
  
  中国食糧主産地における野菜作農民経営の形成条件と課題

  誌名 食農資源経済論集
ISSN 03888363
著者名 李,凱

荒井,聡
今井,健
牛,静

発行元 食農資源経済学会
巻/号 63巻2号
掲載ページ p. 25-33
発行年月 2012年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



中国食糧主産地における野菜作農民経営の形成条件と

課題

-河南省尉氏県Z郷を対象として-

1子ormationCondition and Problem ofFarmer・Managementon Vegetable Cultivation in Grain Main 

Production Area 

-An Object Sれldyon Henan Province， China-
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LIKai Satoshi ARAI KenIMAI NIU Jing 

1.課題と方法

中国は著しい経済発展を遂げているが，農村では農家一戸当たりの経営耕地面積が 61aと小さく，食糧

りなどの粗放な農業生産から得られる農業所得だけでは生活饗を賄うことができず，出稼ぎなどの兼業

に従事することが一般的となっている。

中留においても，食糧生産など土地手Ijs詩型農業では大型機械の導入による大規模経営の成立事例を見る

ことができる。しかし，一般的な農村においては耕地のf齢也率が約 5%と低く 2) 大型機械による作業の

受委託関係は嬬加しでも，借地による大規模食糧経営の確立は閤難な状況にある。また，農民経営の近代

化を推進するために，農産品加工大企業などの「竜頭企業Jによる上からの組織化が f農業産業化j政策

によって推進されてきたが，その結果，経営権合失った弱者である農民側は企業の麓用労働者になってし

まい，農民経営の自立的発展にはなっていないと指摘されている 3)。そこで，政府は野菜や果樹等の新作

物の導入による集約経営の篠立を困るため， r農民専業合作社J法を 2006年に制定し，農民経営の京邸裁化

による市場経済に対応する政策を推進している。

これまで，企業との契約栽培や地方政府の農場建設による大規模野菜産地の形成に関する掛究はいくつ

かあるが，それによる農民経営の札織化の発展に関する雷及はないへまた，地方政府が集約的作物の導

入による農業所得の増加に対する意識が低く，そのため，野菜栽培農家も共同組織を作る意識を持ってお

らず，野菜の販売先確保と市場価格低迷に悩んでいる。農民経営の定邸裁化による共同出荷の期待が指摘さ

れているが，それに関する農民夜営の実態分析は行われていなし刊。また，これまでの研究の対象地域は，

経済発展とともに農業生産の変化が著しい中菌沿梅地域や大都市近郊の事例が多く，相対的に発展の遅

れている中部内陸地域を対象とした調査研究は少ない。

そこで本稿では，食糧主産地における集約的作物の導入による野菜産地の形成および農民経営の経済

的自立の状況・課題について，実証的に検討する。すなわち，第一に，ニラ栽培を導入した村を対象として，

ニラの導入展開過韓および農民専業協会である「ニラ栽情協会jの技能，販売など組織化の機能について

明らかにする。第こに，ニラ栽培導入農家と一般的出接ぎ農家の経営実態を比較・分析し，課題を明らか
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にする。具体的には，内陸食糧主産地である河南省開封市樹氏県Z郷での集約作の展開過程，そしてG村

の集約的作物導入農家 15戸と日村の一般的食糧作出稼ぎ農家 11戸，合計農家 26戸を任意6)に抽出して

ヒアリング調査を行い，それぞれの経営の特徴を明らかにした。

2.研究地域の農業概況とニラ栽培の展開過程

(1)研究地域農業概況

河南省は黄前中流域に位置し小麦などの食糧生産において金問第一位の農業地域である。悶 1は阿南

省における作付面積構成上ヒの変化を示したものである。これによれば，河南省における野菜の作付面積の

構成比は 1978年のわずか1.8%から 2008年の 12.1%に増加し，それに対応して，小麦などの食糧作付面積

が83.1%から 63.8犯に減少した。
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図 1 可南省における作物作付麗積の構成比の変化

法:W削菊統計年緩~ 2009年版により作成3

開封市尉氏県は省都である鄭州市から約80キロ東に高射もた所に位置し，農業人口が総人口の96.1%を

占める純農業地域であり，小麦などを主体とした粗放な農業地域で、あった。 2000年頃から野菜などの集

約作物が導入され， 2008年には総作付面積の約 45%を占めている i)。

(2) z郷におけるこラ栽培の展開過程と「関北ニラ栽培協会J

1はZ郷におけるニラ栽培の展開過程を示したものである。 2001 当初Z郷にあるG村村氏委員

会科学主径のF氏が 6aのニラを試作・販売した。当時小麦の収入が 105元/aに対し，ニラで、は 900元/a

とし、う高額な収入を得たため，ニラの栽培農家と面積が急速に拡大してきた。

表1 Z郷におけるニラ栽培の展開通語
(単位:ha)

生手 Z錦ニラ栽培函緩 ニラの導入経緯

2001 0.06 G村村民委員会の科学主任である F氏がこう栽培を始める

2002 10.00 村内他の農家が栽t告を始め，総栽培蛮穣増加

2003 40.67 「尉北ニラ栽培協会」の設立(当初会員 110名)

2004 73.33 河南省の「祭公害ニラ栽培基地jに認定される

2005 66.66 ニラ価格が低迷したため，ニラ燦家の生産意欲低下

2006 76.66 ニラ価格が@)後し，ニラ栽培農家が増加

2007 93.33 G村隣接のK村がニラ栽培安開始

2008 113.33 同郷のS村がニラ栽培を開始

2009 133.33 G村隣接のD村のニラ栽議を開始

注:2010年3月， r影北ニラ栽培協会J怒事長との間き取りにより作成。
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そして栽培農家間の技術や品質のばらつき問題を解決するために，品種と技術の統一・向上を目的とし

て， G村の村民委員会が主導して 2003年iこ「尉北ニラ栽培協会Jが設立された。初期の資金として河南

省財政庁から援助金 39，500元を受けて運営されてきたため，構成農家からは会費は徴収されていない。

同協会の会員はG村の農家に限られている。

同協会の指導的役割とニラ栽培農家の紘織的活動によって， 2004年には G村のニラ生産団地は河南省

農業庁に f無公害ニラ栽培基地J8)に認定された。設立当初の会員数は 110戸で、あったが， 2004年に 190

戸になり現在もほぼ罰規模である。同協会の管理は G村に限定され，ここで、のニラ栽培関積は約 76ha

である。これらは，間協会の志郎裁的な活動の成果である。

2005年にはニラの市場価格の一時的な低迷もあり，一部の農家は他作物に一部転換し，そのためニラ

の栽培農家と面積が減少した。 2006年以降は，ニラの市場価格が安定しているため， G村以外もニラ栽培

が開始し， 2009年に全Z郷で、は 133haに達した。

尉北ニラ議培協会

E翌三事長

会計

技術指導員

図2 尉北二う栽培協会の役員体制

注 2010年 3月， r糸口ヒニラ殺I者協会j理事長からの開き取りにより作成。

関2は「尉北ニラ栽倍協会Jの車ill$哉構成である。この図のように，間協会の理事長はG村村氏委員会の

書記が代々兼託し，同協会の会計と技術指導員はそれぞれ村氏委員会の女性部主任と科学主任に兼任さ

れている。また，ニラの出荷期には，村民委員会の治安主任などの役職者によって，協会が所有している秤

と街泊施設が管理されている。したがって同協会は村民委員会の主導によって組織・運営されており，

後述する 5つの機能な持つ農民産出裁で、あるO

3. r窮北ニラ栽培協会Jの機能とニラ産地の課題

(1)r蔚北ニラ栽培協会j の機能

間協会は会員のニラ栽培に対し，以下のように主婆ならつの機能を果たし経営をサポートしている。こ

れにより農民経営の自立的な発渓が関られてきている。

第 1に同協会はニラの多くの品種を試験栽壊している。その中から耐寒性・耐病性のある良質品種と

して「王手ニラ 6号Jを選定し，栽培農家に普及した。

第2に栽培管理技術では，同村は「無公害ニラj を栽培するため化学肥料は使わず，堆肥だけを使うこ

とにした。また農薬使用については，低毒性，低残留の農薬そ使用することにしている。この「無公害ニ

ラj の栽培管理は間協会の指導の下で監督されている。

第3に，ビニーノレハウスの生産資材の共同購入である。どニールと骨格としての竹の鱗入費が初期投資

(約 2，000元/1ムー)の大半を占め高額なため，共同購入により費用が低減されている。また，初期投資

の捻出が関難な農家lこは協会が連帯保証人となり，銀行から資金を借り入れる仕組みを作った。

第4に収穫・出荷作業のために，村内の女性を主体としたニラ収穫組が組織されている。ニラの収穫時
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期は年開4屈ほどと限られているため，一斉に収穫しないと出荷に間に合わない。そこで，同協会は2な

いし 3のニラ収穫組を組織し，ニラ畑から協同して収穫し，稲わらで結束して出荷している。一つの組は

描出するまでの集出荷作業を協同で、行っている。収穫したニラはすべて手作業で， 1束1kg単位で束ねる。

収穫組は 10人ほどの既婚女性で構成され，その作業賃金は O.2元/lkgと決められている。一組が一日で

可能な収穫量は多くても 3，000kgであり，一人-13当たりの賃金額は 60先ほどである。その収穫組の構

成員は主に同村の既婚女性を中心としているが，収穫の忙しい時期には周辺のキすからも受け入れている。

この協同収穫作業はニラ収穫に役に立つ一方，村の女性に働く機会も捷供し，間村にとって愛護な就業の

場となっている。

第5にニラの出荷については，間協会が産地の紹介，適正取引のための情報提供を行っており，現地集

荷市場としての機能を来たしている。同協会はニラ販売の宣伝のためにホームページを作成し全国に向

けて産地清報を提供することによってニラの販売先を確保できている。取引の流れとしては国3に示し

たように①業者は，ニラを集荷するため，まず協会と接触する。農家と直接取引することは禁じているこ

とによって産地としての交渉力を保っている。②協会は農家にニラの市場錨格情報告と，常に値決め前に

提供をしている。業者は協会に指定された農家の畑のニラの生産状況を検分し，その場で農家との値決め

を行うことになっている。それにより市場価格よりも栂端な安値になることが防がれている。③農家と

業者の売買契約成立後に，協会は収穫組に収穫・出集荷作業を指示する。奴穫組はニラを集出荷揚まで運

搬し，ニラを業者の運搬車両に積み込む。集荷揚で協会役員が立ち会って言十量して取引量を枝認する。ま

た業者や運転手には協会が集待場の宿rEl施設や食事などのサービスを提供しており，これにより業者の

好感度を上げている。その際，協会は業者から取引量1t当たり 20元の手数料を徴収するが，農家会員か

らは手数料は徴収しない。④販売代金は協会に支払われ，協会はその金額と紙幣の真偽を鑑別し，先に収

穫組に雇用賃金を渡してから，生産農家にその雇用賃金を差し引し、た金額が手渡される。ニラの販売先は，

主に南陽市や鄭州市など阿南省内が 80%で，山西省や湖北省など省タトが約 20%を占めている。

川竺 52集出荷作業指示

@麗用賃金支払

ム京協一フ

Gt集出荷作集実施

④親括代金

1'31 
②農家と価格交渉

喝則自=cp滋主主蝕共立禁叫

函3 ニラ取引関{系図‘

注・書芸者が関~取りにより作成。

業者

(2) ニラ産地の課題

前述のように，部協会はニラ産地の形成に対して 6つの機能を巣たしているが，新たに解決すべき課題

もある。 Z郷で、のニラ栽培が重労働であることである。そのビニーノレハウスの高さはわずか1.2mという

「筏易ハウス栽培j方式であり，ハウス内での農作業は腰をかがめた状態でしかできない。その結果とし

て管理作業がおろそかになりニラの品賞が低下することにもなっている。
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またハウスのビニールの使用基準期間は 3年以内であるが，資金節約のために古いビ、ニーノレがそのま

ま何年も使用されており，単収と品質の低下をきたしている。これらの技術的要国と農家の保有する労働

力と資金力によって個人差が生じている。このような農家間の品質格差の解消が，産地としての品質平準

化を前提とした共同販売には課題となっている。

4.食糧作農家と集約作農家の農家経済の比較

(1)調査農家概況

表2 調査村の概要

言震宝量幾家 殺裂 戸数

G村 主義約作物議入村 120 

ト4村 出稼ぎ村 100 

人口 耕地経営規模

500 19 

400 11 

注 2009年o8月}良家調査と (2010年3月， Gキす村氏委員会)の開き取り結果により作成。

(単佼戸，人.al人)

調査戸数

15 

11 

今田の誠査対象地である尉氏県Z郷は 52の「自然村Jから構成され，調査地はそのうちのG村とH村

とした。 G村はノト麦などの既存の食糧作物の栽培を減らしてニラなどの集約作物を導入した村であり，

G村との比較対象地として選定した日村はG村と約 1キロー離れ，依然として小麦作を主体とし，長期出

稼ぎの多い村である。

表2は2つの調査村の概要を示したものであるが，農家数と人口は2つの村とも近似している。農家の

経営規模は小さく，農民1人当たり耕地経営規模はそれぞれG村 19a，Htt 11aである。農家拐の経営規

模の相違は， t仕幣員の数によって違うので、あって，農家間の農地の貸し借りは少ない。

農家世帯員の就業状況については， G村では散指主の就業状況は主に農業であり，兼業している者は 6

月から 10月までの農関期に崩辺の建設業で短期的に働いている場合が多い。他方，日村では，元々平均経

営規模が小さく，沿海地墳に出稼ぎに出ている農家が多いため，今回調査した世帯主の就業状況は主に沿

梅地域に長期的に出稼ぎに出ており，農業だけに従事している事例は少ない。妻たちはもともと農外就業

の機会が少ないため，家事や育児をしながら農業に従事しているが，日村では世帯主と一緒に長期的に出

稼ぎに出ている事例も見られる。また，子女たちの就業状況は，いずれの村においても全く農業に従事し

ておらず，学校卒業後沿海地域や大都市などに長期的に出稼ぎに出ている 9)

(2) 農家の作付状況の相違

表 3は諦査農家の作物の作付状況である。 G村においては小麦などの食糧以外にニラなどの収議性が

高い集約的作物の栽培が盛んであり，総作付面積の約 18.2%をおめ，特にニラ栽培の作付面積が 13.9%

を占めている。

他方日村においては，小麦などの食糧作物の栽培が多く，総作付面積の 83%を占めている。食糧作物以

外はほとんど綿花やスイカなど管理しやすい開作作物を栽培し，収益性が高い集約的作物を全く栽精し

ていない。それは，前述したように日村は経営規模が小さく，沿海地域に長期的に出稼ぎに出ている農家

が多いため，村に残った労{動力が少ないためである。また，ニラ栽培が重労働であるため，ニラなどの集約

的作物の栽培が行われていない。
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表3 調査農家の作物の作付状況 (2008年)

(単位:a.O/O) 

作物別作の付け面積

調査農家 総耕地経営規模 既存作物 集約作物

小麦 綿花 落花生 スイカ ーフ メロン

76.0 38.0 8‘。 11.3 4.6 10.6 3.3 
G村 15戸

(100) (50.0) (11.0) (14.8) (6.0) (13.9) (4.3) 

H村 11戸 53.0 44.0 4.0 。。 5.3 。。 0.0 

(10ω (83.0) (7.0) (0.0) (10.ω (0.ω (0.ω 

注 2009年 8月のj設家調査の結果により作成。( )内は偽成上ヒ。

(3)農家所得の構成と比較

表4は， 6.6a当たりニラ，/J、麦，トウモロコシの平均収益表である。このま受を見ると，調査地は食糧主産

涯であるため，小麦やトウモロコシなどの食糧の単収が全国平均より高いし，所得も高い。しかし，ニラの

所得は 5，261元で，それは小麦とトウモロコシ合計の 764元の 6.8f変であることが分かる。

表4 ニラ，小変，トウモロコシの平均収益表 (2008年 6.6a当たり)

(単位:kg.元)

認ま華麗家(河湾省 Z綴) 全国平均

品目 ニフ 小麦 トウモロコシ 1]、愛 トウモロコシ

単1& 3.700 450 470 388 

単価 2.0 1.64 1.5 。“ 

販売怒 7，400 738 705 640 

経営重量合計 2，139 375 303.8 359.5 

物燃費 1，439 370 298 352 

濯用労笈 700 l 2 3 

借入資本利子 。 。 。 。
借入地地代 。 4 3.8 4.5 

所得 5.261 363 401.2 280.5 

注 z郷は筆者 2009年 8fl実施農家調ま託金悶平均は r20092È~1反政品コスト奴主主資料」により作成。

注2・ニラは一年間4回収穫できるため，単収が4凶の合計，単1f制， 4回の平均で，計算した。

注3 所得=販売会額一経営焚周(資材焚，雇用労気利子，借入地地代)。

457 

1 

663 

341.5 

319 

14 

。
8.5 

321.5 

Sは調査した農家の所得構成を示したものである。二つの村の一人当たり平均所得はそれぞれ， G村

が9，223元， H村が 9，778元で，あまり差がないことが分かるが，農家所得の構成はかなり異なっている。

また，開表にG村農家の所得構成を見ると，ニラなどの耕種部円からの所得が総所得の 57.7 %を占め，

その中で特にニラ栽培からの所得は 24.0%を占めている。それに養豚などの畜産業を含めて農業所得が

62.7%を占め，出稼ぎによる賃金所得は約 31%な点めるにすぎない。

他方H村の農家で、は，出稼ぎによる給料からの農業外所得が最も多く，総所得の 79.5%を占めており，

耕種と斎藤を含めた農業所得は儀か 18.5%に止まる。隣り合った2つの村において， 1人当たりの所得

においてはあまり琵がないが，その構成が全く異なっていることが分かる。

その婆思としては，開表5に示したように日村では平均労働人数が多いが， 1人当たりの耕地経営規模

が小さく，経営耕地の拡大が関難であることから，従来から大都市や沿海地域に長期的出稼ぎに出ている

農家が多い。岡村に残った農業労働人数が少ないため，収益~，t生は低いが省力的な小麦やトウモロコシなど
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表5 G村と H村の平均所得の構成比較 (2008年)

(単位:元，人，%)

殺種雪量

一 労働

小麦
畜産 平均 うち 者 1

長室外 総所

IJ、計
とト 給料 労働 援業 人当

茶花 メロ 自営 得
ウモ ーフ 綿花 スイカ 人数 労働 たり

生 J 、

ロコ 人数 所得

エノ

G 19，840 4，375 8，242 1，223 1，867 1，800 2，333 1，720 10，773 2，067 34，400 

(57，7) 
3.73 2.02 9，223 

村 (12.7) (24.0) (3.6) (5.4) (5.2) (6.8) (5.0) (31.3) (6.0) (10ω 

H 8，036 5，130 。 。 。 859 2，045 182 35，364 909 44，489 

(18.1) 
4.55 1.09 9，778 

村 (11.5) (0.0) (0ω (0.0) (1.9) (4.6) (0.4) (79.5) (2.ω (100.) 

注 2009年 8月の幾家調主主結5誌により作成。

食糧作物の栽培に特化している。主な所得は出稼ぎによる賃金所得となっており，河南省農村における一

般的な農家の所f射持成とし、える。

G村では，収益性の抵い食糧作物を減らし，高収益のニラを主として集約的作物を組織的に導入した。

G村においてはニラなど高収益集約的作物の導入によって農業所得を場やした結果，日村のように長期

的に沿海地域に出稼ぎに出なくても，十分な所得が得られていると言える。

(4)各村における典裂事例にみる農業就業の相違

表6 ニラ栽堵農家と出稼ぎ主導とする農家の比較(諦査農家)

G村のS農家 ト4村のM農家

言葉族成員 t世帯主(42歳)，慈恵子の 3人家族
t投手書主(44歳)護長女(中学在学)と

長男(20歳)3人家族の 6人家族

経営状況
耕地40a(ニニラ 13a.小麦トウモロコシ 27a) 68a(全て小変)

20a(45 j[;/aで友人に焚している) 隊 5ft童

世帯主(農閑織の 3カ月で周辺で装飾議で兼業 100元/臼) 世裕主(北京で70元/fヨ長期出稼ぎ)

就業状況 姿(霊堂率と慶室長) 委(孫の世話と農業)

息子(短大在学) 息子とその妥(沿海地域長期出稼ぎ 15∞先/

今後経営 今後のニラ栽培酪積を 27aまでに拡大したい 震設業は現状のままで満足

意欲 息子も両毅も卒業後に恵子の就農に希望していない 怠子とその婆iま沿海地域に定伎する希望

注 2009年 8}ヲ農家議査結果により作成。

以下のとおり，調査地で、ある二つの村の典型的な農業経営の事例からその持徴をみる(表 6)。

まず， G村に岩住している S農家はt世帯主 (42才)，姿と息子の 3人家族である。耕地経営規模は 60a

であるが，そのうち8作している 40aの耕地は r1等級地J10) であるため，ニラを 13a，小麦を 27a栽培

している。残った 20aの耕地は知人に 45充/aで貸し付けている。ニラは毎年 11月から翌年の 3月に

かけて年間 4回収穫できる。小麦の後作のトウモロコシはすべて自分で自由市場へ販売している。世帯
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主は中学卒後に建設業で兼業していたが，現荘は年間 3ヶ月ほど装飾業で兼業しー臼 100元の賃金を得

ている。棄は家事と農業だけで農外就業がなく，息子はまだ短大在学中である。将来については，患子だけ

でなく両親も盟大卒業後の就農を希望していない。

H村のM農家は，世帯主 (44才)，妻，長女(中学在学中)の 3人と，既婚で長期出騒ぎしている息子 (20

:t)家族3人と同居しており， 6人家族である。耕地経営規模が 68aで，すべて小麦を自作している。世

帯主は北京で長期的に出稼ぎに出ており，息子とその棄も沿海地域の服装工場で働いている。常時農家に

残っている労働力は，世帯主の妾 l人であり，孫の位話をしながら管理しやすし吋、麦など食糧作物を中心

の営農形態となっている。今後，息子とその棄は出接ぎ先の沿海地域に定住することを望んで‘いるが，定

住できない場合は村に返り農業に戻る可能性もあるとし、う O

5.結論

(1) 河南省、Z郷における集約作物の産地形成は尉北ニラ栽培協会」による組織的な活動の成果とし

て評価される。同協会は，ニラ品積の統一やi阿整作業の境問化など主要な 5つの機能を果たし，ニラ栽培

の導入と産地形成に重要な役割を果たしたといえる。

(2) 間協会の設立によって夜地形成ための初期的な共間化は達成されたが，生産者を代表・した業者との

価格交渉力を持っていないため，現状は未だ生産者に不利な個別販売体制となっている。しかし，共同販

売体制を確立するには，まずその前提としてニラの栽培面における技体内施設の改善を図り，農家個別開

の品質格差を縮小するなどの課題が残されている。その上で，法人格を有した販売力のある農民主尉哉とし

て栽培協会Jから f農民専業合作社jの移行・設立などが今後の課題となるであろう O

(3) G村ーではニラなど収益性の高い集約的な作物の導入と札織的活動により農業所得が増加し，長期的

に出様ぎに出なくても，出稼ぎ所得の多い日村と間程度の所得が得られるようになっていることも，農家

調査の結果が明らかになった。

設

1) 文献[1]による。

2) 文献[2]を参照。

3) 文献[3] [4]を参照。

4) 文献[5]を参照。

5) 文献[6]では野菜栽培農家のため，農民組織化が不可欠であることを明らかにしているが，農家

組織経営の実態調査が行われていない。

6) 今回調査したのは平均的な農家であり，村役人と協議の上，選定した。両村とも農民一人当た

りの耕地面積は，それぞれ同等で，村内では農家の経営耕地面積に大きな違いはない。

7) 2009年 8月，尉氏県糧食局での開き取りによる。

8) この f無公害ニラJの認定は，t可南省農業庁から年ー関数回の農薬と化学肥料の抽出検査を受け，

基準に満たせない場合はその時点、で認定を取り消すこととされている。

9) 農家の若い後継者の出稼ぎについては，中間の「出稼ぎ第 2世代j として，その動向が今後の農

業経営の動向にも大きな影響を与えると考えられる。

10) 調査村の耕地は水利条件等によって 3つの等級に分けられている。耕地の配分は，まず第 1に

年齢と関係なく一人当たり耕地面積を向等とし，その上で耕地の等級によって配分面積を調整
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するしくみとなっている。 l等級の耕地 1aは， 2等級の1.1aと3等級の1.2aに担当する。
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Abstract 

In this study， we analyzed and discussed the cases that the farmers' economies can be independent by 

introduced intensive cultivation of crops on the main food producing area. In the survey area， due to the 

introduction of intensive cultivation of crops and establishment of farmer organizations，設lefarmers have 

increased their agricultural income sufficient enough for the farmers needing not to go out to work for 

long-term. We conclude社1atthe establishment of farmer organizations and its function made a significant 

con部butionby introduced intensive cultivation of crops and it's easy to form production zone. 

(受理日 2012年4)j13日)
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