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中規模キャベツ生産地域における任意出荷組合の意義
－鹿嶋市小宮作地区を事例に－

羽田

司・村上亮太・佐々木励起・Zhao Jun・白亜軻

本研究は，大規模キャベツ生産地域に近接して成立した中規模キャベツ生産地域である鹿嶋市小宮
作地区を事例に，中規模キャベツ生産地域の存続形態について明らかにした．小宮作地区では，大規
模生産地域の出荷量に押され，端境期を狙った出荷や地方卸売市場への出荷が利用されていた．その
際には，任意出荷組合を通じて出荷されていた．こうした任意出荷組合では個選共販が採用され，出
労機会はほとんどなく，JAのような厳しい規格の統一もみられない．個人で選果し，個人で卸売市
場にまで運搬している．一見すると個人による卸売市場への出荷にさえみえるが，こうした「緩い集
団」とも言える任意出荷組合の存在が，小宮作地区という中規模キャベツ生産地域を存続させてきた．
しかし，近年は端境期の期間が縮小し，生産者の高齢化も進行しており地域の存続形態の変革の時期
にあった．
キーワード：キャベツ，任意出荷組合，卸売市場，端境期，鹿嶋市

Ⅰ

理学的に詳らかにした研究として清水（2008）が

はじめに
Ⅰ－１

挙げられる．清水（2008）では，キャベツは江戸

研究の背景と目的

時代末期に導入され，食習慣の変化の中で冷涼地

日本には多くの外来野菜が導入され定着してき

から都市近郊にまで生産地域が拡大してきたこと

た．その代表的な野菜の一つにキャベツがある．

を明らかにした．キャベツの主要生産地が形成さ

キャベツが日本に導入された当初は，日本の食習

れると，主要生産地の特徴や構造，存続要因の解

慣に馴染まなかったことから生産は少量であった

明が進められた．キャベツの主要生産地は，気候

（清水，2008）．しかし，現代においては高頻度で

的な特色を活かした輸送園芸地域と，都市部の消

食卓に並ぶ食材の一つとなり，需要も安定してい

費需要を支える都市近郊農業地域に成立してい

る．また，主要生産地を形成して商品作物として

る．戦後から1970年代には輸送園芸地域に関する

生産される一方，家庭菜園でも栽培されることの

研究が活発に行われたこともあり（坂本，1976），

多いキャベツは，日本において欠かせない野菜と

キャベツを生産する輸送園芸地域について扱っ

なっている．

た研究が蓄積された（加藤，1967；1983；松井，

こうしたキャベツは，外来野菜の代表野菜とし

1975；伊藤，1987；丸山1990：斉藤，1992）．一

て，または，主要生産地を代表する農産物の一つ

方，都市近郊農業地域におけるキャベツ生産地域

として地理学において研究対象となる機会が多数

に関する研究も1990年代以降を中心に多くの蓄積

あり，キャベツ生産地域の成立過程や特徴等が，

がある（澤田，1982；Uchiyama，1990；生井ほか，

歴史地理学や農業地理学の観点から研究されてき

1991；李，1998；志村，2014）．

た．

キャベツを生産する輸送園芸地域および都市近

日本におけるキャベツ生産地域の成立を歴史地

郊農業地域の特徴を概観すれば，輸送園芸地域は
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冷涼な気候を活かして夏から秋にかけてキャベツ

ルートの開拓，農協や試験場等の存在である（生

を生産する高冷地輸送園芸地域と，それとは反対

井ほか，1991）．一方，千葉県銚子市は，1950年

に，温暖な気候を活かして冬から春にかけてキャ

代に春キャベツが導入され，甘藷と麦類とから，

ベツを生産する暖地輸送園芸地域に大別される．

キャベツとダイコンとに畑作物が転換した．銚子

高冷地輸送園芸地域は高度1,000ｍ程度の平坦地

市においてキャベツ栽培が成立した要因として

に成立しており，上信境界地域に発展がみられる

は，温暖な気候や大規模な台地の存在といった自

が，出荷時期が夏季に限定されるので，産地間の

然環境と農作物の転換期にあったことや食生活の

競合が発生しやすい（加藤，1967）
．農家は標高

洋風化といった人文環境の変化が挙げられる（李，

差を巧みに利用し，作型や栽培品種を変更するこ

1998）．銚子市においても，三浦市と同じように

とで労働力の効率的配分と価格的危険分散とを実

経営面積規模の拡大が進展しているが，こうした

現している（丸山，1990）．一方，暖地輸送園芸

面積規模の拡大は血縁関係に基づく借地により進

地域は東海地方から関東地方南部の臨海部に主要

行している（志村，2014）．

生産地が成立する．キャベツは軟弱野菜で貯蔵性

このように，日本におけるキャベツ生産地域に

に乏しく，天候に左右されやすい投機的作物であ

関する研究では，輸送園芸地域および都市近郊農

ることから，気候条件や他産地との競合回避を基

業地域において春キャベツ，夏秋キャベツ，冬キャ

礎としながら短期集中出荷を行ってきた（加藤，

ベツが年間を通じて主要生産地を移動させながら

1983）．しかし，キャベツの需要の減退や露地野

リレー出荷されており，そのなかで各主要生産地

菜の価格低迷，キャベツが重量野菜であることな

の存立基盤について明らかにされてきている．し

どから，暖地輸送園芸地域では，キャベツから，

かし，以上に検討してきたようにキャベツ生産地

他の作物への転換が進行していることが明らかに

域に関する研究の多くは，輸送園芸地域であれ，

され て い る（ 伊 藤，1987； 斉 藤，1992）． ま た，

都市近郊農業地域であれ，大規模主要生産地を対

加藤（1983）では，高冷地輸送園芸地域と暖地輸

象とした研究蓄積が多く，中小規模の主要生産地

送園芸地域とではキャベツの出荷時期が異なるこ

の研究蓄積は僅少である．近年は，農産物生産が

とから，産地間競争が発生し難いが，同属の輸送

大規模主要生産地へと集中する一方で，中小規模

園芸地域間では，出荷期間の長期化による産地間

の主要生産地における生産規模は縮小しており，

競争が避けられないことが指摘された．なお，輸

「産地の二極化」が進行している（荒木，2006）．

送園芸地域におけるキャベツの出荷形態は，JA

こうした日本農業の過渡期にあるからこそ，淘汰

による共同出荷が卓越する（松井，1975）．

され，消えゆくかもしれない中小規模の主要生産

都市近郊農業地域に関しては，神奈川県の三浦

地が今まで存続してきた要因や，現代の農業の実

半島や，千葉県銚子市に関する研究が大半を占め

状に対応していかに変容しているのかを解明して

る．三浦半島では1960年代に冬作としてのキャベ

おくことは重要であろう．

ツおよびダイコン，夏作としてのスイカの作付け

そこで，本研究では鹿嶋市小宮作地区を事例に，

が増加し，これら３品目の生産に特化した露地野

首都圏に位置する中規模キャベツ生産地域がいか

菜生産地域となった（澤田，1982）
．神奈川県三

に存続してきたのかを明らかにする．その際，他

浦市は，他自治体の多くの農地が都市的土地利

産地との競合の中で存続するための集出荷戦略に

用に転用される中で，キャベツやダイコン，ス

着目しながら分析する．本稿の研究対象地域とな

イカが生産される農地は比較的維持されてきた

る鹿嶋市小宮作地区は，近郊には銚子市などの大

（Uchiyama，1990）．こうした三浦市における農

規模キャベツ生産地域がありながら，キャベツを

業の基盤となっているのが経営面積規模の拡大，

基幹作物として生産してきた．

労働力の豊富さ，共販体制の確立と新たな販売
－134－

分析の手順として，次節では研究対象地域の自

然環境および人文環境を概観する．Ⅱでは，日本

している．市域の中央部には標高30ｍから40ｍの

へのキャベツの導入から現在にかけての生産動向

鹿島台地が広がっており，関東ローム層によって

と，関東甲信地方におけるキャベツ生産の発展に

被覆されている．台地を構成する地層は，洪積中

ついて述べる．そのなかで，研究対象地域である

期ないし古期に形成された成田層である（鹿島町

小宮作地区における農業の変遷についてもまとめ

史編さん委員会，1997）．市域の西部は，北浦に

る．Ⅲでは，現地調査の結果に基づき，小宮作地

面する地域で標高10mに満たない低地が広がって

区におけるキャベツ生産および流通の特徴を検討

いる．

する．加えて，鹿嶋市小宮作地区のキャベツ農家

鹿嶋市の年平均気温の平年値は14.5℃，最暖

を類型化し，小宮作地区におけるキャベツ農家の

月（８月）の日最高気温は29.6℃，最寒月（１月）

経営形態を分析する．Ⅳでは，以上の結果を踏ま

の日最低気温は0.1℃である（第２図）．東京都心

えた上で，小宮作地区が中規模キャベツ生産地域

部と比較すると１℃ほど冷涼であるが，水戸市と

として存続してくるのに重要な役割を果たした任

比較すると冬季は２℃ほど温暖であり，海洋性の

意出荷組合の意義について検討する．Ⅴは本研究

気候を呈している．また，年降水量は 1,528.7mm

全体をまとめ，結論とする．

であり，東京都心部と同程度であるが，水戸市な
ど県内各所と比較すると降水量が多い．

Ⅰ－２

研究対象地域の概要

研究対象地域である小宮作地区は，鹿嶋市のや

１）自然環境

や南に位置しており，鹿島灘に面している（第１

鹿嶋市は茨城県の南東部に位置し，東京都心

図）．地区の東部に発達した海岸砂丘は，最高地

部から約80kmの距離にある．市域の西部は北浦，

点の標高がおよそ15mと，起伏に富んでおり，宅

東部は鹿島灘に面する（第１図）．鹿島灘より吹

地が卓越する．一方で，地区の西部は鹿島台地上

き付ける風により市域の東部には海岸砂丘が発達

に広がる平坦地であり，農地が卓越している．さ
らに，台地と海岸砂丘の中間には低地が広がって
おり，水田がみられる．

第２図
第１図

研究対象地域
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鹿嶋市の雨温図
（気象庁データにより作成）

２）人文環境
鹿嶋市は茨城県南東部の鹿行地域に属してお
り，南北に細長い市域を持つ．2015年の国勢調査
では，67,879人が居住している．産業別就業人口
割合をみると，第一次産業が3.2％，第二次産業
が34.5％，第三次産業が62.3％となっており，全
国のこれら割合と比較すると，第二次産業に従事
する人口が多い地域である１）．鹿嶋市は掘り込み
式の鹿島港周辺を中心とした臨海部が工業集積地
となっている．住宅地の多くはスプロール状に鹿
島台地に広がる農地の中に形成されており，そう
した住宅街には農外就業者が居住する傾向にあ

第３図


鹿嶋市および小宮作地区における専兼業
別農家数（2005，2010，2015年）
（農林業センサスにより作成）

る．鹿嶋市にはJR東日本鹿島線や鹿島臨海鉄道，
東関東自動車道経由の高速バスが存在し，県内で
は鉾田市，水戸市方面を，県外では千葉県の成田
市や銚子市方面および東京都を結ぶ．こうした，
交通の利便性の高さや工業集積地の存在が農外就
業者割合を高めている一因である．
鹿嶋市においては低調である第一次産業である
が，なかでも農業に関して検討すると，市域を３
つの地域に大別できる．１つ目は北浦に面する西
部であり，水田地帯となっている．２つ目は鹿嶋
台地のある中央部で主に畑地として利用される．
３つ目は臨海部の砂丘地帯である．海岸砂丘では
土地条件に恵まれなかったが，高度経済成長期に
は，地中にビニールを張ったビニール水田の整備
や，鹿島南部農業水利事業が実施されたことによ
り，稲や野菜類，果樹，花き類などが栽培できる
ようになった．

第４図


鹿嶋市における農家一戸当たりの平均経
営耕地面積（2015年）
（農林業センサスにより作成）

第３図に示した専兼別農家数をみると，鹿嶋市
では農家数は減少を続けている，鹿嶋市の専兼別

をみると，こうした西部では普通畑面積が小さ

農家数の特徴としては，第１種兼業農家数が最も

い．上述のように西部は水田地帯となっており，

少なく，専業農家および第２種兼業農家への二極

水稲栽培が卓越する地域で農家一戸当たりの平均

化が進行している点である．2015年の専兼別農家

経営耕地面積が大きくなっている．一方，鹿嶋台

数は専業農家が145戸，第１種兼業農家が74戸，

地から海岸砂丘に広がる太平洋沿岸の農業集落で

第２種兼業農家数は404戸であった．第４図およ

は，西部の農業集落に比べて，一戸当たりの平均

び第５図には鹿嶋市の農家一戸当たり平均経営耕

経営耕地面積が小さい傾向にある．こうした太平

地面積と，普通畑の栽培面積とを農業集落単位別

洋沿岸の農業集落では普通畑の面積が大きい．つ

に示した．第４図から，市域の西部において平均

まり，鹿嶋市においては，中小規模層において畑

経営耕地面積が大きいことが判別できる．第５図

作農家が多い傾向にあると言える．2015年の農林
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者数は202人で，2010年より52人減少した．農業
従事者の平均年齢は60.7歳であり，農業従事者の
高齢化の傾向がみられる．後継者がいる農家数
の割合は2015年では32.1％で，2010年の49.4％を
17.4％，県平均の46.9％を14.8％下回っていた．
小宮作地区における農業経営体は，2005年には
28経営体存在したが，2010年には 24経営体に減
少した．その５年後の2015年には25経営体に増加
している（第３図，第６図）．１経営体は農業に
加えて林業も行なっているが，それ以外の24経営
体は農業のみを行なっている．このうち22経営体
は単一の作物のみ生産している．25経営体のうち，
野菜類の作付けを行っている経営体は24経営体で
第５図

鹿嶋市における普通作物を栽培する畑面
積（2015年）



（農林業センサスにより作成）

ある．そのうち露地野菜の作付けを行う経営体が
23経営体を占め，施設野菜の栽培を行う経営体は
１経営体のみとなっている．小宮作地区における
専兼別農家数については，鹿嶋市全体と同様，専
業農家および第２種兼業農家への二極化が進行し

業センサスより，鹿嶋市の販売を目的とした農畜

ている（第３図）
．2010年から2015年の５年間で

産物の概況をみると，水稲が489経営体で生産さ

は専業農家数の増加が目立った一方，第１種兼業

れ，558haの作付けを誇っており，他の農畜産物

農家数では著しい減少をみせた．小宮作地区にお

を圧倒している．続いて多いのが，野菜類であり，

ける2015年の専兼別農家数は，専業農家が10戸，

197経営体が栽培していた．なかでも，キャベツ

第１種兼業農家が４戸，第２種兼業農家が11戸で

を栽培する農家が71経営体と多く，56haの作付

あった．

けがみられた．
研究対象地域である小宮作地区を含む旧波野村
は鹿嶋市のなかでは，畑作が卓越した地域である．
2015年の農産物販売金額１位の部門別経営体数は
露地野菜で51経営体となっており，農産物販売額
１位部門別経営体数全体（73経営体）の69.9％を
占めた．次いで稲作が13経営体で（17.8％），さ
らに施設野菜が４経営体（5.48％）となっており，
この３部門で全体の93.2％を占める． 2015年の販
売農家の経営耕地面積は94.8haであり，2010年の
99.8haより５ha減少した．しかし，１経営体あた
りでは115aから122aへと７a増加している．農業
従事者に関して検討すると，2015年の総農家数は
125戸，そのうち，販売農家は78戸であった．販
売農家数は2010年と比べて９経営体減ったが総農
家数の62.4％を占める．また，2015年の農業従事

第６図
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小宮作地区における経営耕地面積別農家
数（2005，2010，2015年）
（農林業センサスにより作成）

一戸当たりの平均経営耕地面積をみると，小宮
作地区は143.5aであった（第４図）．旧波野村に

Ⅱ

キャベツ生産の変遷

属する中では仲作地区（197.5a），下津地区（146.1a）

Ⅱ－１

に次いで大きかった．普通畑の面積は，約29ha

本節は，日本におけるキャベツの導入から第二

を有し，鹿嶋市全体の中では最大の普通畑面積と

次世界大戦以前までを清水（2008）の記述をもと

なっていた（第５図）． 農業経営体の面積規模に

にまとめ，1970年代以降は第８図をもとに，全国

着目すると，農業経営が１ha未満である農業経営

農業地域別にキャベツの生産動向について概観す

体は2005年には15経営体存在していたが，2015年

る．

には８経営体に減少している（第６図）．一方，

日本におけるキャベツ生産

キャベツは江戸時代末期に居留外国人によって

農業経営が１ha以上である農業経営体は13経営

栽培されたのが，日本におけるキャベツ栽培の始

体から17経営体に増加しており，特に２ha以上

まりとされる（清水，2008）．その後，明治時代

で農業経営を行なっている経営体は１経営体から

初期には外国人居留地周辺の篤農家等により居留

５経営体に増加している．このように，2005年と

外国人向けのキャベツが生産され，日本人による

2015年のデータを比較すると，経営面積の小規模

キャベツ栽培が開始された．しかし，居留外国人

な農業経営体は減少している一方で，経営面積の

の一部のみの需要であったことから，キャベツの

大規模な農業経営体が増加している．経営耕地面

生産量はごく少量であった．

積規模では1.0haから1.5haが中央値であり，販売

日本においてキャベツの生産が増加するのは，

金額規模では200万円から300万円が中央値となっ

明治政府によってキャベツを含む外来野菜の導入

ている．第７図には小宮作地区における農業就業

が殖産興業政策の一環として推進されたことに

人口の年齢層別割合を示した．農業就業人口は55

よる．1871年に北海道へキャベツが導入される

人であり，そのうちの65％は65歳以上の高齢者が

と，1881年には道内の複数地域で生産が定着した．

占めていることがわかる．

1874年には，栽培適地を把握するために，内藤新
宿試験場が全国的にキャベツの種子を配布してお
り，東山および北陸地方で栽培の成功率が高く，
関西以西では成功率が低いという結果を得てい
た．しかし，キャベツの調理法が日本の食習慣と
大きく乖離していたことにより，1900年代に入っ
てもキャベツの生産は，北海道と東北地方の北部
において進展したのみであった．
キャベツの生産が急激に増加するのは，1920年
代からであった．長野を含めた寒冷地や，大都市
近郊での作付面積が増加した．この頃になると，
キャベツの調理法が考案されて普及したことで，
食生活に浸透し始めた．加えて，民間育種家によ
る国産品種の開発や，収穫期の異なる作型でキャ

第７図


小宮作地区における年齢層別農業就業人
口割合（2015年）
（農林業センサスにより作成）

ベツが栽培されたことにより，長距離輸送や周年
出荷が可能となり，全国的にキャベツ生産地域が
拡大した．その後，第二次世界大戦を経験する
が，戦後の食の西洋化や高度経済成長による消費
需要の拡大等により1960年代後半に，日本におけ
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るキャベツ作付面積が最大になるまで，キャベツ

ベツ生産が少なく，研究対象地域から遠方にある

生産は増大した（清水，2008）．

岐阜県を除いた関東甲信地方におけるキャベツ生

1970年代以降のキャベツの作付面積は３万ha

産の発展についてより詳細に検討する．

台から４万ha台で増減しており，収穫量は130万
Ⅱ－２

ｔから170万ｔの間で推移している（第８図）．

関東甲信地方におけるキャベツ生産の
発展

2000年代前半には収穫量が低迷するが，2000年代
後半以降は微増傾向にある．2018年におけるキャ

2018年の関東甲信地方におけるキャベツ収穫量

ベツの収穫量は146.7万ｔとなっている．全国農

を第９図に示した．総収穫量は群馬県（27.6万t）

業地域別で検討すると，関東・東山が概ね60万ｔ

が最も多く，千葉県（12.5万ｔ），茨城県（11.0万

台の収穫量となっており最大である．続いて収穫

t），神奈川県（7.1万t），長野県（6.9万t）と続く．

量が多いのが東海であり20万ｔ台後半の収穫量と

群馬県におけるキャベツの大半は夏秋キャベツが

なっている．早期にキャベツ栽培が普及した北海

占めている．同様に，長野県でも収穫量の多くを

道に関しては10万ｔ以下での推移となっており，

夏秋キャベツが占める．千葉県，茨城県，神奈川

近年は５万ｔ程度の収穫量である．西日本では九

県では春キャベツないし冬キャベツの収穫量が卓

州での収穫量が多く，2018年には20.5万ｔとなっ

越しており，特に神奈川県では春キャベツが収穫

ていた．日本におけるキャベツの栽培は関東・東

量の６割程度を占める．茨城県では，春キャベツ

山が他の地域を圧倒している．

と冬キャベツの収穫量が多く，それぞれ収穫量の

本稿の研究対象地域である小宮作地区が位置す

４割程度である．また，千葉県や神奈川県とは異

るのは，この関東・東山である．次節では，キャ

なり，茨城県では夏秋キャベツの収穫も２割程度

第８図

全国農業地域別キャベツの収穫量（1973～2018年）



（野菜生産出荷統計により作成）
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みられる．このように関東甲信地方におけるキャ

越し，高地の冷涼な気候を活かした栽培が行われ

ベツ生産は，群馬県と長野県は夏秋キャベツが卓

ている．一方，神奈川県を筆頭に千葉県や茨城県
では，比較的温暖な気候を活かした春キャベツお
よび冬キャベツが栽培されていた．以下では，冷
涼地および温暖地におけるキャベツ栽培の発展を
代表的な主要生産地をもとに検討する．
群馬県嬬恋村は関東甲信地方において最も大規
模な産地であり，全国的に見ても第一位の生産量
を誇るキャベツの主要生産地となっている．嬬恋
村において，キャベツの生産を開始したのは1910
年頃であった（第１表）．その際の作付けは試作
である．1932年に長野県上田市の青果商人（青木
彦治氏）の生産奨励によって，嬬恋村において夏
キャベツの商品化栽培が開始された．それにより
キャベツの作付け面積が増加した．嬬恋村は1946

第９図

関東甲信地方におけるキャベツ収穫量
（2018年）



（野菜生産出荷統計により作成）

第１表



年に東京都の野菜供給基地としての指定（食糧緊
急措置令）を受けた．これを契機に量産のための
施策として緊急開拓事業の開始，栽培技術の指導，

関東地方および小宮作地区におけるキャベツ生産に関わる主な出来事

（澤田（1982），加藤（1983），李（1998）群馬県農政部蚕糸園芸課（2016）および聞き取り調査により作成）
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集出荷体制の確立が図られた，1948年に村内に４

地を確保できなかった．そのため，小宮作地区に

つの農協が発足し，次第に産地としての機能が整

おける農業経営は不安定であった．こうした農業

備された．その後，1966年には国の夏秋キャベツ

を改善するため，1965年頃にキャベツ栽培が開始

の指定産地となり，群馬県嬬恋村は全国有数の夏

された．当時導入された品種は金系１号であっ

秋キャベツの主要生産地となった．

た．導入当初の計画では，銚子市に比べ気温の低

千葉県銚子市におけるキャベツ栽培は1953年の

い鹿嶋市では，銚子市の収穫が一段落する５月末

試作から始まった．当時の銚子市における畑作で

に収穫する予定であったが，予想通りの成果は得

は，夏作のサツマイモと冬作の麦類とが栽培の中

られなかった．したがって，銚子市に栽培技術等

心であった．しかし，サツマイモの価格は安定せ

を学ぶため何度も視察に赴き，小宮作地区におけ

ず，麦類は秋落ちにより生産が不安定であったた

るキャベツ栽培を確立していった．こうした先駆

め，農家の青年層を中心に新作物の導入が検討さ

者による取り組みの中で，他の大規模生産地との

れた．その結果，新品目として「甘藍（キャベツ）」

競合を避けるために端境期に出荷できるよう様々

の導入が決定された．1954年には，作型および品

な品種が試され，春キャベツの主力品種となる金

種の選定，栽培技術の獲得などを目的として，先

系201が小宮作地区でも導入された．また，キャ

進地であった静岡県富士市および静岡県農業試験

ベツは栽培管理が少なく，出荷後，すぐに収益に

場を視察した．1955年には，東北方面（会津若松

つながったこともあり，段階的にキャベツの栽培

市場）への市場調査を実施し，その成果をもとに

面積は拡大されていった．

銚子市周辺における栽培基準を設定した．また，

1960年代後半は，鹿嶋市において鹿島開発が進

1956年には市場動向に合わせて，キャベツの栽培

行した時期であった．この鹿島開発により発生し

型を普通栽培型から，春キャベツを栽培する作型

た土砂は小宮作地区周辺の不連続な鹿嶋台地の埋

となる極早生栽培型へと変更した．1957年には「灯

め立てにも利用された．この埋め立てにより，小宮

台印」をトレードマークとした銚子市蔬菜出荷組

作地区の台地上には広大な平地が造成され，農地

合連合会が設立された．その後，1966年には国の

として利用されることとなった．1990年代には，台

春キャベツの指定産地となり，千葉県銚子市は全

地上部で土地改良，区画整理事業が行われ，現在

国有数の春キャベツの主要生産地となった．

では区画された農地でキャベツが栽培されている．

神奈川県三浦市では，寒玉系の冬キャベツを栽

他方，小宮作地区の低地部では，低収益性を解

培していたが，1960年代前半に春キャベツが導入

消するため，高度経済成長期にビニール水田の整

され，早春キャベツと春キャベツの作型を確立し

備や鹿島南部農業水利事業，土地改良が行われた．

た．1966年に春キャベツの国の指定産地となり，

しかし，一連の改善が終了するころには，生産調

1980年に早春キャベツも国の指定産地を受けた．

整や米価の低迷，農業機械が高価であるといった

現在では，早春キャベツと春キャベツとは三浦市

理由から水稲作は儲からない農業となっており，

の特産品として知名度が高い．

耕作放棄されるか，キャベツなどの畑作に転換さ

本稿における研究対象地域である茨城県鹿嶋市

れた．

小宮作地区は，上述の千葉県銚子市に近接するこ
とから，銚子市におけるキャベツ栽培の影響を受
けながら展開してきた．聞き取り調査によると，

Ⅲ

小宮作地区におけるキャベツ生産と流通

小宮作地区では，水稲作と麦や甘藷を中心とした

Ⅲ－１

キャベツ生産の特徴

畑作とを合わせた多品目経営が行われていた．し

１）土地利用

かし，砂丘地帯では土地条件に恵まれず，鹿嶋台

2019年５月28日に，研究対象地域である小宮作

地も不連続な箇所が多かったことから大規模な農

地区および隣接する神向寺地区の一部について土

－141－

地利用調査を行った（第10図）．土地利用調査の

定食屋や宿泊施設といった店舗もみられる．農地

対象範囲の東は太平洋に面している．また，調査

は家庭菜園を行う畑地が若干数みられた．

対象地の中央を段丘崖が南北に縦断し，段丘崖よ
り西は台地であり，東は低地となっている．調査

２）キャベツの栽培暦

対象地の中央では段丘崖に並行して県道255号線

小宮作地区における農業経営は，主に夫婦や親

が縦断している．

子といった家族経営であり，多くの農業従事者は

調査対象地の西部である台地上は，格子状の区

高齢者であった．恒常的に家族外労働力を雇用し

画において，露地栽培を行う畑地が卓越する．調

ている農家はほとんどみられなかったが，収穫期

査を行なった時期では未作付地が大半を占めた

などの繁忙期には，普段は農業に従事していない

が，調査対象地の随所において，キャベツの作付

子弟が農作業を手伝ったり，地域外の労働力を５，

けが行われている畑地や，家庭菜園が行われてい

６人ほど雇用したりする農家がみられた．こうし

る畑地がみられた．未作付地の中には，緑肥の栽

た家族経営を基本としながら，小宮作地区の畑地

培が行われている畑地もあった．また，南部では

の大半ではキャベツの露地栽培が行われている．

ジャガイモの作付けを行なっている畑地や，花き

第11図に小宮作地区におけるキャベツの栽培暦

の栽培を行なっているビニールハウスもみられ

を示した．小宮作地区では主に春季に収穫される

た．一方で，北部では耕作放棄地や荒地が南部に

春キャベツと冬季に収穫される冬キャベツが栽培

比較して多くみられた．また，対象地の北を走る

されている．春キャベツは，９月上旬から10月下

道路沿いにおいて宅地が卓越し，店舗や店舗兼住

旬にかけて播種が行われる．現在，播種はシーダー

宅も確認できた．小宮作地区より北部の鹿島台地

テープを用いる方法が主流である．その後，11月

上は，平坦な地形が連続していたため農業利用が

のうちに定植機を用いて定植が行われる．定植が

卓越していたが，小宮作地区では起伏に富んだ地

行われたキャベツは冬季のうちに生育し，３月か

形であったため，林地が広がっていた．しかし，

ら５月にかけて収穫が行われる．なお，収穫時期

鹿島開発以降の土地改良により平坦な地形とな

は各年の気候や他産地の収穫状況によっても左右

り，農業や宅地としての利用が進んだ．

される．小宮作地区においてこの時期に収穫され

調査対象地の中央に広がる低地も格子状の区割

る品種は金系201が主であった．

りがなされているが，一筆あたりの面積は台地上

一方で，冬キャベツは８月から９月中旬にかけ

よりも大きい．台地上と同様に未作付地が卓越し

て播種が行われ，９月上旬から10月中旬にかけて

ているが，耕作放棄地も目立った．また，水田も

定植が行われる．その後，11月中旬から３月にか

随所にみられた．大規模な施設園芸もみられ，花

けて収穫が行われる．小宮作地区においてこの時

きやキュウリが栽培されている．南部では宅地や

期に収穫が行われる品種は春系305をはじめ，う

家庭菜園が行われる畑地が卓越している．この低

め吉，冬のぼり，彩音などが挙げられる．冬キャ

地部は1970年頃から土地改良が行われ，水稲の栽

ベツは生育速度が遅く，割れてしまうことが少な

培が行われるようになった．しかし，収益性の悪

いため，近年では春キャベツの栽培から冬キャベ

化により，水田はキャベツ等の畑作に転用された

ツの栽培に移行する農家も増えている．また，春

り，耕作放棄されたりした．

キャベツは葉が柔らかく生食に適しているのに

調査対象地の東部は比較的起伏に富んだ地形を

対し，冬キャベツは葉が硬く，日持ちも良いた

しているが，海岸沿いには防砂林が広がり，その

め，加工用として用いられることが多い．小宮作

内陸では宅地が卓越する．宅地は旧来の日本家屋

地区では，以前は春キャベツのみの栽培であり，

が主であるが，中には高度経済成長期以降の建造

冬季は東京などに出稼ぎに赴く農家もいた．しか

と思われる集合住宅も何箇所かみられた．また，

し，冬季に栽培可能な冬キャベツが導入される
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第10図

鹿嶋市小宮作地区の土地利用（2019年）



（現地調査により作成）
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第11図

小宮作地区における春・冬キャベツの栽培暦（2019年）



（聞き取り調査および種苗店提供資料により作成）

と，次第に冬キャベツの栽培が増加した．

１人，会計が１人，加えて，組合員数に応じて３

春キャベツおよび冬キャベツの収穫が行われな

～５班に組合員を分け，各班に班長という連絡役

い，５月から６月にかけて初恋やたちかぜ，来喜

を設けていた．最盛期には少なくとも20人以上の

などの品種を収穫する農家もみられる．しかし，

組合員が加入していたようだが，現在の組合員は

初夏から夏季にかけては休耕する農家が多い．休

40歳代の組合員が２人，50歳代の組合員が２人，

耕中はキャベツ栽培の後始末や，堆肥の追加，緑

60歳代の組合員が３人，70歳代後半の組合員が１

肥の栽培などを行っている．

人，80歳代の組合員が１人の10人である．このう
ち，60歳代の組合員の１人は，別の市場に出荷し

Ⅲ－２

キャベツ流通の特徴

たいという理由から，現在は丸宮出荷組合を通じ

現地調査を実施した2018年秋から2019年春にか

ての出荷は行っていない．

けての小宮作地区におけるキャベツの出荷先とし

丸宮出荷組合における出荷方法は個選共販を採

ては，任意出荷組合または個人による地方卸売市

用しており，水戸市公設地方卸売市場にキャベツ

場への出荷，JAを通じた出荷，店舗を構えた青

を出荷している．組合員は自前のトラックで水戸

果組合への出荷の３つが存在した．

公設地方卸売市場にまでキャベツを運搬し，卸売

任意出荷組合としては，丸宮出荷組合と丸波出

市場にて，キャベツを出荷する際には，丸宮出荷

荷組合の２つが存在する．丸宮出荷組合は，小宮

組合のキャベツとして取り扱ってもらっている．

作地区のキャベツ農家によって組織された任意出

他方の丸波出荷組合は旧波野村のキャベツ農家

荷組合である．設立年代は不詳だが，小宮作地区

が公設鹿島地方卸売市場へと出荷するために組織

にキャベツ栽培が導入されて以降，比較的早期に

した任意出荷組合である．丸波出荷組合に関して

設立されたようである．設立の経緯は生産者の組

も設立年代は不詳だが，公設鹿島地方卸売市場に

織する組合または団体を通じて農産物を出荷する

キャベツを出荷するために組織された組合である

ことで，卸売業者より総取扱金額に応じた出荷奨

ことから，当該市場が設立された1982年以降に組

励金が得られるためであった．丸宮出荷組合では

織されたと思われる．丸波出荷組合には組合長が

卸売業者からの出荷奨励金を積み立て，銚子市等

１人と会計が１人おり，任期は２年である．丸波

の先進地への視察旅行や，慰安旅行，懇親会等の

出荷組合の出荷方法も丸宮出荷組合と同様，個選

経費に利用した．一時期は婦人部も組織し，女性

共販であり，組合員は自前のトラックで公設鹿島

だけで慰安旅行に行くこともあった．また，丸宮

地方卸売市場へとキャベツを運搬し，丸波出荷組

出荷組合では品種などの情報共有や，資材の共同

合のキャベツとして出荷している．

購入をするなど，キャベツ栽培の振興のために協
同してきた．

個人による地方卸売市場への出荷は，高齢化や
方針の違い等の理由で任意出荷組合を脱退した農

組織の体制としては組合長が１人，副組合長が

家が多いようである．高齢化を理由に個人による
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地方卸売市場への出荷を選択した農家は，最も近

臨時雇用がみられ，他の類型と比較して労働力が

接する公設鹿島地方卸売市場へとキャベツを出荷

潤沢である．そのため，畑地面積やキャベツ作付

している．一方，個人による地方卸売市場への出

面積は200aから300aとなっており，他類型より大

荷を選択している農家のなかでも，農業労働力に

規模な経営であった．畑地は全てが自作地である

比較的余裕のある農家は水戸市公設地方卸売市場

農家２のような事例や，多くが借地である農家１

へと出荷していた．

のような事例もみられた．また，冬キャベツの作

小宮作地区においてJAにキャベツを出荷する

付面積の割合が他類型と比較してやや大きい傾向

農家は少数であった．小宮作地区においてJA出

がある．作付しているキャベツの品種数は春キャ

荷が低調な理由としては，早期に任意出荷組合が

ベツと冬キャベツとでそれぞれ３品種から５品種

設立され，地方卸売市場への個選共販体制が確立

ずつであり，他類型と比較してより多くの品種を

していたことに加え，JA出荷で発生する手数料

作付している．任意出荷組合への加入は，２農家

が高いことや，選果が厳しいことなど，JAの集

が丸宮出荷組合に加入し，ほか２農家は不明で

出荷体制に対する不満が挙げられる．また，店舗

あった．類型Ⅰの農家群は小宮作地区においては，

を構えた青果組合へと出荷する農家もみられた

積極的にキャベツを栽培している農家群である．

が，この青果組合では畑での集荷を実施してお

類型Ⅱとした農家５〜７は，全ての農業従事者

り，地方卸売市場への出荷やJAへの出荷のよう

が60歳代以上であるが，労働者を常時雇用してい

なキャベツの運搬に関わる煩雑さがなかった．

る農家もみられた（農家５）．経営している畑地
面積やキャベツ作付面積は150aから200aと，類型

Ⅲー３ キャベツ農家の類型化

Ⅰと比較して小規模である．冬キャベツの作付面

小宮作地区におけるキャベツの栽培状況を明ら

積より春キャベツの作付面積がやや大きい傾向に

かにするために，農業労働力，経営規模，出荷先

あった．また，栽培品種に関しては２戸の農家で

および出荷方法等について聞き取り調査を実施し

は冬キャベツの栽培品種が複数みられたが，類型

た．聞き取り調査の対象は，小宮作地区において

Ⅰと比べて少品種であった．３戸の農家のうち２

農業を営んでいる農家であり，15戸から回答を得

戸の農家が丸宮出荷組合に所属していた．類型Ⅱ

ることができた．2015年の農林業センサスによる

の農家群は，春キャベツの栽培に重きを置いた農

と，小宮作地区において野菜類を生産している経

業経営を行っており，小宮作地区において行われ

営体数は24経営体であり，半数以上に対して聞き

てきた春キャベツを中心とした作型を継続する農

取り調査を実施していることから一定程度の代表

家群である．

性を有している．本研究では，小宮作地区におけ

類型Ⅲとした農家８〜12は，農業従事者の年齢

る農家を，作物を出荷している市場によって類型

構成が60歳代以上であり，労働者を雇用している

化し，水戸市公設地方卸売市場と公設鹿島地方卸

農家はみられなかった．畑地面積やキャベツの作

売市場の双方に出荷している農家群を類型Ⅰ，水

付面積は，100a程度の比較的小規模な経営がみら

戸市公設地方卸売市場のみに出荷している農家群

れる一方で，借地を用いて200a程度の経営を行な

を類型Ⅱ，公設鹿島地方卸売市場のみに出荷して

い，300a程度のキャベツの作付けを行なっている

いる農家群を類型Ⅲ，いずれの卸売市場にも出荷

農家８のような事例もみられた．春キャベツと冬

していない農家群を類型Ⅳとした（第12図）．

キャベツの作付面積はおおむね同程度であるが，

類型Ⅰとした農家１〜４は，農業従事者が家族

類型Ⅱと同様，冬キャベツにおいて多くの品種を

内労働力を中心としており，２世代にわたって農

作付けしている．農家８〜12の５戸の農家全てが

業に従事している農家が３戸みられる．また，家

丸宮出荷組合もしくは丸波出荷組合に加入中，ま

族内労働力の少ない農家２であっても５人程度の

たは加入していたことがあるが，丸宮出荷組合を
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第12図

小宮作地区におけるキャベツ栽培農家の経営形態（2019年）



（聞き取り調査により作成）

脱退している農家が４戸と多くなっていた．脱退

て育てる「汐菜キャベツ」の栽培をしていた．

した理由としては，高齢化に伴い水戸市公設地方
卸売市場までキャベツを運搬するのが体力的に困
難となったことを挙げており，小宮作地区から最

Ⅳ

小宮作地区における任意出荷組合の意義

寄りの公設鹿島地方卸売市場に出荷するように

小宮作地区においてキャベツが導入されたのは

なっていた．類型Ⅲの農家群は，高齢化による体

1965年頃であり，千葉県銚子市におけるキャベツ

力の低下の中で出荷先を変更することで営農を継

栽培の成立以降であった．すでに銚子市をはじめ

続している農家群であった．

とする他産地のキャベツが関東圏で広く流通して

最後に，類型Ⅳとした農家13，14は水戸市公設

いたことから，小宮作地区では，銚子市産のキャ

地方卸売市場および公設鹿島地方卸売市場のいず

ベツの出荷量が減少し，夏秋キャベツの出荷量が

れにも出荷していない農家である．農家13は青果

増加してくるまでの端境期を狙って生産が推進さ

組合に出荷しており，農家14はJAなめがたしお

れた．その際，好要因となったのが，鹿嶋市と銚

さいに出荷している．いずれの農家も他類型と同

子市との月別平均気温の差である（第13図）．鹿

様，おおむね60歳代以上の家族内労働力を中心と

嶋市と銚子市とでは，６月から８月にかけては，

して経営を行なっており，キャベツの作付面積は

鹿嶋市の方が平均気温は高くなるが，春キャベツ

100aから200a程度であった．農家14はJAなめが

の播種から定植，収穫の期間となる９月から翌年

たしおさいが取り組む，生育段階に海水を噴霧し

５月までの期間は，銚子市よりも鹿嶋市の方が平
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他方，大規模キャベツ生産地域で大勢となりや
すいJAへの出荷は，小宮作地区では１戸のみで
あった．小宮作地区の農家の多くは，JAへ出荷
すると発生する手数料を嫌厭していた．JAとし
ては，汐菜キャベツを考案するなど付加価値を高
める努力をしているが，複数回の海水の噴霧など
が生産管理に追加されることを煩雑に思う農家が
多数みられた．
個選共販を採用する任意出荷組合に加入する
キャベツ農家を中心に成立してきた中規模キャベ
ツ生産地域である小宮作地区であるが，近年では
他産地との競合や生産者の高齢化といった課題を
抱えている．前者に関しては，他産地の出荷期間
が長期化してきており，小宮作地区における従来
第13図


鹿嶋市および千葉県銚子市における月別
平均気温
（気象庁データにより作成）

の春キャベツの出荷時期での取引価格が不安定に
なっている．実際，高田ほか（2013）等では，三
浦半島において４月から５月に収穫できる栽培技
術の検討が行われており，日本におけるキャベツ

均気温は低くなる．12月と１月には２℃以上も鹿

生産では端境期が縮小してきている．これに対し

嶋市の方が平均気温は低くなっており，積算温度

て，小宮作地区でも多品種化を図ることで出荷期

が結球に関係するキャベツでは，銚子市より鹿嶋

間の長期化に取り組んでいる（第14図）．

市の方が結球に時間を必要とし，出荷時期を遅ら
せることが可能であった．

具体的には，春キャベツである金系201の収穫
後から６月末まで収穫が可能な品種が導入されて

銚子市よりも遅く，高冷地輸送園芸地域よりも

いる．初恋やたちかぜ，来喜といった品種が金系

早い時期でのキャベツの生産に成功した小宮作地

201以降に収穫される品種である．特に来喜は播

区では，卸売市場の近接性と卸売市場の有する転

種が１月以降となっており，初恋やたちかぜより

送機能を活用するために，水戸市公設地方卸売市

も遅い．１月以降の播種ならば，冬キャベツの収

場へキャベツの出荷を開始した．卸売市場へ出荷

穫の終わった圃場を利用して播種および育苗が可

するにあたり，出荷奨励金を得るために成立した

能となる．冬キャベツにおいても多品種化は進め

のが丸宮出荷組合であった．丸宮出荷組合では，

られており，品種の選択は，割れにくい，病虫害

出荷奨励金を積み立て，キャベツ生産の振興と組

を受けにくい，大きさが揃う，栽培しやすいといっ

合員の親睦とのために活用し，キャベツ生産地域

た条件のもと，各々の農家が行っており，様々な

としての発展に貢献してきた．また，任意出荷組

品種を試作する農家もみられた．新品種の普及に

合で課題となりやすい出労負担に関しては，個選

おいては，JAへの出荷が卓越していればJAの役

共販を採用することで軽減していた．公設鹿島地

割が大きいが（羽田，2017），小宮作地区におけ

方卸売市場が開場すると，丸波出荷組合が発足し

るキャベツ農家の多くは種苗店や農業資材店から

た．こうして，丸宮出荷組合と丸波出荷組合の２

キャベツの品種選択に関わる情報と種子とを入手

つの任意出荷組合が成立したことで，市況や営農

していた．小宮作地区の周辺には３軒の種苗店と

状況に合わせて，小宮作地区の近隣に位置する卸

１軒の農業資材店があり（第15図），キャベツ農

売市場への出荷を可能とする体制が構築された．

家は種苗店Ａ以外からキャベツの種子を購入して
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第14図

小宮作地区におけるキャベツ主要品種の栽培暦



（聞き取り調査および種苗店提供資料により作成）

かし，水戸市公設地方卸売市場よりも近接したと
ころに公設鹿島地方卸売市場があることから，営
農を中止するには至っていない．任意出荷組合に
加入しないで公設鹿島地方卸売市場に出荷を行う
農家もみられるが，こうした公設鹿島地方卸売市
場への出荷は丸波出荷組合が出荷を続けてきた背
景があることで，小宮作地区のキャベツの受け入
れに繋がっていると考えられる．

Ⅴ

おわりに
本研究は，千葉県銚子市という大規模キャベツ

第15図

小宮作地区周辺における種苗店，農業資
材店，卸売市場の位置

生産地域に近接した地域に成立した中規模キャベ
ツ生産地域である鹿嶋市小宮作地区を事例に，中
規模キャベツ生産地域の存続形態について明らか

いた．小宮作地区のキャベツ農家は品種選択だけ

にしてきた．そのなかで，任意出荷組合が首都圏

でなく，播種や収穫の時期，使用する農薬といっ

に位置する中規模キャベツ生産地域の成立と存続

た営農情報も種苗店や農業資材店から得ることが

に寄与してきたことを示した．

多く，どの種苗店あるいは農業資材店と取引を行

大規模キャベツ生産地域では，大量出荷により

うかは営農指導の能力が判断材料の一つとなって

市場占有率を高められることから高価格取引が可

いた．

能である．そのため，JAを通じた卸売市場への

後者の生産者の高齢化に関しては，第12図から

出荷が多い．一方，小宮作地区のような中規模キャ

もわかるように，生産者の多くが70歳以上の高齢

ベツ生産地域では，大規模生産地域の出荷量に押

者となっている．体力の低下から，長距離のキャ

され，端境期を狙った出荷や地方卸売市場への出

ベツの輸送は負担が大きくなってきており，水戸

荷が利用される．その際には，任意出荷組合を通

市公設地方卸売市場への出荷を中止するとともに

じた出荷が行われていた．こうした任意出荷組合

丸宮出荷組合を脱退する農家が増加している．し

では個選共販が採用され，出労機会はほとんどな
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く，JAのような厳しい規格の統一もみられない．

荷では農業経営が安定しない．したがって，加工

個人で選果し，個人で卸売市場にまで運搬してい

用としての需要があり，価格の安定している冬

る．一見すると個人による卸売市場への出荷にさ

キャベツの生産を推進したり，春キャベツ以降に

えみえる．しかし，こうした「緩い集団」とも言

収穫できる品種の導入を進めていたりした．しか

える任意出荷組合の存在が，小宮作地区という中

し，こうした変化は，主要生産地としての結束を

規模キャベツ生産地域を存続させてきた．

低下させており，今後，主要生産地としての形態

しかし，近年は品種改良や栽培技術の進展に伴
い，大規模キャベツ生産地域における収穫期間が

がどのように変容していくのかは継続的に検討し
ていく必要がある．

長期化してきており，端境期の期間が縮小してい

また，大規模キャベツ生産地域における収穫期

る．加えて，生産者の高齢化も進行している．任

間の長期化は，これまでの自然環境の差異を活用

意出荷組合は高齢化の煽りを受けて組合員が減少

した主要生産地によるリレー出荷の在り方を変容

しており，その存続が危惧される．他方，任意出

させている．特に，端境期出荷という戦略で存続

荷組合に加入していたために，JAとの紐帯の弱

してきた中規模主要生産地の存続を困難にしてい

かった小宮作地区のキャベツ農家は，キャベツ生

る．今後，こうした中規模主要生産地が淘汰され

産に関わる変化に対して各農家が柔軟に対応する

ていくのか，新たな存続戦略を見出していくのか

ことができている．近年は春キャベツの端境期出

を詳らかにしていくのも，今後の課題である．

本稿の作成にあたり，小宮作地区住民の皆様や，種苗取扱店の皆様には現地調査に際しまして多大なる
ご協力を賜りました．末筆ながら厚く御礼申し上げます．
［注］
１）全国の産業別就業人口割合は，第一次産業が4.0％，第二次産業が25.0％，第三次産業が71.0％である．
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