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沖縄農業振興の課題

1.沖縄農業振興の意義

沖縄農業は,今日,農家戸数 4.4万戸,耕地

面積 4.5万 ha,農 業従事者数 11.4万人,農業

粗生産額 1,068億 円となっている。

南北に細長いわが国の南端にある沖縄は,亜熱

帯地域に属 し, 自然的条件が異なるうえ,地理的

にも遠隔地にある。さらに,昭和 47年 5月 に本

土に復帰するまでの 27年間にわたって,ア メリ

カの施政権下にあり,政治的,経済的にも異質な

環境下におかれていた。「基地」として農地が接

収されたため,農地の縮小をよぎなくされ,「基

地こそ沖縄の資源」「基地こそ沖縄の最良の作物」

といわれたように,基地依存の経済構造をよぎな

くされ,第 1次産業,第 2次産業のウエイトが小

さく,第 3次産業の突出した産業構造を特徴とし

ている。

本土復帰後は,「沖縄振興開発特別措置法」に

よって,本土との経済格差を縮小させるため,多
くの資金が投入され,沖縄経済の振興開発施策に

とりくんできた。沖縄農業の振興対策として,土
地改良事業や農業構造改善事業を主体とした農業

生産力の向上が図られてきた。

この結果,野菜,花き,畜産などを中心に農業

粗生産額の大幅な増大がみられ,沖縄農業の発展

はめざましい動きを示している1)。

だが,わが国の農業をとりまく環境はきびしい

状況にあり,国際化時代を反映して農産物の自由

化問題,米の生産制限問題,農業労働力の高齢化

・後継者不足問題,経営規模と農地流動化問題な

ど,数多くの難問をかかえている。こうした日本
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農業の動向の中にあって,沖縄農業はどのように

位置づけられるのであろうか。日本農業の一部門

として沖縄農業を振興する意義はどこにあるか。

第一に,沖縄農業を振興する意義は,農業が沖

縄経済の産業基盤として最も重要な位置におかれ

ている点である。沖縄の産業構造は,第 3次産業

に大きく片よった構造となっているが,景気の循

環・変動によって就業条件はきわめて不安定であ

る。沖縄の失業率は高く,就業の場が十分に確保

されていない。若年層の Uタ ーン現象 (本土就職

者の離職率も高い)も みられるが, その受け皿が整

備されていないことは重要な問題といわなければ

ならない。 したがって,農業振興をはかることは,

沖縄の産業振興と就業条件の整備をねらう必要性

からも重要な意義をもつものといえよう。

第二に,沖縄の自然的,地理的条件を生かした

農業振興をはかることは,沖縄の産業振興にとっ

て地域資源の有効活用として重要な意義をもつも

のと考えられる点である。

沖縄の年間平均気温は 22.4℃ ,月 平均最低気

温 (1月 )16℃ ,月 平均最高気温 (8月 )28.1℃

(那覇)と いった気候条件は,農業を振興するう

えで優位な条件を備えている。本土復帰以後,急
速に伸長 した野菜,花きの生産増大は, 自然的条

件による生産コストの低位性が,本土の野菜,花
き産地に比較して,輸送コストを負担しうる競争

条件を生みだし,他産地との競合に耐えることが

できたからである。他産地と異なる出荷時期,い
わゆる端境期をねらいとした出荷が可能となるか

らである。他方では,亜熱帯気候に属する不利益

―
土壌流失,台風など

―
もあるが,冬期温暖
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というプラス面を生かした沖縄農業の有利な展開

条件を活用し,地域の特性にみあった沖縄農業を

振興する方向性は,十分に検討されるべき意義を

もつものといえる。

第二に,沖縄は数多くの離島によって構成され

ており,離島振興の見地から,農業振興が不可欠

である。離島の所得水準は低く,過疎化が進み.

地域の停滞化が問題となっている。「離島振興法」

による地域振興対策がとられているが,沖縄のよ

うに数多くの離島が点在している地域では,農業

振興を重点施策に位置づける必要があろう。

このように,沖縄にとって農業振興を考える意

義は大きく, きわめて重要な施策に位置づけられ

よう。本土復帰以後の沖縄農業の展開は農業振興

の可能性を示唆しており,今後さらに重点的な振

興対策にとりくむことが必要である。

2.本土復帰以後の沖縄農業

昭和 47年 5月 ,沖縄は本土に復帰し,27年間

におよぶ,ア メリカの施政権から解放された。ア

メリカ施政権下における沖縄農業の変化は戦前に

比較していちじるしいものであった。その端的な

現象は第 1次産業構成比率の大幅な縮小によって

示されている。戦前の所得構成比率は,第 1次産

業 52%,第 2次産業 18%,第 3次産業 30%で

あったが,昭和 46年には,そ れぞれ5.8%,19.9

%,74.3%と なっており,本土復帰後 もほぼこ

の比率で推移している。

沖縄農業の縮小は,戦後の農地改革も実施され

ず,農地を米軍基地として接収されたことによる。

農業経営基盤を喪失したため,基地関連施設への

就業によって第 3次産業への就業比率を高めてき

たのである。

本土復帰にともなって,沖縄と本土との経済格

差をうめるため「沖縄振興開発特別措置法」が制

定され,「沖縄振興開発計画」に基いて,沖縄の

経済開発が進められた。しかし,本土は,高度経

済成長期にあって,「日本列島改造論」に触発さ

れた土地開発ブームをよんだ時期にあたっていた

ため,本土資本の沖縄開発への進出をうながし,

無秩序な土地買い占めや乱開発が先行 してしまっ

た。とくに,「沖縄国際海洋博覧会」の開催は,

観光資本の先行投資をひき起し,無秩序な農地転

用や地価の上昇をまねき,沖縄農業の振興に多大

の影響をおよばしたのである。沖縄の観光開発ブ

ームによって,農家は農地を売却して離農し,あ

るいは兼業化を進行させたのである。とくに,兼

業農家の増大によって,土地利用率は低下し,さ

とうきび作の株出しによる粗放的土地利用へと転

化したのである。

だが, こうした乱開発に終止符がうたれ,沖縄

農業の新たな転換期をむかえることとなった。昭

和 48年 のオイル・ ショックを契機として,経済

成長は鈍化に転じ,土地開発ブームが沈静化した

のである。本上の野菜産地ではビニールハウスや

ガラス温室での加温コストが大幅に上昇 したため
,

生産コストも上昇したのである。このため,沖縄

の亜熱帯気候を利用して無加温で栽培することが

可能な野菜生産を成立させたのである。とくに,

本土との市場競合をさけながら端境期をねらいと

した野菜生産によって,沖縄農業の新たな展開が

始められたのである。昭和 49年以降,さ やいん

げん,かばちゃ,オ クラなどの本土出荷が拡大し.

さらに,電照ギク, リアトリス,サ ンタンカ,ヤ

シ類, ラン, グラジオラスなどの花き生産もいち

じるしく発展し,沖縄農業の成長がみられるよう

になった。

しかし,そ の後,野菜の本土出荷の比率はいぜ

ん高いものの,先導的役割を果たしてきた,かぼ

ちゃ, さやいんげん, オクラ, レタス, すいかな

どの停滞化のきざしをみせはじめた。これは,輸

入野菜の拡大にともなう競合が主たる要因と考え

られる
2)。

花きは,野菜のような停滞化現象はみ

られず,本土出荷を主体に生産を伸ばしているが,

花きの輸入量は毎年増加を続けており,今後の影

響を十分に考えておかなければならないであろう。

沖縄の主要切花であるキク類の輸入量は8.7%

であるが,価格上昇をねらいとしたラン類を導入

する農家が増加しているので, タイ, シンガポー

ルなど東南アジアからのラン類の輸入には注意を



はらう必要があろう
3)。

3.沖縄農業の振興作目と土地利用方式

沖縄農業は,農業粗生産額でみると, さとうき

びが 28.1%で トップの位置をしめ,野菜が 19.6

%で第 2位にランクされている。しかし,畜産

も重要な作日であり,豚,肉用牛,鶏肉,乳用牛

をあわせた畜産は野菜のウエイトをこえる。この

他に花きの伸長もいちじるしく,沖縄農業の作目

構成は変化しつつある。パイナップル,たばこな

どのウェイトは農産物自由化の影響を受けて今日

では大幅に縮小している。

このように沖縄農業にとって重要な部門を構成

している作目は,さ とうきび,野菜,畜産,花き,

といってよいであろう。とりわけ,さ とうきびは

沖縄農業にとって,長い歴史をもつ伝統的な主要

作目であり,今後の農業振興を図るうえでもベー

スにおかれるべきであろう。 しかし,さ とうきび

の農業生産性は低位であり, さとうきびの価格水

準の問題もあって,さ とうきびモノカルチャーに

よる展開のみでは農業所得を向上させることはむ

づかしい。したがって,野菜,花き,畜産との複

合化を図る展開が必要と考えられる。野菜,花き,

畜産の振興を図りながら,さ とうきびの安定的生

産をねらう作付体系の確立を図る必要があるとい

えよう。さとうきび十野菜,さ とうきび十花き。

さとうきび十畜産,野菜十畜産,花き十畜産,あ

るいは3部門の結合による農業振興対策が沖縄農

業の方向性とみられよう
4)。

沖縄のさとうきびは,長い伝統をもつ沖縄農業

の基幹作物であり,農家の 85.2%,耕地面積の

65.6%,農業粗生産額の 28.1%を しめており,

いぜんとして重要な位置におかれている。さとう

きびは,台風と千ばつに強く.沖縄の自然的条件

に最も適合した作物であり,価格が保障されてい

る作物である。

また,栽培体系は「春植え」と「夏植え」に分

けられるが,収穫した後に「株」を土中に残 し,

新しい芽を育てる「株出し」がおこなわれる。こ

の「株出し」は沖縄本島で多 くおこなわれ,宮古,
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八重山では少ない。この「株出し」によって,土
地利用は, さとうきびと他作物との結合が図られ

ることになる。しかも,さ とうきびは,エ ロージ

ョンの防止,地力維持,労働力の時期配分などに

効果をもち,沖縄農業の展開に重要な役割を果た

す作物である。 したがって,さ とうきびと他の作

目をいかに有効に組み合わせるかが重要な課題と

なる。

経済作物として,野菜,花きの進展が図られ,

今後もこれら作目の振興が必要であるが,さ とう

きびを縮小 し,単作化 した園芸作物の導入は,沖

縄の農業展開条件にそぐわない方式といわなけれ

ばならない。沖縄の今後の農業振興を図る方向は,

野菜,花きなどの園芸作物または畜産とさとうき

びの組合せによる土地利用体系の模索にあるとい

えよう。

たとえば,冬期の温暖な気候条件を利用して園

芸作物を導入し,夏期の台風,干ばつのシーズン

にはさとうきびを栽培する二毛作方式の確立が提

唱されている。

さとうきびの品種改良によって,4～5月 植え,

10～ 11月 収穫 (肥培管理期間約 6カ 月)で も 10a

当り 15ト ンの収量がみこまれる品種もあるとい

う。また,現状における園芸作物の導入は, さと

うきびとの複合化を考えていないため,冬期の圃

場をさとうきびが占有 し,園芸作物と競合してい

る。畜産においても,牧草が不足する1～ 3月 に

さとうきびの利用が考えられていないため,それ

ぞれが分離 したままにおかれ,複合化する形態に

なっていない。これを改善 して,土地利用の高度

化を図り,さ とうきびの後作に野菜や花きを作付

すれば病虫害や連作障害の防止となるうえ, さと

うきびの梢頭部の良質のものは,家畜の粗飼料と

して利用することもできるのである。

さらに,家畜の飼育によって得られた厩肥を土

壌に還元すれば,地力維持を図ることもできる。

このように,沖縄農業の振興は,さ とうきびと他

の作目 (園芸作物,畜産)を有効に結合させた土地

利用方式を確立することが求められている課題と

いえよう。

沖縄農業振興の課題



4.農業基盤整備の重要性

さとうきびと他の作目との組合せによる,複合化

を推進するために,農業基盤整備を図ることは,

とりわけ重要な課題となろう。とくに,沖縄は年

間 2,000 mmを こえる雨量があるが,降雨の季

節的バラツキがはげしく, しばしば干ばつによる

被害を受けている。また河川の流路は短かく,透

水性の強いサンゴ石灰岩一
いわゆる島尻マージ

ー
が分布しているため,保水力が乏しい。この

ためかんがい施設の整備が不可欠である。しかし,

かんがい不可能な農地が 2.3万 haも あり,農

業振興を図るうえの大きなネックとなっている。

農業基盤整備は,振興作目と土地利用方式に適合

した施設を地域の特性を十分に考慮して実施すべ

きである。

石垣島宮良川,名蔵川の国営かんがい排水事業

が大規模な農業用水確保をねらいとして進められ

ているが,他方では.多良間村のように地表水を

集水して築造した溜池に貯水する小規模なかんが

い施設なども有効であろう。宮古島の皆福ダムの

ように地下ダム方式による貯水も地域の特性を考

えた対応策の一つといえよう。

とくに,農地の保全,防災対策に留意した農業

基盤整備をおこない,農業生産性の向上を図るこ

とが重要である。すでに,沖縄には地域の集団的

対応により,農地の有効利用システムを図り,農

業基盤整備の促進,農業機械の有効利用,農外資

本によって買い占められた農地の買い戻しと不耕

作地の解消,作物別プロックローテーションによ

る土づくり,地力増進を図るために緑肥作物を栽

培し,畜産農家のふん尿を集落内の農家と交換し,

野菜の連作障害を防止している集落が各地に芽生

えつつある。農業基盤整備の進展による農業生産

条件の向上は,沖縄農業の振興に寄与することに

なろう。

しかし,亜熱帯気候に属する沖縄農業にとって,

農業生産基盤の整備は本土に比較 してより重要視

しなければならない特殊な条件下にあるにもかか

わらず,かんがい施設,ほ場整備ともに,そ の整

備率は低く,今後の課題として残されているとい

わなければならない。

農業基盤整備の課題は,基幹作物としてのさと

うきびの土地生産性,労働生産性の向上を図るこ

と,野菜,花き生産の展開条件を整備すること,

畜産の振興に寄与しうる粗飼料生産の確保を図る

こと,な どにおかれなければならない。とくに,

農業用水の確保は重要であり,かんがい排水施設

の充実とともに,農道,畑地の整備を推進するこ

とが必要である。しかも,農業基盤整備を推進す

るうえで,沖縄農業の地域的特性にも十分に注意

をはらうことが必要である。

沖縄における降雨量は,年間 2,000 mmを こ

え,年間蒸発量を上まわるが,周知のようにシー

ズン的にみると夏期の降雨量は蒸発量を下まわり,

水不足となっている。夏期の水不足のために,さ

とうきびの収量を停滞化させているが,水不足対

策を十分におこなえば,さ とうきびの収量を増大

させ, とくに,夏の防風対策が確保されることに

なれば, さとうきびの収量は上昇するといわれて

いる。

水の確保は,降雨量や,蒸発散の防止対策のみ

ではなく,土壌の保水力にも左右されるが,沖縄

の土壌,島尻マージは排水がよいため,保水力に

乏しく,干ばつの被害を受けやすい。 したがって,

防風林の設置による保水力の確保につとめなけれ

ばならないのである。

近年,本土出荷をねらいとして,急速に伸長し

てきた野菜生産も,本土の端境期にあたる冬春期

の出荷であり,沖縄における夏期の野菜生産は大

幅に不足しており,逆に本土から移入しているの

は,農業用水問題に影響された,農業生産活動の

シーズン的対応ギャップによるものである。もし,

夏期に台風や千ばつの被害をさけ,農業用水が十

分に確保され,安定的に供給されるようになれば,

野菜生産の周年化がおこなわれ,さ らには花き生

産の振興が一層進み,沖縄農業の生産性を向上さ

せることができるうえ,土地利用方式の高度化に

よって,農業所得水準の向上に結びつけることが

できるであろう。



このためにも,農業用水確保を中心とした農業

基盤整備の推進を図ることは,沖縄農業を振興さ

せるうえで,基本的な課題となるであろう。こう

した,農業基盤整備を底辺において農業の担い手

育成や,集落機能の活性化,な どのソフト面との

結合を図る,農業振興対策が求められているとい

えよう。

5。 農業の担い手と営農システム

沖縄農業の振興を図るためには,農業基盤整備

の推進とともに,農業経営の担い手の確保が重要

な課題であろう。今日の日本農業の就業構造は,

兼業化,高齢化の進展と農業後継者の不足とによ

って,農業の担い手の確保はきわめて深刻である。

このため農地の有効利用,さ らには農地利用の高

度化を図るための集団的対応が要請されている。

沖縄の産業構造は,第 3次産業のウェイトがと

くに大きく,第 1次,第 2次産業のウェイトが小

さいという特徴をもっているが,労働力市場のせ

まい沖縄では就業の場を確保するためにも農業の

重要性を強調しておかなければならないであろう。

こうした沖縄の就業構造は,本土に比較 して,

いくつかの特徴点を指摘できる。たとえば,農業

専従者のいない農家の比率は本土に比較して小さ

いうえ,農業専従者が女子だけという農家の比率

も沖縄では小さい。また,男子の基幹農業専従者

の比率は本土に比較 して高く,沖縄農業における

農業労働力の確保は良好といえる。

しかし,若年層の農業への新規就業がみられる

ものの,他方では,農業労働力の高齢化が進行 し

ていることは否めない。したがって,沖縄農業の

担い手,後継者問題を楽観視することはできない。

とくに,沖縄の農業後継者の動向には注目する

必要があろう。「あとつぎ」(16才以上の在宅して

いる男子で次代に世帯主となることが予定されている

者)がいる農家は,本土のそれに比較して少ない

が,あ とつぎが「 自家農業だけに従事」および

「自家農業に主として従事する」層は,本土に比

較してかなり多い比率となっており,沖縄農業の

後継者は十分とはいえないが,確保される傾向に
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あるということができよう。

しかし,他方では,あ とつぎや他出しているケ

ースも多くみられる。これは,沖縄が多くの離島

から構成されているという地域性を反映したもの

であり,重要な離島問題ともいえる現象である。

離島から他出しているあとつぎの多くは沖縄本島

に就職 しており,県外に他出するケースは比較的

少ない。県外に他出しても数年後には沖縄に U

ターンするケースも多く, こうしたタイプは沖縄

の特徴的なパターンとみられよう。

また,新規学卒者の農業就業比率は,中学校,

高校ともに本土に比較 して高く,ま た,近年では

本土か らUタ ーンして就農するケースも増加し

ており,50年以降におよそ 1,000人程度の Uタ

ーンによる就農があったものとみられる。これら

のケースでは,ほ とんどが野菜,花きを主要作目

に選択 して生産しており,農業基盤整備の進んだ

地域に Uタ ーン就農がみられることに注目して

おかなければならないであろう。

さらに,後継者を育成する機関として沖縄県立

農業大学校がある。これは,昭和 49年に設立さ

れた県立農業研修センターを前進させ昭和 53年

10月 に発足したものである。園芸科 (定員30名 ),

畜産科 (定員 10名)の専門課程に分かれている。

研修教育 として,経営実践学習 (11カ 月)や特別

実習 (ト ラクター免許,二級農業機械士,家畜人工授

精師免許等),先進農家巡還実習 (2カ 月),お よび

総括学習 (2カ 月)な どのカ リキュラムが組まれ

ており,農業後継者の育成に寄与している。応募

者は定員を上まわり,54～60年の倍率は 1.16～

1.95倍 となっている。卒業後直ちに農業に従事

した者は 56～60年に40.5～ 58.3%,卒業後の研

修を受けた後に農業に従事 した者は,5.1～ 43.6

%と なっており,近年では卒業後に研修を受け

てから農業に従事するケースが多くなっている。

入学者は沖縄本島 (南部,中部,北部),宮古,八

重山とほぼ均等に分布しており,卒業後は地域の

農業を担うリーダーとして活躍している。

このような農業の担い手の確保にともなって,

野菜,花き,畜産部門の振興が進み,沖縄農業を

沖縄農業振興の課題
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発展させ,本土復帰以後の沖縄農業の展開を,従

来のさとうきび依存型から複合型へと移行させた

が, このことによって沖縄農業の地域分化を一層

進行させることとなった。すでにのべたように,

今後の沖縄農業は野菜,花き,畜産を基軸にさと

うきびの結合による複合型の農業を展開すること

になるものと考えられるが,担い手の確保や兼業

化のいかんによって営農システムが問題になるも

のと思われる。

すでに今帰仁村などのケースにみられるように

集落営農システム
ー 専業農家も兼業農家も一体

となった土地利用システム
ー

の方向性がうちだ

されているが, この試みはそのまま今後の沖縄農

業の課題につながるものと思われる5)。

とくに,沖縄農業の生産性を向上させ,農業所

得の増大を図るための方向として,農業経営の複

合化が必要であることは,すでに指摘されている。

複合化を図るためにはただ単に複数の作目を導入

して結合させればよい, というわけにはいかない。

労働力の配分を考えた農作業体系とのかかわりで

検討されなければならないからである。とすれば,

農業労働力の確保される条件によって農家の対応

に差異を生ずるであろう。 したがって,野菜ある

いは花きに特化した農家が増加したとしても,地

力維持を図る必要が生じる。このためには,集落

内,あ るいは行政区域内,隣接市町村に畜産農家

があって,その堆厩肥を交換する地域複合システ

ムをつくることが必要である。

また,さ とうきびの輪作体系をつくることによ

って地力回復を図る作付体系が確立されなければ

ならない。こうした先進事例をすでにいくつかみ

ることができる。

豊見城村渡嘉敷集落では,農家の経営耕地の分

散,農外資本によって買占められた農地の放置,

農道の未整備,用排水路の管理問題などが発生し

ていたが,昭和 55年度農用地利用改善促進事業

を実施することとなり,地域農政集落推進員,園

芸農協組合長 (昭和27年に設立され,47年まで米軍

向け清浄野菜を共同出荷していた),渡嘉敷区長など

の集落のリーダーが中心となって農家との協議を

おこない,農業基盤整備の促進,農業機械の有効

利用,農外資本買占め農地の買戻し,不耕作地の

解消,作物ごとの集団化と土づくり,農業近代化

施設の整備などの推進にとりくむこととなった。

これらの組織は第 1図に示したとおりであり,各々

の部会ごとの活動の実践をとおして,「むらづく

り方策」を検討し,集落としての連帯を強め,農

業振興にとりくんでいるのである。とくに作付体

系の輸作の確立,兼業化 (那覇市に隣接している)

の進行による不作付地,荒 し作りの解消のため利

用権設定によって農地利用の高度化を図ること,

他集落 (出作,入作の調整)と の協調体制づくりに

とりくんでいるのである6)。

また,石垣市明石集落では,本土復帰以後本土

向け冬春期野菜の生産にとりくむため,農外資本

によって買占められていた遊休地を買戻し,干ば

つを防止するための土地改良事業やダム建設を進

め,野菜を生産団地を形成し,集落 ぐるみの農業

振興にとりくみ,成果をあげている
7)。

今帰仁村では,内発的な「第一次産業振興計画」

を村役場,村民,関係諸機関,団体が一体となっ

て作成し,集落農業をベースとした輪作体系への

とりくみをめざし,野菜,花きの生産をいちじる

(農用地の高度利用 )

(適地作目の選定、技術の習得 )

(優良子牛、子豚の生産 )

(適地作目の選定、技術の習得 )

(環境整備 )

渡嘉敷農用地利用

改善組合

農 地 管 理 部 会

部 会 菜 部 会役員会

畜 産 部 会

推進員 協力員 部 長

花 き 部 会

生 活 改 善 部 会

第 1図 渡嘉敷農用地利用改善組合



しく伸展 させ,農業所得の向上をうながし,U
ターン青年の増加がみられる農業発展地域として

注目されている。農業基盤整備,地力維持のため

の畜産と耕種部門との結合,集出荷体制の整備な

どをとおして,集落を単位とした営農システムが

確立され,地域複合による農業の発展にとりくん

でいる8)。 これらは,いずれも担い手の確保と地

域営農システムの可能性を示唆するケースといえ

よう。

6.沖縄農産物販売の課題

遠隔産地という沖縄の立地特性は農産物の市場

対応をより強く要請する。この問題は常につきま

とう重要な課題といえよう。

本土復帰以後,オ イルショックを契機として沖

縄の自然的条件の優位性による産地形成がみられ,

野菜,花 きを中心に沖縄農業の発展をささえてき

たが,輸入野菜や輸入花きの増大とともに,国内

産地の競合問題ばかりではなく,国外との競合間

題を視野にいれなければならない段階にある。

このような時代の流れの中で沖縄農業の存立基

盤を確立するためには, どのような市場対応が必

要となるか,生産基盤の確立とともに十分な検討

が求められるであろう。さとうきびは全量買上げ

による価格補償がなされているので,生産性の向

上によるコストダウンが必要である。補償価格の

設定や補償制度の問題を検討することも必要であ

るが, ここでは,県外出荷を主体として急成長を

とげ,沖縄農業にとって今後の重要な要素として

位置づけられる野菜,花きを中心に考察を進めよ

つ。

沖縄の野菜生産の伸展は,本土出荷をめざした

市場の成立に起因するが,そ れは本土の端境期

(冬春期)への市場参入,すなわち,市場競争をさ

けながら,市場の間隙を埋めるかたちの市場参入

を可能としたところにある。県外出荷の先導的役

割を果たした,オ クラ,いんげんは高温性作物の

ため,沖縄の自然的条件の優位性が生産コストを

低位にとどめ,空輸コストを負担 しても,他産地

と有利に競争できる条件を成立させたことによっ
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てシェアの拡大をはかってきたのである。また,

沖縄産のいんげんの品種選定による差別化商品と

しての出荷対応も重要な市場参入要件となったと

みられよう。

沖縄産のいんげん,ケ ンタッキーワンダー (す

じ有)は家庭用需要にマッチしているのに対し一

方の主要産地である高知産のいんげんは黒三度,

新江戸川 (す じ無)で あって, これらは業務用を

中心としているので,直接的に市場競合をひき起

こすことなく,市場を棲み分けることができたの

である。沖縄のいんげん生産の増大は,高知県の

いんげん生産に比較して低位である
一

暖房費は

不要
―

という生産コストの比較優位性と,製品

差別化による市場の競合を回避することができた

のである9)。

また,沖縄の野菜生産の発展に寄与したエビス

かばちゃは, 自然的条件の優位性によって糖度を

高め,家庭用,業務用など多面的な需要に適応で

きる性格をもっているのに対し, これまでの主要

産地であった宮崎県のかぼちゃは,主として煮物

用に利用されるものであった。つまり,かぼちゃ

のケースにおいても直接的な市場競合をさけ,製

品差別化戦略による沖縄野菜の市場進入がはから

れてきたといってよい。

こうした展開事例は,沖縄県が輸送距離の長い

地理的に不利な遠隔産地におかれているとはいえ,

市場条件を検討 しさえすれば,限界地であっても

産地形成を達成することが可能であることを示し

ているのである
10)。

こうして,沖縄県の野菜生産がさとうきびにつ

ぐ第 2位の農業粗生産額を獲得するまでに進展し

たとはいえ,近年では伸びなやみの傾向をみせは

じめている。長雨や低温,病虫害,着果不良,定

植直後の台風などに影響され常に不安定な生産を

よぎなくされているためと考えられる。したがっ

て,先 きに指摘 した農業基盤整備による生産の安

定化が必要である。これにリンクさせた流通,出

荷対応のあり方が問われるべきである。

沖縄の野菜流通は,個人出荷による相対取引が

主流をしめていたが,59年 4月 から沖縄県中央

沖縄農業振興の課題
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卸売市場が業務を開始 したことによって,新たな

対応がはかられることとならた
11)。

中央卸売市場開場による青果物の流通は,第 2

図にみるとおりである。中央卸売市場での取扱量,

取扱金額は増大しているが,沖縄県内産野菜の取

扱量は22%程度にすぎない。野菜 29%,果実 11

%であり,圧倒的に県外産野菜・果実に依存 じ

ている12)。
県内産野菜の低位性は,夏秋期におけ

る野菜不足に起因しており,冬春期には本土の端

境期をねらった県外出荷がおこなわれ,沖縄の農

業発展の原動力となってはいるが,年間を通した

野菜供給量では,沖縄は野菜不足となっているの

である。

また,野菜の県外出荷にあたっては,沖縄県内

野菜の 90%,果実の46%が農協系統共販が進ん

でいる。 しかし,県外からの移入野菜,果実につ

いては,輸移入業者の取扱比率が多い。したがっ

て,沖縄野菜の生産,流通体制の整備は,沖縄農

業振興の重要な要素となっているといえよう。夏

秋期野菜の生産拡大と集落体制の整備とともに,

冬春期野菜の県外出荷の推進によって,沖縄野菜

の安定的生産をめざす必要があるといえよう。

一方,沖縄農業の発展に大きく寄与している花

(県 内産青果物 )

(委託 )

き生産・販売の課題として, とくに留意する必要

があるのは,花きの輸入量の増大であろう。沖縄

の主要な切花であるキクをはじめ, ラン, シダ類

の輸入が急速に増大している。とくに, ラン類の

輸入量増大が目立っており,沖縄での生産対応は,

より単価の高いランの栽培を導入する農家も多く,

今後の競合が懸念されるところである。花きの需

要も増大傾向にあるとはいえ,出荷時期や品質に

よる競合はよリシビアなものになるであろう。こ

のため,産地出荷施設の整備や輸送の効率化, と

くに冷蔵施設の整備による鮮度保持機能の対応が

強く求められるものと考えられる。

また,他方では,市場競合を回避する多面的な

販売誠寸応をとることも求められているとみてよい。

沖縄農業の発展は,あ くまでも一時的な上昇を期

待するのではなく,恒常的,安定的な農業の展開

を推進 したいものである。内外的環境のきびしい

日本農業の中にあって,さ らにまた遠隔産地とい

う特殊な立地条件にある沖縄ではあるが,本土復

帰以後に野菜,花きを中心として,進展 してきた

事実は限界地が限界地として動かすことのできな

い絶対的条件ではなく,主体的条件によって,発

展の可能性に転ずることを示 しているものであ

(県 外産青果物 )

(委託) 移 出
農   協 経 済 連産 県 外

卸 売 業 者

買受人(仲卸業者等 )

セ

リ

（相

対
）

委
託

市央卸 場

中

済 連
|

央市場 |

配達卸商

,G 業 者」ヽ

輸移入業者

配達卸商

費 者7肖

第 2図 沖縄県の青果物流通
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1)こ の点については,拙稿「沖縄農業の地域的展開

(1)～ (4)」『農村研究』第 59号 (53～ 63頁),60号

(129～ 138頁),66号 (64～ 73頁),68号 (91～ 100

頁)参照。

2)拙稿「前掲論文 (3)」 参照。

3)拙稿「前掲論文 (4)」 参照。

4)沖縄協会『沖縄農業近代化の可能性』(沖縄協会,

昭和 62年 8月 )所収の第 I～第Ⅲ章 (21～ 144頁 )

を参照されたい。ここでは,沖縄農業近代化のため

に,サ トウキビ作の生産性向上の可能性 (丸杉孝之

助),園芸作物とサ トウキビ作転換の可能性 (比嘉
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茂)な どの問題にふれ,沖縄農業のあるべき方向性

が考察されている。

5)今帰仁村企画室「第一次産業振興計画』(1976年 )

参照。

6)沖縄総合事務局農林水産部『沖縄農林漁業の動向』

(昭和 58年 3月 )154～157頁。

7)森本豊志「地域農業の振興」『農業構造改善』第

23巻 3号 (1985年)4～ 10頁。
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8)今帰仁村企画室「前掲,計画書」参照。

9)斉藤 修『施設園芸の産地間競争』 (『 日本の農業』

第 1370138号 ,農政調査委員会,昭和 57年)118

～120頁。

10)本土出荷をめざした,沖縄野菜の方向性を検討し

たものとして,堀籠 謙,桃木徳博「沖縄県におけ

る有望野菜の開発選定」『農業経営通信』No.154

(1987年 12月 )28～ 30頁がある。

11)沖縄野菜の地場流通については,吉田 茂「生産

者相対売市場の形成と展開』梅木利己編著『農産物

市場構造と流通』 (九州大学出版会,1986年 12月 )

25～51頁所収を参照されたい。

12)沖縄総合事務局農林水産部『沖縄農業の動向』

(昭和 60年 3月 )65～ 69頁。

13)来間泰男「亜熱帯の下,沖縄農業の模索」『講座,

日本の社会と農業』第 7巻 (日 本経済評論社,昭和

60年)328～331頁。

14)伊東勇夫「沖縄農業の基本的性格」『農業経済論

集』第 25巻 (昭和 49年 10月 )52～68頁。同「地

域農業振興と農政上の問題点―沖縄農業振興策を事

例として―」『農業経済研究』第 49巻第 2号 (1977

年 9月 )58～ 66頁。

受付 平成元年 7月 31日

受理 平成元年 10月 2日
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