施設面積(ha) 94.5 14.9 3.2 57.3 23.1 24.6 22.2 20.6 20.6
１農場当(ha) 2.6 1.7 1.1 2.0 1.9 1.9 2.8 2.9 2.2
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表１ 全国の大規模施設園芸経営の状況

図１ 年度別大規模施設園芸経営体の導入状況

注）大規模施設の導入年次が不明の29経営体を除く
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宮城県と大分県は導入数が多いが、後述するように

構造改善事業や県単独の事業により積極的な育成を図

った結果と理解される。宮城県ではトマト及びイチゴ

が、大分県ではオオバや花きが主要な作目である。静

岡県や愛知県では葉菜類や花きが主要な作目で、これ

らの経営体は設立年次が古いものが多く、経営展開の

中で順次規模を拡大した結果と推察される。

。導入時期をみると1996年以降増加の傾向が見られる

食品企業がインテグレーターとして導入を支援したこ

と、県によっては園芸作物の振興を図って導入を推進

したことなどがこの背景にある。

また、後述するように稲作集団が経営の多角化を目

的に大規模施設園芸経営に参入する例もいくつかみら

れる。

なお、調査した農場の平均施設規模は2.2haとなって

いる（表１ 。）

２ トマトにおける大規模施設導入状況

(1) 大規模施設園芸経営の技術的背景

トマトは表１で示したように大規模経営の導入事例

が多い。この動きは、1990年代にオランダから高軒高

。方式の大規模施設が導入されたことから始まっている

この栽培方法 は、長期間にわたって収穫できること２）

から、雇用の安定と多収による収益の確保が見込める

ことが特徴である。当初、農業機械メーカが施設と栽

培方法をシステムとして普及を進め、続いて食品企業

などがこの方式で農業に参入を始めた。最近の主な動

きを整理したものを表２に示す。

(2) 企業主導の導入事例

(ｱ) 菜園事業の展開

食品企業であるカゴメ株式会社（以下「カゴメ ）が」

1999年に試験農場として１ha規模の美野里菜園を開設

してトマト生産へ参入した 。その後、関連農場を順３）

次開設している。また、契約農場などと合わせて生鮮

野菜事業を展開している 。カゴメの出資した関連農４）

場は、農場名に「菜園」が付され、地元農家、地権者

等と設立した法人によって運営されている。独自の品

種と商品化により新たな需要を創出し、販売力と販路

を活かすこと、加工用への利用なども視野に入れれば

事業化が可能と判断したと思われる。

関連8農場の概要は、表３のとおりである。施設規模

1ha当たりの事業費は、開設年次の順に、安曇野みさと

菜園が3.8億円、いわき小名浜菜園3.2億円、響灘菜園2.7

億円と順次低くなっている。導入には莫大な初期投資

が必要であるが、開設年度をおうごとに事業計画の規

模が大きくなっている。大規模経営の技術蓄積を背景

として、施設装置の改良などによる栽培施設の低コス

ト化と生産コストの一層の低減を可能とする技術確立

があったと推察される。

施設の導入資金は、いわき小名浜菜園、加太菜園、

響灘菜園が自己資金と融資によって賄われてる。これ

以外の菜園は構造改善事業などの補助を受けており、

国費1/2、県費や市町の補助など合わせ、自己資金は施

設導入事業費の1/3から1/4程度となっている。

、 、 、なお カゴメと生産者との連携は ①事実上の直営

、 、②資本出資による関係 ③資本の関連がない販売契約

愛知県農業総合試験場研究報告第40号

表２ トマトにおける主な大規模施設経営の導入経緯

西暦 主 な 事 項 ・ 農 場 名 ・ 生 産 量

1991 (有)サンフレッシュ海津（岐阜県）オランダ方式の施設で生産開始
水田作の農業生産法人が大規模トマト施設導入で話題になる

2 ha

1995 (有)新地グリーンファーム（福島県）　第1期 3.2 ha
1997 サントマト石巻(宮城県)始め各地で1ha超の施設導入がすすむ
1999 オムロン関連企業の出資で当時東洋一の規模の施設が北海道千歳市に開設後に

(株）田園倶楽部「おさつフロンティアファーム」に引き継がれる　1400t/年
7 ha

1999 (有)美野里菜園（茨城県）開業　カゴメ生鮮トマト事業に着手       400t/年　 1.3 ha
2000 (有)グリーンステージ大平（栃木県） 自己資金3億円で施設一括導入 1 ha
2001 (有)世羅菜園（広島県）第1期（2005年に8.5haに拡大、株式会社化） 3 ha
2002 GOKOアグリファクトリ株式会社（長野県）光学機器メーカーの農業参入 800t/年 2.3 ha
2003 (有)四万十みはら菜園（高知県）第3セクター方式で開設 2.7 ha
2004 (株)三郷ベジタブル（長野県）第3セクター　　　　　　　　  　　1200t/年 5 ha
2005 (有)いわき小名浜菜園（福島県）　当時国内最大規模　自己資金と融資で建設 10 ha
2005 (農)アグリパーク南陽（愛知県）　低コスト耐候性ハウスを導入 2 ha
2005 (株)加太菜園（和歌山県）（オリックスとの共同事業）第1期操業

企業用地に施設を建設で話題に　全体計画では20ha　　 5000～6000ｔ/年
5.2 ha

2006 響灘菜園株式会社（福岡県）第1温室（4.25ha）出荷開始。第2温室（4.25ha)の
建設開始。　　電源開発株式会社との共同事業　　　　　      2500t/年

8.5 ha

資料：新聞各紙、関係企業ホームページ等

規模
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④農協等が窓口となった契約産地の4つに分類され

る 。５）

(ｲ) 安曇野みさと菜園の導入事例

安曇野みさと菜園は三郷村（設立時）が事業主体と

なって、総事業費20億円で水耕トマト栽培を行う5haの

高軒高ガラス温室を建設したものである。農林水産省

補助事業により1/2の補助を受けている。この栽培施設

を運営会社(株)三郷ベジタブルが年間使用料7,100万円

で借り受け栽培を行っている。導入事業の内容は表４

のとおりである。(株)三郷ベジタブルは、資本金6千万

円で、出資内訳は、安曇野市が51％、地権者等個人30.6

% あづみ農協8.5% カゴメ9.9%で 前述の分類では 資、 、 、 「

本関係での連携」に該当する。地域振興を目的に設立

され、この法人により常勤社員・パート106名の新た

な雇用が創出された。

(ｳ) 事業の採算性

表５は、カゴメの事実上の直営（連結決算における

子会社及び関連会社）である4つの菜園の経営収支を決

算資料から抜き出したものである。

一般に生産技術の獲得までは、病虫害や生育障害の

発生が直接的に販売額の減少や生産費の増加につなが

り、正常な利益を得ることが難しい。各菜園とも開設

後数年は利益が出ていないが、同様の事情があったと

推察される。

2008年3月決算時のデータから各菜園の単位面積当た

り販売額をみると、世羅菜園が95百万円/ha、いわき小

名浜菜園93百万円/ha、加太菜園110百万円/ha、響灘菜

園101百万円/ha（栽培面積4.3haで算出）である。世羅

菜園及びいわき小名浜菜園は、一般的な大規模施設ト

マト経営の目標販売額とほぼ等しい。単収を30ｔ/10a

程度とするとこれらの平均販売単価は320円程度で一般

の市場出荷価格よりやや高めで販売されていることに

なる。

同様に単位面積当たりの損益分岐点販売額（収支が

均衡する単位面積当たりの販売額=(売上高-営業利益)/

施設規模）をみると、世羅菜園94百万円/ha、いわき小

名浜菜園121百万円/ha、加太菜園124百万円/ha、響灘

菜園187百万円/haである。

各菜園の単位面積当たりの収支均衡販売額と単位面

積当たりの販売額の差から次のことがうかがわれる。

世羅菜園菜園は計画に従った生産と販売が行われて

おり、生産技術及び経営管理が確立されている。いわ

表４ 安曇野みさと菜園の施設導入に関わる資金調達

単位：千円
事業内容 　金額 財源内訳 　金額

設計監理 53,424 国庫補助金
敷地造成工事 216,668 　ｱｸﾞﾘﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ支援事業 640,000

温室及び設備工事 1,660,260 　販路開拓緊急対策事業 361,500

外構工事 72,902 地方債 911,100
一般財源 90,653

合　　　　計 2,003,253 合　　　　計 2,003,253

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

世羅菜園 売上高 312 307 732 666 807
営業利益 -8 -48 -98 -108 7
売上高 106 527 945
営業利益 -105 -756 -292

加太菜園 売上高 123 385 574
営業利益 -278 -297 -72

響灘菜園 売上高 127 434

営業利益 -391 -371

いわき小名
浜菜園

単位：百万円

データ出所：カゴメ株式会社ホームページ及び新聞報道等

表３ カゴメ株式会社関連農園の概要

注)各年度決算短信から作成

山田：大規模施設園芸の動向

表５ カゴメ関連農園の経営概要

農場名 経営主体
出荷開

始
施設規模

(ha)
生産量
(t/年）

建設事業費 関 連 補 助 事 業 等

美野里菜園 （有）美野里菜園 1999 1.3 400 カゴメが施設を建設し貸与

世羅菜園 （株）世羅菜園（連結関連会社） 2001 8.5 2,300 29.5億円 ※

四万十みはら
　　　　菜園

（有）四万十みはら菜園
（第３セクター：関連会社）

2003 2.7 800 12.7億円 施設9.1億円（1/2国庫補助）、用地3.6億円

山田みどり
　　　　菜園

（株）山田みどり菜園
　　（関連会社）

2004 3.0 750 8.8億円 販路開拓緊急対策事業4.4億、残は公的融資利用

安曇野みさと
　　　　菜園

（株）みさとベジタブル
（第３セクター：関連会社）

2004 5.3 1,200 20億円
アグリチャレンジャー支援事業　6.4億円、販路開
拓研究対策事業　3.6億円、自己資金は地方債及び
三郷村一般財源

いわき小名浜
　　　　菜園

（有）いわき小名浜菜園
（連結関連会社）

2005 10.2 3,000 33億円
カゴメから長期借入2.2億円、銀行借入債務保証14
億円

加太菜園
加太菜園株式会社
（子会社）

2005 5.2 1,500
20.1ha全体
で47億円

カゴメから長期借入10.1億円、未払債務保証10.8
億円

響灘菜園 響灘菜園株式会社（子会社） 2006 8.5 2,500 23億円 カゴメから長期借入1億円

注）子会社、関連会社は有価証券報告書での記載の区分。借入等は19年３月現在。　生産量は計画時の目標。

※経営構造対策事業補助金　5.1億円（事業費　11.2億円）、新農林水産業・農山漁村活性化総合支援事業（単県）補助金　0.5億円(事業
 費　1.2億円)、輸入急増農産物対応・野菜産地強化特別対策事業補助金　8.1億円(事業費　17.1億円)、カゴメから銀行借入債務保証
 7.5億円
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き小名浜菜園は計画の販売額をほぼ達成していると考

えられるが、それを上回る生産費を投入している。加

太菜園及び響灘菜園は、前二者より単位面積当たりの

販売額が大きいが生産費もそれを上回っており利益を

計上できていない。特に、響灘菜園は生産費が販売額

を大きく上回っている。世羅菜園以外は、生産開始か

ら間もないことから十分な生産技術の確立ができてい

ないようである。

各菜園の生産物販売単価は、契約販売のため市場販

売単価より高めの水準と推察されるが、収支の均衡が

図れる水準に生産費を抑えることができるまでの生産

。 、技術の獲得はかなり難しいことがわかる したがって

計画どおりの生産量、品質が得られるまでは、資金繰

りの対策が必要となる。このため、一部の菜園は、親

会社のカゴメから長期借入金を得たり、銀行借入・買

掛け債務への債務保証の支援を受けている（表３ 。）

、 、加太菜園 響灘菜園は工業用地等に建設されており

農業生産法人の要件を満たす必要がないことからカゴ

メの出資比率が大きく、子会社の位置づけとなってお

り、支援も手厚いと思われる。

カゴメは1998年に企業の方針を「トマトと野菜カン

パニー」と宣言し、生鮮野菜事業へ活動領域を拡大し

た。生鮮野菜事業の売上は、全体の3%、67億円(2007年

度）で事業全体からみれば菜園個々の収益は、短期的

にはそれほど問題ではないと思われる。企業イメージ

を目的とすれば、事業そのものの収支は長期的な視点

で評価されている。

(3) 農家経営における導入事例

、 、宮城県は 施設園芸振興を施策として推進しており

表１に示す16の大規模施設経営のうち14が1995年度以

降に農業構造改善事業等により導入された。その内訳

は表６に示すとおりである。作目ではトマトが9と一番

多く、次いでイチゴの3と続く。トマトのC法人とイチ

ゴのD法人は、大区画ほ場整備事業にともなって整備さ

れた施設園芸団地 で営農する担い手として育成され６）

た。

C法人は1haの施設を約3.4億円で導入した。その資金

調達は国費1/2及び県費及び地元市町の補助があり、自

己負担は67百万円である（表７ 。）

代表者がＵターン就農でトマトを始めたのがE法人で

ある。施設トマトの有望性に着眼して行政を動かし、

事業費4.2億円は、構造改善事業の活用と県及び町の補

助を受けることができた。補助率約60%で、補助残は近

代化資金など公的融資を利用している。

H法人は、表８に示すように65%の補助を得て2.1haの

施設を導入した。この例は、施設を農協が事業主体と

なって導入し、地元の稲作集団が母体となって設立さ

れたH法人が借り受ける形態である。

これらの例では、1ha当たりの施設費は、3.2億円か

ら4.1億円で、規模や開設年次が異なるので比較は難し

いが、カゴメの関連農場よりやや高額である。

３ 大規模施設経営への支援施策

(1) アグリビジネス支援事業

宮城県では 2003年から3か年の県単独事業として 新、 「

みやぎのアグリビジネス戦略経営体育成支援事業」を

実施した。この事業は 「安定した農林産物の生産と販、

売体制の強化を図る新たなアグリビジネスプランに対

して、事業費の一部を補助」するものである。生産と

表８ H法人の施設導入に関わる資金調達

表７ C法人の施設導入に関わる資金調達

表６ 宮城県における大規模園芸施設の導入状況

愛知県農業総合試験場研究報告第40号

経営体 作目
栽培施設
規模

（ａ）

事業費
（百万円）

導入開始
年度

関連
事業

A トマト 132 305 1995 農構
B イチゴ 120 334 1997 農構
C トマト 111 336 1997 農構
D イチゴ 124 314 1998 農構
E トマト 104 422 1998 農構
G バラ 208 559 1998 農構
F ナス 141 145 1999 農構
H トマト 214 715 2000 経構
I トマト 107 426 2001 経構
J トマト 106 373 2001 経構
K ミズナ 198 160 2003 アグリ
L トマト 104 282 2004 アグリ
M トマト 139 191 2004 アグリ
D イチゴ 174 271 2005 アグリ
N パプリカ 127 210 2005 アグリ

単位：千円
事業内容 　金額 財源内訳 　金額

栽培施設一式 336,000 国庫補助 168,000
県費補助 50,399

市費補助 50,399

自己資金 67,202

合　　　　計 336,000 合　　　　計 336,000

単位：千円
事業内容 　金額 財源内訳 　金額

本体工事　 681,170 国庫補助金　 340,585
消費税　　　 34,059 県補助金　　　 68,117

町補助金　　　 50,918
49,229 農業近代化資金 166,000

自己資金（JA） 138,838
合　　計 764,458 合　　計 764,458

敷地造成費等
 （補助対象外）

注)施設規模1ha以上(アパート型の農事組合法人1号を除く)

農構=地域農業基盤確立農業構造改善事業、経構=経営構造対策事

業、アグリ=新みやぎのアグリビジネス戦略経営体育成支援事業

(県単) (宮城県農地整備課、農産園芸課資料を基に作成)
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食関連事業の2分野を支援するが、生産を支援する「戦

略経営体支援事業」は、戦略性を持った農業生産規模

の拡大をめざす事業者を支援する。補助は事業費の1/2

以内となっている。

事業採択までの手順は、事業計画の完成度を高めた

り、経営者の能力を高める仕組みを用意し、採択まで

の透明性を高めるなど先進的な取り組みである。具体

的な手順は 「事前相談→アグリビジネス戦略計画書の、

提出→事前審査・指導→事業計画の評価→事業計画の

」 。認定→補助金の交付申請→補助金の交付決定 となる

事業要件は、①新規雇用10人以上又は2000人･日/年

、 、の確保 ②5年後には販売額が1億円以上増加すること

③食産業関連企業等との連携を図り、契約取引等に取

り組むことの3点が必要である。事前審査ではこの要件

が審査され、事業内容に対する助言や補強が必要な場

合は、関係機関や(財)みやぎ産業振興機構の実施する

「アグリビジネス起業家育成講座」や「実践経営塾」

に参加して事業プランの指導を受け、経営者マインド

の向上が求められる。ここで練り上げられた事業計画

は、経営コンサルタント等からなる事業計画評価委員

会で評価される。事業計画評価委員会は、事業者が行

う事業計画のプレゼンテーションを評価し順位を付け

る。その後、県の事業担当各課が全体事業における事

業効果の審査を行い、認定された計画は補助金の申請

が許されるという手順を踏む。

事業計画評価委員会での評価項目は、①事業内容の

妥当性・実現可能性、②事業の新規性・成長性、③資

金計画の妥当性、④財務状況、⑤その他（企業家とし

ての資質）となっている。認定会議で不認定となった

場合は 「実践経営塾」に参加したり農業普及センター、

など県の指導を受け、次年度以降再度チャレンジする

ことが可能である。

この事業で評価された経営計画は、それぞれユニー

クである。表６のD及びK～Nは、この事業で採択された

もののうち、施設規模1ha以上のものをあげたが、この

中で、Lは建設業からの参入で水耕トマト施設を導入し

た。施設の導入費用を低く抑える方式が評価された。

農業改良普及センターの指導を受けながら栽培技術を

習得している。この他、イチゴの規模拡大を図ったD法

人は、合計で約3haの栽培規模となり全国トップクラス

の大規模農場となった。

パプリカを生産するN法人は、2009年にパプリカ生産

に参入する総合商社系の生産法人 にも参加する計画７）

がある。なお、同県には別に外資系食品企業が3haの規

模でパプリカ生産に進出し、2010年から生産を開始す

。 。る これらの生産が本格化すると主産地が移動する８）

誘致や施策的支援に呼応した大規模施設園芸経営の動

向は産地の様相を大きく変える可能性がある。

(2) 大分県の県外農業企業者誘致対策事業

大分県では、各種の事業により担い手を育成してい

る。その結果、表１に示したように大規模な施設園芸

経営が生まれている。その中の一つに2haの高軒高ハウ

スを導入してキク栽培を開始した法人がある。大分県

の実施する補助事業を活用して愛知県のキク生産者が

主宰する生産・販売グループが地元の農家とキクを生

産する法人を設立して経営を開始した。大分県が2004年

度から2年にわたって実施した県外農業企業者誘致対策

事業は、補助割合が1/6である。事例のキクの場合は、

国費の経営構造対策事業の1/2補助と市町村補助1/12を

合わせて3/4の補助となる。事業費総額は約4億円であ

るが自己負担は約1億円であった。この法人は他にも施

設整備にいくつかの支援事業を活用して現在は施設面

積3haに拡大した。

大分県では、この例のように事業意欲が高い農家を

支援することで、大規模施設経営体育成の施策が効果

を上げている。

４ まとめ

(1) 大規模施設園芸の方向

雇用労働の活用が可能で収益的にも有利な高軒高ハ

ウスにおける長期作型の栽培技術が、近年の食品企業

が大規模な施設でトマト生産へ参入することを可能と

した。しかし、施設投資額に対する利益の比で表す投

資効率はそれほど高くない。つまり、施設導入に補助

金を利用したとしても、1ha当たり1億円以上の自己資

金による初期投資が必要で、その見返りとしての所得

も十分でない。一般企業の投資利益率と比較するとか

なり低い水準である。現在の収益水準であれば他業種

から参入するには、投資としての魅力が少ない。現在

の食品企業のトマト生産事業は、今のところ短期的な

利益の追求より企業イメージのアピールを目的として

いると思われる。

しかし、今後、単収の向上や高付加価値化による販

売額の増加や一層の低コスト生産が低減が可能となれ

ば、企業による大規模経営の参入が促進される。その

場合、我が国の施設園芸が鶏卵生産と同じような生産

構造へ展開する可能性がある。鶏卵生産では全国流通

を行う数社の数百万羽規模の企業養鶏と地域の消費に

。対応する数万羽規模の農家養鶏への分化が進んでいる

これから類推すると、施設規模が数十haの企業経営

と数ha程度の農家経営が施設トマト生産の主要な担い

手となる。企業経営がナショナルブランドによる全国

市場を目指す のに対して、農家経営は地域市場ある４）

いは特定の市場セグメントを対象とした生産販売が戦

略となる。

施設園芸で先行するオランダでは、1農場の平均施設

、 （ ）。面積は野菜が1.65ha 花きが1.13haである 2003年９）

1990年代からオランダ方式の施設トマトが導入された

アメリカでは、食品企業などが大規模な施設を導入し

てトマト生産に参入した。施設規模17ha以上の上位4社

山田：大規模施設園芸の動向



7

が合計203ha（2003年）で施設トマトを生産し、施設面

積全体の62%を占めている 。10）

企業の動きは別として、農家経営においては、担い

手の経営展開の一つの方向として大規模施設園芸経営

を検討する必要がある。その場合、資金調達や経営管

理の面から家族経営では施設規模1ha程度が目標とな

る。それ以上の規模では、地域農業の振興を目的とし

た法人経営を想定し、今後の担い手として支援する必

要がある。

(2) 大規模施設園芸経営推進の課題

調査結果からは、大規模施設の導入には、導入に関

わる費用と経営を継続させるための採算性の確保が課

題であることが示された。多額の導入費用は、資金調

達の問題の他に、償却費負担として採算性にも大きく

影響する。現状でも補助事業を活用すれば、導入費用

を抑えることができるが、本来ならば、補助金を頼ら

なくても採算が合うような施設費の水準でなけらばな

らない。アメリカでは、水耕栽培システムを含めて1ha

当たりの施設導入費が125万ドルとの例 があり、本報10）

告の事例と比べ1/3程度である。我が国においても超低

コストハウスの研究が進んでいるが、さらに一層の施

設の低コスト化が必要である。

トマトを例にすれば、収益性の向上には、単収の向

上、高品質化、作業の効率化など栽培技術の向上が必

要である。このため、単為結果性品種の活用による省

力化や耐病性品種の採用による防除費用の低減などが

検討されるべきである。

一方、高単価で販売する取り組みも重要である。販

売対象のセグメントに合わせた商品作りと農場ブラン

ドの確立を図れば、愛知県のような消費人口を抱える

産地では有利な条件を活かすことが可能である。

愛知県において大規模施設園芸経営を新たに計画す

る場合は、大きな消費人口を持つ立地の有利性を生か

した地産地消を検討する必要がある。さらに、地域農

業と調和し、地域に貢献する大規模としてのあり方を

重視すべきである。例えば、地域を意識した開かれた

農場として消費者、地域の生産者・地権者・住民が農

業と関わりを持ち、多くの支援者が得られるような株

主制度の活用も一つの方策である。

(3) 支援方策

大規模施設園芸の推進には、宮城県や大分県の事例

で示したような施設園芸経営の方向性を示したビジョ

ンの策定と推進活動が重要である。また、宮城県の実

施した経営者能力の育成や経営計画の策定支援とセッ

トとなった事業は、新規参入や担い手農家の事業拡大

に効果が高い。今後、大規模園芸経営の導入にあたっ

ては参考にすべき事例である。
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