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研究ノー ト

は し め に

中国では,1979年の野菜の買付価格の引き上げ

および 80年代前半の野菜自由市場の回復,ま た

1985年 の 30年近 く実施された割当買付制度の廃

止と契約買付制度の導入などの野菜供給制度の改

革によって,野菜生産は農家経済に対する有利な

商品的作物として急速に拡大 し,発展 しつつあ

る。現在,野菜の効率的な流通システムの構築と

産地の生産力の持続的発展は中国の野菜経済問題

の 2つの重要な課題である。

従来,中国の野菜問題についての研究は野菜問

題を単に流通問題として取り扱う傾向があり,産

地の研究がほとんど行われていない。しかし,効

率的な流通システムには近代化市場体制に対応で

きる産地の生産体制と出荷体制が欠かせないこと

は言うまでもない。したがって,市場体系と流通

体制の環境整備が重要な政策問題である一方,産

地における野菜生産と経営形態および再生産の展

開メカニズムについての解明はますます重要な研

究課題になるだろう。

本論文は,従来の大都市野菜の主要な供給地に

あたる大都市区域内の野菜産地の経営構造と生産

の展開方向を北京市都市内野菜産地の事例分析に

よって解明することを目的とする。

本論文では,上述のような大都市内区域野菜産

地の生産の実態と展開方向については,北京市海

淀区 S郷 C村を分析対象とし,野菜産地の経営

形態と生産の展開過程を検討 したうえで,大都市

内区域産地の野菜生産と経営形態の特徴を分析し

ながら明らかにする。

中国における大都市区域内野菜産地の

動向に関する事例研究

― 北京市海淀区 S郷 C村の実態分析―

苑    中
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(1)調査地の立地条件

北京市海淀区は北京市の北西部に位置し,西部

は石景山区に,東部は朝陽区,南部は豊台区に,

東南部は市中心街に隣接する。土地総面積は約

42,600ヘ ク タール,耕 地 面 積 は1990年 で約

13,200ヘ クタールである。 S郷は海淀区の西南部

に位置し,郷政府所在地から北京市市街地中心街

まで約 10キ ロである。S郷 は海淀区の郷鎮企業

の集中地であり,ま た重要な野菜産地でもある。

C村はS郷の北部にあり,郷政府の所在地に隣

接している。南部の2キ ロ先は `高荘農貿市場'

があり,東部 5キ ロ先には `大鐘寺農貿市場'が

あり, 自転車ならそれぞれ約 10分および30分で

到着する。また北京市の交通幹線の “三環路"ま

でわずか 1キ ロのため,非常に交通の便に恵まれ

ているところである。

(2)調査地における野菜生産の展開

北京市海淀区 S郷は,北京市の最も古い野菜の

産地である。50年代にはS郷は,従来の温室栽培

技術を温度計や湿度計の導入や生長ホルモンの使

用などにより改良し,成長期の短縮や出荷の早期

化および収量の増加を達成 した。その後,S郷は

絶えざる栽培技術の向上や品種の更新に力を入

れ,70年代後半には全国に普及されたビニール栽

培技術をいち早く導入し,当地の自然風土に適す

るいくつかの独自の品種を開発した。そのためS

郷は北京市で高い市場シェアを占め,北京市春季

野菜の主要な産地となった。

S郷 C村 は4つ の自然村によって構成されて

1.調査地における野菜生産の展開
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第 1表 C村の生産額の構成と推移
単位 :万元

その他 (運送業など)

1987年

1988年

1989年

1990年

1991年

注 :①農業収入には,個人請負の収入を含まない

②l%7年 には,一部の土地が集団に回収され,施設栽培の整備のた

め,夏季以後の半年間野菜の栽培が停止 した。

出所 :C村統計資料による

いる。現在,人 口はおよそ 1,200人 ,労働力は約600

人,そ の内農業労働力は300人前後で,お もに老・

婦人や地方からの出稼ぎ農民である。全村の耕地

はすべて野菜畑であり,そ の面積は名目上 1,103

ムーあるが,実際 1,000ム ー前後 しかない1)。 1,000

ムー近くの野菜作耕地の内,半分近 くが施設栽培

である。その内訳をみれば,加熱温室は62ム ー
,

大型 ビニールハウスは 196ム ー, 日光ハウスは

150ム ーである。30種類以上の野菜品目が栽培さ

れているが,春季の トマ ト・キュウリ・ ピーマ

ン,ま た秋季のインゲン・ナス・ニラ。キャベツ

および冬季の白菜は主要な栽培品目である。

C村の経済収入の構成については,第 1表のよ

うに農外収入が総収入に占めるウェイトは極めて

大きい。1990年 を例とすれば,野菜作の総収入は

約 156万元で,村の総収入のわずか 18%しか占め

ていない。これに対 して工 。商業の収入はおよそ

440万元で,C村総収入の約 51%を占めている。

人民公社時代の 70年代には,生産管理の効率

化や規模の経済性をはかって, S郷はすべての温

室をC村に移 した。その後とくに 80年代後半,

施設栽培が S郷内他村に普及されたが,S郷に

とって C村は依然として最も重要な春季野菜の

生産地で,言い換えれば S郷のモデル産地であっ

た。そのため,C村は市 。区の政府からの野菜生

産の投資と技術更新の最も力に入れられたところ

である。

2.野菜集団経営の再編

(1)産地生産の変化

1979年 から中国農村で農家の経営請負制が推

進されていたとき,C村は当時の多数の大都市内

の農業地域と同じように集団経営が継続されてい

た。その理由は,すでに多くの中国農業問題研究

に明らかにされたように2), 
①生産責任制の導入

によって集団経済が崩壊し,農業生産性の後退の

おそれがある。②地域内の農外就業の機会が多

く,所得水準が相対的に高いため,農家サイドか

らの農地請負の要求が少ない。③野菜の割当買付

制度によって,当時の都市内産地が指定品目の栽

培と国営商業への出荷という強制的な任務がある

ため,従来の生産体制を維持するため,な どで

あった。

しかし,1985年に実施された野菜割当買付制度

の廃止と契約買付制の導入がもたらした買付野菜

の減少と野菜流通の自由化をきっかけに,S郷は

すべての野菜畑を農家に配分するようにした。C

村も集団所有の財産を依然として集団のもとで管

理することを継続しながら,野菜農家による農地

の経営請負制を導入 した。しかしすでにこの時

期,C村においては,農外の従業者が多く,多数

の農家にとって農外収入が家庭の主要な収入と

なっていたため,農地の請負を希望 しない農家も

あった。そこで,C村は以前から継続 してきた七

つの生産小隊を野菜畑の経営請負の実施単位と

し,生産小隊ごとの農地を野菜生産の意欲を持つ

生産小隊内の農家だけに均等に分配 し,生産能力

がある農家は個人請負,能力が充分ではない農家

は生産グループ請負 (=生産チーム請負)を実施す

るように奨励 した。また,農業生産を営む農家に

国営野菜公司に売り渡す `契約買付' の野菜数量

を請負面積の規模によって定め,請負の条件とし

て付与した。野菜農家の生産の積極性をひきだす

ため,本来農家から村に支払うべき請負費用を三

年間免じて,野菜経営の不振の農家に技術指導や

生産資金の無償貸付などの野菜生産振興対策を遂

行した。

農家経営請負の導入後,C村には集団所有財産

の管理機能,生産に対する指導機能が残された。

C村はその他の一般農村で行われた集団所有の財

産を平等で農家に分配する方法を取 らず,集団財

159.23

182.84

173.83

264.32

331.38
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産を依然として村集団=村農工商連合公司の管理

下に取り入れ,農家が生産施設を請け負う場合,

施設の保管・修繕などの責任が持ちながら,その

施設の償却費を支払う義務が付与された。また,

売渡任務がある野菜産地に対 して,肥料・ ビニー

ル・石炭など生産資材を特別価格で優先的に供給

するために,C村はこの生産資材の供給を条件に

して野菜買付任務を各農家に配分した。

しかし,2年後の 1987年 になると,野菜生産を

めぐるトラブルが続発した。これはまず農地の経

営権が与えられた農家の間で農薬の散布や水の潅

漑をめぐる紛争が頻繁に発生するようになった

点。次に野菜の買付任務が達成できない点であ

る。契約買付と言っても,都市内区域の野菜産地

は市政府の指定産地であるため,野菜の買付は強

制的な性格があり,本来は決まった量の野菜を国

営商業に販売 しなければならないが,自 由市場の

価格が国営野菜公司の買付価格より常に高かった

ため,農家は収益を増やすため,で きるだけ多く

の良質な野菜を自由市場に出荷し,買付任務には

不作という口実で出荷量を減らしたり,あ るいは

劣等なものでごまかしたりすることが頻発した。

その三は,農家の間に栽培技術の違いによって,

経営収入の格差がますます大きくなり,赤字経営

の農家や荒れた農地が発生 した点である。

一方,1987年 には北京市政府は地域内の農業を

振興するために,一定の面積の農地をまとめ,集

団農業形式の農業生産経営を奨励し,そ のための

財政の補助金制度を発足 した。C村は ①先に述

べた諸問題の解消,②経済的には市政府の補助金

を得ることができる,③ また行政的にはこの強制

的な指導を受けぎるを得ないため,一部の農地を

集団に戻し,基盤整備への投資や野菜の集団経営

を再び行うようにした。これによって,C村はい

ままでなかった集団経営と個別経営との併存とい

う生産主体の形態で野菜生産を続けている。

(2)野菜生産の組織構成

C村の組織構成は第 2表のようである。70年代

後半,農村経済組織の合理性を追求するための

農・工 。商業などの地域内の経済部門の統合とい

第 2表 C村の野菜生産組織の構成

ffivstv

tlv^)v

1日 生産隊 生産ステーション (生産小隊 )

生産チーム

農家 野菜農家

出所 :C村生産弁公室の聞き取 り調査により作成

う農村振興政策をきっかけに,従来の人民公社体

制に基づいて, S郷では農工商連合総公司が設置

され, S郷に属する各生産大隊が分公司に再編さ

れた。農村改革後,多 くの地域では集団経済の事

実上の解体によって農工商公司も解散したり,あ

るいは有名無実になったが, S郷は依然として従

来の組織体制を維持してきた。C村においてその

経済機能をはたすのは, S郷農工商連合総公司の

子公司にあたるC村農工商連合公司であり,総公

司の経営指導をうけながら,毎年度に決められた

金額の経営収益を上納する義務が存在している。

C村農工商連合公司は企業弁公室や生産弁公室

などの多数の機能部門があり,生産弁公室が農業

生産 (野菜生産)を担当する部門である。弁公室の

主任,経理,販売,技術指導はそれぞれ一人で,

合わせて四人の幹部からなる。また,生産弁公室

のもとに自動車運送隊があり,生産資材の運送や

国営商店への野菜出荷の運搬を行っている。

C村農工商連合公司をこれまでの生産大隊とす

れば,現在の7つ の生産ステーションは人民公社

時代の 7つ の生産小隊に相当する。集団経営が残

した生産ステーションでは耕地面積の規模や農家

数によっていくつかの生産チーム3)に分けられ,

野菜生産を行う農家がそれぞれの生産チームに属

している。なお,すべて個人経営の生産ステー

ションでは生産チームが設備されていない。

C村の生産組織の末端はC村の農家や地方か

ら来た出稼ぎ農家である。これまでは,農地の請

S郷農工商連合総公司

農業生産弁公室

C村農工商連合公司

生産弁公室

↓
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負経営は土地が村の人々の財産という集団所有制

の理念の下で,村の中の人に限られていたが,最

近になって,労働力の著しい不足などの厳しい生

産環境のなかで,野菜生産を維持 していくため

に,地方からの出稼ぎ者の請負経営も認められる

ようになった。

3.集約化経営の形成と生産の展開

(1)生産基盤の整備と資本集約度の向上

上述のように,C村 は野菜生産を維持するた

め,組織の再編成を行いながら,国からの援助と

関係機関の指導のもとで,生産の集約化を進めて

きた。

1985年 ,北京市政府は大規模な農業投資を通 し

て地域内の野菜産地の生産基盤を整備 し,地域内

からの野菜の供給とくに春季の端境期の野菜供給

を増加させる計画を立てた。さらに1987年 から

北京市では市・区 。郷の政府からの投資によって

近代化野菜基地建設の事業が推し進められた。近

代化野菜基地とは施設の建設と技術の革新を通 し

て,品種の優良化・育苗の専業化 。栽培の規範

化 。作業の機械化・排水と潅漑の合理化 。選別や

貯蔵と加工など収穫後処理のシステム化・生産と

販売の情報化をしだいに実現し,野菜生産の多収

量・高品質 。高収益・低コストの生産体制を構築

することである。この事業の中でとくに力を入れ

られたのが栽培施設,水利施設と育苗施設の建設

および農業機械の導入である。これを背景にC村

での集約化経営は資本集約度と技術水準の向上を

通して展開し,実現された。

第 3表のように,C村では1987年 から四年連

続で近代化産地を図る大規模な基盤整備と施設建

設が行われた。1987年以前,C村の施設栽培の推

進は主に大型ビニールハウスと土煉瓦で作られた

簡易温室を中心に行われてきた。1978年 には,S
郷は管理の効率化と施設栽培技術の向上をはかる

ため,全郷の大型ビニールハウスをまとめて C村

に移した。それに在来農法でつくられた土煉瓦の

簡易温室を付け加え,C村の施設栽培の展開の基

礎となった。さらに1987年 には市政府の近代化

第 3表 C村における基盤整備の面積の推移
単位 :ム ー,万元

投資金額
(万元 )

175

275

375

450

450

450

出所 :C村生産弁公室か らの聞き取 りにより作成

産地の建設という要請を受けて,大規模な産地改

造事業が始められた。当時,市政府からの無償投

資 28万元と無利子貸付金 42万元,区政府と郷政

府からのそれぞれ無償投資 35万元を導入し,村
の35万元の投資を加え,総額 175万元の資金を

投入して, 300ム ーの野菜畑に基盤整備と施設建

設を行った。これによって32ム ーの煉瓦の加熱

温室がつくられ, これにビニールハウス28ム ー

を新造し155ム ーまで増やした。また,水利施設

の修繕と道路建設を行い, トラックなどの農業機

械をも購入 した。その後,1988年 100万元,1989

年 100万元, 1990年 75万元の継続投資が行われ

た。1990年 を例とすれば,総金額 75万元の投資

のなかで,市政府の無償投資が 9万元,無利子貸

付金が 21万元,区政府の無償投資が 15万元,郷

政府の無償投資が 18万元,C村の投資が 12万元

である。項目別投資金額については,温室とビ

ニールハウス建設への投資は総投資の約 8割を占

め,最 も大きな部分になっている。4年間で総額

450万元の継続投資によって,C村では耕地総面

積の7割を占める800ム ーの耕地が市政府が要請

するように整備された。大規模な基盤整備と施設

建設の結果,次節に見られるように,C村は北京

市場の端境期である冬春季の野菜の出荷能力を大

幅に高め,野菜の施設生産を主とする産地に変身

した。

(2)品種と技術の改良

C村は伝統的には主にキュウリとトマトなど果

菜類野菜を栽培してきたが,C村の施設栽培の野

菜の出荷期である春季には他産地からの市場入荷

の増加に伴い,近年市場競争がますます激化して

年度

合計

８７

８８

”

９０

９１

９２

整備面積
(ム ー )

加熱温室
(ム ー )

e=-)v)\9 7

新規 合計 新規 合計 新規 合計 新規

００

００

∞

５０

０

０

３０

５０

７０

８５

８５

８５

２
４
Ｂ
”
０
０

32

36

49

61.3

61.3

61.3

５５

ｍ

９ｏ

９６

９６

９６

７５

∞

００

７５

０

０



いる。一方,レ タスやセロリなどの葉菜類は5,6

月の春季が品薄期であるために,市場価格 も高

い。このため 1990年代初期からC村は生産丼公

室の奨励と指導のもとで, レタスとセロリの施設

栽培を試行しはじめ,1993年までは一定の面積が

キュウリや トマトの栽培からレタスとセロリに転

作された。また残された果菜類の品目に対して,

C村は生産辮公室の主導により,積極的に品種改

良が実施された。

(3)野菜生産の経営状態

上述のように,80年代中期から,C村の野菜生

産形態は大きく変貌した。産地の経営主体は人民

公社時代に形成された生産大隊から経営請負制を

導入 した後に経営権を得た生産ステーションと農

家に変わった。また,市・区政府の政策の誘導お

よび経済的な援助を得て,農業生産の基盤が整備

され,野菜生産は施設栽培を中心とする集約化が

推 し進められた。以下では現在のC村の生産ス

テーションにおける野菜生産の展開形態について

経営形態が異なる二つの生産ステーションを分析

対象とし検討する。

1)野菜生産の集団経営

C村ではいまなお野菜生産の集団経営を維持し

ている生産ステーションは二つあるが,第 2生産

ステーションがその一つである。

第 2ス テーションは人民公社時代のC村第 2

生産小隊を基本に形成されたものである。1984

年,C村がはじめて農業生産請負制を導入 したと

き,第 2生産小隊にいた32名 の農業生産社員の

多数が農地を請け負って,個人経営を始め,生産

小隊は実際に解散に近い状態であった。 しかし,

当時 C村では個人請負できない十数名の身体障

害者が残された。C村の幹部が検討し,責任感が

強い元第 2生産小隊長であった趙氏と話 し合った

うえで,村内の身体障害者をまとめ,趙氏がリー

ダーである第 2生産ステーションに配属 した。新

編成された第 2生産ステーションは村から90.5

ムーの農地を請け負ったが,当時 22名 の農民の

中で 12名が身体障害者であったため,労働力が

まったく不足し,地方から臨時工として十数名の
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青年を雇うことにした。

このように新たに編成された第 2生産ステー

ションは集団経営のまま発足 した。第 2生産ス

テーションに趙氏のほか,技術指導員一名,会計

一名,井戸管理人一名,保管員一名で,あわせて

四人の分担幹部がいる。発足した当時,第 2生産

ステーションが経営 していた 90.5ム ーの農地は

すべて露地であり,栽培施設は井戸のほか何にも

ない状態であった。野菜生産の集団経営が安定し

た後の 1988年,趙氏は村から50万元の貸付金を

得て, ビニールハウスと温室を立てた。現在,第
2生産ステーションでは,90.5ム ーの農地の内約

四割が施設栽培である。すなわち温室は15ム ー
,

大型ビニールハウスは 15ム ーである4)。

趙氏は農家個人の生産意欲を高める労働組織と

配分方式を採用した。第 2生産ステーションでは

実際に野菜生産を行う労働力は臨時工も含めて,

全部 30名 である。趙氏は30名 の農家をそれぞれ

10名 の二つの生産チームに分けた。この二つの生

産チームはそれぞれ一人の隊長がいる。隊長は

チームの労働管理の責任者であり,毎朝隊長が趙

氏の指令を受け,隊員を率いて生産労働を行う。

趙氏は同じ品目の野菜畑を三つに分けて,二つの

チームがそれぞれ一つを分担する。それぞれの野

菜販売収入によって,各チームの配分金額が決め

られる。生産チームでは人民公社時代と同じよう

に「工分配分制」 (労働量によってその報酬を計算す

る単位である「工分」〔労働点数〕を定めて配分する制

度)を行っている。つまり, その人の身体状況に

よってまず一級労働力か二級労働力かを定めて,

一級労働力は一日出勤すれば,八単位の工分を与

え,二級労働力は六単位を与える。年末,ス テー

ションの年間純収入を計算したうえ,配分総額を

定める。そして生産ステーションの総工分を計算

して,総工分で配分総額を除して得た数字が一工

分の金額である。一工分の金額にその人の得た工

分値をかけた値が当人の実際の収入金額である。

原則として各チームの配分額はそのチームの実際

の純収入であるが,チ ーム間の収入の格差が大き

すぎる場合,趙氏はある程度の収入調整をする。

中国における大都市区域内野菜産地の動向に関する事例研究
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現在,第 2生産ステーションの栽培品目は全部

11種類あるが,面積から見れば,自菜, トマト,

セロリおよびナスが主要な品日である。しかし,

総収入から見れば,キ ュウリからの販売収入が最

も大きく,約 7万元である。そのつぎはトマトで

あり,約 6万元である。セロリの販売収入も少な

くなく,約 4万元である。この三種類の野菜の販

売収入をあわせれば,17万元で,全収入の約六割

に達する。

第 4表 は1989年 ～1991年 までの第 2生産 ス

テーションの収入と支出を示すものである。この

表によれば,第 2生産ステーションでは, この三

年間総収入,支出,純収入と一人当たりの収入額

はいずれも増加 している。とくに支出の増加率は

最も大きく,29ポ イント増加した。逆に純収入の

増加は最も低く,6ポ イントにすぎない。 これは

近年,農業生産資材の価格上昇が急速であり,か

つ遠隔地産地の展開と拡大による市場競争が激化

しつつあることなど,都市内農業の野菜生産の環

境悪化によるものである。

野菜の販売については,販売方式や出荷先など

はすべて趙氏が定める。1992年 まで約七割の野菜

はC村の買付野菜として国営商店に出荷されて

いた。それはC村の国営商業向けの買付野菜の半

分を占める。残りの三割はC村を訪問した個人商

人に売ったり,近 くの野菜卸売市場に出荷してい

た。しかし,1993年から白菜を除いてすべての野

菜品目が自由化されたのに伴い,国営商店に売り

渡す野菜は一割未満となり,九割以上の野菜は個

人商人か卸売市場に出荷されるようになった。趙

氏の説明によれば, 7月 を除けば, ほとんどの野

菜は収穫後,野菜畑で売り切れる。

第 4表 第 2生産ステーションの経営収益の推移
単位 :元

91/89

第 2生産ステーションの配分方式は上述のよう

に基本的に「工分制」である。第 4表が示すよう

に 1991年,第 2生産ステーションの一人当たり

の収入は平均で 3,850元 である。C村農家の隊員

の平均収入は4,000元 ぐらいであったが,臨時工

として地方から雇った出稼ぎ農民の一人当たり収

入は約 3,000元であった。生産ステーションの幹

部の収入は隊員より高 く,実際の収入は6,000元

～9,000元であった。

2)個別経営を基本とする生産ステーション

現在 C村では経営形態は農家の経営請負によ

る野菜生産の個別経営が主流である。ここで,第

5生産ステーションを対象として, 個人経営を行

う生産ステーションの経営活動とその意義を検討

する。

C村第 5生産ステーションはもともとC村の

加熱温室の専業小隊であった。約 230ム ーの野菜

畑に150余 りの温室が立てられている。1984年か

らほとんどの温室はC村の農家や地方からの出

稼ぎ農民に請け負われ,1993年にはC村の農民

90数名, 出稼ぎにきた農民 60名 , あわせて 140

数名の農民が温室生産を請け負って野菜の個別経

営を行っている。

第 5生産ステーション弁公室では隊長をはじめ

四名の幹部がいる。それは隊長一名,技術指導員

一名,会計一名,井戸管理人一名である。そのほ

か,弁公室が直接四名の出稼ぎ農民を雇って,四

つの温室 (約 4.5ム ー)で野菜の苗を栽培,ス テー

第 5表 徴収された請負費用の内訳

300元 /畝・年

100元 /畝・年

200元 /畝・年

100元 /畝・年

100元 /畝・年

150元 /畝・年

100元 /戸・年

120元 /戸/年

216元 /戸・年

60元/畝・年

30元 /畝・年

30元 /戸・年

若千

計 1,700元

総収入

支 出

配分額

一人当
り収入

1.17

1.29

1.06

1.16

①  ビニールハウスの償却金

② 水道料金

③ 育苗代

④ わら掛け布団の償却費用

⑤ 耕地の使用費

{a)C村農家の場合

lb}出 稼ぎ農家の場合

⑥ 労働奉仕

⑦ 教育助成金

⑤ 定年年金の基金

① ゴ ミ代

⑩ 機械井戸の管理費用

⑪ その他の資材の償却金

⑫ その他
注 :① 1989年幹部 も含め労働力35名 ,1990と 1991年 34名である。

②支出の中に生産費用のほかに村への上納金なども含まれる。

出所 :第 2生産ステーションの経営統計による

合

1989年 1990年 1991年

269,102

145,883

123,219

3,8503,327

229,261

112,791

116,470

3,647

250,118

133,409

116,709

出所 :第 51生産ステーションでの聞き取り調査により作成
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ション内の農家に供給 している。

四つの温室は 12月 上旬～1月 中旬まで二回に

わたって,個人経営の農家に育苗サービスを提供

する。育苗前,ス テーションの幹部達がまず各農

家を訪ね,栽培品日,品種を確かめたうえで,注

文を取る。多くの野菜の種子が C村の生産排公室

によって提供されるが,ま だ足りない種子を生産

ステーションはまとめて国営種子商店や野菜研究

所から購入する。

育苗終了後の 2月 にキュウリを定植する。 4月

中旬に苦瓜を間作する。キュウリと苦瓜の収穫後

の 7月 下旬から11月 までの間に トマ トを栽培す

る。日常の農作業はほとんど出稼ぎ農民に任せる

が,収穫時期,幹部も手伝いをする。

1992年 に生産 ステーシ ョンの純収入 は約

44,000元 で,そ の内,農家から微収した管理費と

育苗のサービス費は約 10,000元,四つの温室によ

る収入は20,000元,C村の工場向けの野菜の売買

は 14,000元である。

第 5生産ステーションは上述の育苗サービスの

ほかに, もう一つの重要な仕事がある。それはC

村生産排公室の代わりに施設を請け負った農家か

らの償却費などの諸費用の徴収である。第 5表は

微収した費用の構成を示す。 1ム ーの加熱温室は

年間約 1,700元の金額を支払わねばならない。91

年までは生産ステーションが国営商店に出荷する

野菜を農家から調達することは重要な任務であっ

たが,野菜の自由化に伴い,買付野菜の調達をや

め,野菜の販売は個々農家が適宜行っている。

1992年 ,隊長の収入は5,500元 で一番高く,技

術指導員や会計は4,000元前後,出稼 ぎ農民は

2,500～ 3,000元 であった。

以上,生産ステーションにおける野菜経営の展

開形態を検討 してきたが,事例一の第 2生産ス

テーションと事例二の第 5生産ステーションはそ

の経営請負形態によって, ステーションの機能や

野菜生産とのかかわりがまったく異なる。しか

し,二つと生産ステーションには野菜生産上の共

通する特徴もある。それは第 6表が示すように,

現在,C村では都市化の進展とともに,本村出身

第 6表 生産ステーションにおける野菜農家の構成

第七生産

ステーション

C村の農民

平均年齢 (才 )

男性人数 (人 )

女性人数 (人 )

出稼ぎ農民

平均年齢 (才 )

男性人数 (人 )

女性人数 (人 )

合計 (人 )

特徴 幹部以外全て出

稼

出所 :C村生産ステーションの聞き取り調査により作成

の基幹的農業労働力の離農の深刻化によって,野

菜生産の主要な労働力は婦人や地方からの出稼ぎ

農民になってきたことである。第 2生産ステー

ションは平均収入 3,850元 と,約 3,000元程度の

村の農業平均収入より高い (第 11表参照)に もか

かわらず,半数以上は出稼ぎ農民である。また,

在村労働力の七割は婦人である。第 5生産ステー

ションの場合,温室専業ステーションであるた

め,在村の農家の割合はやや高いが,約六割 しか

占めていない。これは,都市内農業地域ではます

ます激化する市場競争など外部環境が悪化する一

方,産地振興に欠かせない農業の担い手を地元で

確保することが困難になっていることを物語って

いる。

4. 農家における野菜経営

(1)農家の野菜経営

第 7表は第 5生産ステーションの四戸の調査農

家の家族構成を示す。これによれば,二戸の出稼

ぎ農家はそれぞれ山東省と河北省からきたもので

ある5)。 野菜生産に従事する人数は四戸とも二人

第7表 調査農家の家族構成

農家番号 出身地

河北省

C村

山東省

C村

―

“

１

２

釦

釦

“

К

①

②

③

④

第二生産

ステーション

第五生産

０

０

明

明

８

４

不

不

16

45

5

11

19

∞

11

8

“

∞

¨
¨

”

35 135

C村身障者ばか

り

ハウス栽培の専

業隊

家族人口
農 業 労 働 力

人数  世代  続柄
農外労働人口

∞

田

加

∞

夫 婦

夫婦

兄弟

夫婦

出所 :1992年 5月 C村の農家調査により作成
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第 8表 経営面積構成
単位 :ム ー

請負年度

である。その内,夫婦は三組,兄弟は一組である。

年齢別に見れば,C村 の二組の農家は高齢であ

り,そ れぞれ 50代 と60代である。出稼ぎ農民は

年齢が比較的若く,兄弟の二人は 20代,夫婦の二

人は30代である。

経営面積を見れば,第 8表のように,四戸の農

家は4ム ーから1ム ーまでと異なるが,④番のC

村農家が 1ム ーのビニールハウスを経営している

以外に,三組の農家とも温室を経営 している。そ

れぞれの個人経営の開始年度を見れば,C村の農

家は早く,そ れぞれ 1984年 と 1985年であるが,

出稼ぎ農家は1988年以降となっている。

野菜の作付状況を見れば,四戸の農家の共通な

部分は春期に温室やビニールハウスを利用して,

キュウリや トマトの施設栽培を行っている。しか

し前述のように, この四戸の農家も近年,春期の

セロリ栽培へ転作する傾向が現れている。

(2)野菜経営と農家経済

第 9表は四戸の農家の野菜経営の収入状況を示

す。粗収入 は④番農家以外にいずれも一万元以

上である。とくに② 番 と③ 番農家はそれぞれ

16,000元台と15,500元台であり,④ 番の農家の

8,000元 の二倍である。 また, 四つの農家の収入

はいずれも施設栽培による収入が高 く,総収入の

八割以上を占める。 しかし,そ れに対応して施設

栽培の支出も高く,総収入を占める比率はそれぞ

第 9表 野菜経営の収支構成

農家番号

れ 51%,66%,58%と 56%で ある。また,純収入

が粗収入に占める割合はそれぞれ 39%,33%,

39%,41%で ある。

このような高い比率のコストの内訳を見れば,

第 5表 と第 10表のような項目を含んでいる。第

10表は② 番農家の1991年度の支出構成である。

C村の農家の場合は,野菜経営の支出は主に二つ

の部分からなる。まず一つは生産ステーションを

通して村に支払う諸費用である。これは第 5表が

示すように,水道代など直接生産費もあれば,教

育助成金などまったく野菜生産と関係がない費用

も含んでいるが,そ のほとんどは生産資材の償却

費などの間接生産費用である。また,地代に相当

する耕地の使用料については,C村の土地がC村

の集団所有であるという理念に基づいて,出稼ぎ

農民からはC村の農家よリムー当り50元高く徴

収 している。

第 10表のように,品目別の支出構成を見れば,

施設栽培のキュウリや トマトの支出が最も高い。

キュウリは3,260元 , トマトは2,315元で,両品

目を合わせれば5,575元 になる。それは総支出

11,184元 の半分を占めている。ほかの五品目,つ

まり施設栽培以外の野菜の直接生産費用の支出は

500元前後で,総支出の一割しかない。また,生産

資材を項目別に見れば,加熱施設栽培に欠かせな

い石炭とビニールの支出が最も大きく3,680元 に

達する。これは総支出の三割以上を占めている。

逆にそれ以外の農業資材の支出は2,254元で, ビ

第 10表 野菜経営の支出構成 (農家②を例とする)

単位 :元

野 菜 品 目 小計

①

②

③

④

９９‐
鶏
９８８
鍛

同様。

注 :前期は 6月 までの施設栽培 ,後期は秋期の露地栽培を示す。

出所 :表 7と 同様。

キュウ リ

施設 トマ ト

トマ ト

苦瓜

芭高

イング ン

ホウレンソウ

′」ヽ  言十

請負費用

その他

1,700X3=5,100

合 計 11.184

単位

純収入

3,260

2,315

225

25

36

35

38

①

②

③

④

4,100

5,400

6,100

3,300

育

種
化学
肥料

有機
肥料

農

薬

石

炭
ビ ニ 支

柱

お

“

蒟

６

％

ｍ

”

鰤
枷
１‐０
‐０
‐０
・５
・５

綱
加

∞
茄

∝

錮
綱

ｍ

ａ

150

139 895 650 420 1,280 2,400 150

前 期
収 入

後 期
収 入

総収入
前 期
支 出

期
山

後
支 総支出

6.500

11,000

9,400

4,700

8,500

13,500

14,000

7,000

2,000

2,900

1,500

1,000

10,500

16,400

15,500

8,000

5,400

10,500

9,000

4.500

００

５０

４０

２０

5,934

出所 :②番農家の間き取 り調査により作成



企  業 商 業 農業①

30,000 40,000 10,000

4,000 7,000 3,000

第 11表 1991年 C村の産業別の年間所得の比較
単位 :元 /人・年

農業②

最 高 位 収 入 6,000

2,500

注 :農業①はC村農家の家族経営の農業所得

農業②は出稼ぎに来た農家の家族経営の所得

出所 IS郷 C村の聞き取 りにより作成

ニールの一項目より少ない。

これらのことから, これまで都市内野菜産地は

施設面積の拡大を通 じて春季野菜の高い市場価格

をねらうという産地振興戦略に沿って発展してき

たが,最近の農業生産資材価格の高騰によって,

膨大な農業生産費用を支出せねばならない深刻な

事態となりつつあることがわかる。またこの結

果,第 11表によれば,都市内の農業経営の平均収

入は郷鎮企業の従業者や個人商業の収入より低

く,一人当りの平均収入は企業従業員の六割～七

割,個人商人の三割～四割にすぎない。この所得

水準では新時代に対応できる産地の再編成をしな

いかぎり,大都市内の野菜産地では,重労働でか

つ相対的に低所得である野菜生産の担い手の確保

はますます困難となるものと考えられる。

まとめにかえて

このように,調査地 S郷 C村における野菜生

産の特徴と問題点は,ま ず,①地元既存農民の大

量離農により地方からの出稼ぎ農民が野菜生産の

主要な労働力になっていること,ま た,②野菜の

経営形態は春季端境期の高価を追求する高投入の

加温施設栽培であること,さ らに,③規模の経済

性を追求するための集団経営と個別経営との併存

であることが明らかになった。

第 11表に示 したように,他産業と比べれば野

菜からの所得が低いため,C村のような大都市内

区域の野菜産地では野菜生産への積極性は次第に

低下し,野菜生産の後退傾向が現れている。野菜

生産投資への積極性の低下や耕地面積と野菜農家

の減少はそのことを物語っている。とくに,地域

の工業化の進展とともに,地域内在住の既存農民

の離農や地方からの出稼ぎ農民の不安定な生産経

85

営など,新時代に対応する農業革新の担い手が減

少傾向にあることは都市内区域の野菜産地にとっ

て最も大きな問題である。野菜は都市住民にとっ

て最も重要な農産物の一つであることは言うまで

もないが,従来の主産地である都市内区域の野菜

産地においてはその生産体制に大きな問題を抱え

ていることが指摘できよう。

圧

1)北京市では都市内農村地域や近郊の野菜作の耕地

が最近年ごとに減少しつつあるため,市・郷政府は

野菜作耕地保護規制を発表し,野菜畑の転用を強く

制限している。しかし,野菜作の相対的な低収益と

都市内区域の土地移譲価格の高騰および工業やサー

ビス業用地の需要の急速な拡大のため,農地のやみ

転用の例が少なくない。C村でもやみ転用地がある

ため,実際の農地面積は名目より少ない。

2)引用文献 〔1〕 pp.202参照のこと

3)C村の場合,生産ステーション,生産チームと農

家による請負経営の二つの形態がある。生産ステー

ションによる経営請負の場合は生産チームが実際の

作業隊であるが,生産チームによる野菜の請負経営

の場合は,生産チームは野菜生産の経営主体であ

る。

4)両方あわせて30ム ーであるが,温室の通路面積

があるため,実際の栽培面積は30ム ー以下である。

5)C村の村幹部の紹介によれば, C村にやってきた

出稼ぎ農家の七割は河北省西・北部からの貧しい農

村地帯の農家であり,そ のつぎは山東省で,ま た河

南省と安徽省など遠隔地からの農家もいる。
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