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サトウキビ作の機械化に関する本島中部地区の農家の意向

上野正実・鹿内健志・奈良貴夫

（琉球大学農学部）
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もらった農家を対象に聞き取りを行った。

３．調査実施地区ならびに調査件数

沖縄本島中部北地区（ＪＡ経済連製糖工場原料搬入

地域）において、具志川市21件、読谷村54件、金武町

37件、勝連町25件、合計137件の調査を行った。

４．調査対象農家

調査対象農家は50～70代が78％を占め、年齢構成か

らみて調査地域におけるサトウキビ栽培農家の実態に

合っているものと思われる。

はじめに

沖縄県の基幹作物であるサトウキビは、この数年の

間に生産量が急激に落込み、100万トンを割る状態に陥っ

ている!)。これは農家の高齢化ならびに心理的なサト

ウキビ離れが大きな要因であると言われている。この

ような状況を打開し、サトウキビ作を維持するには、

劣弱な生産力を大幅に増強した新しい生産システムに

再編することが重要である2.3)。具体的には、機械力を

利用した生産システムを構築することになるが、大型

機械を必要とするサトウキビの性格上、個々の農家で

の対応は無理であるので、組織的に取り組まなければ

ならない。このためには、栽培条件や農家経営の実状

に即した木目の細かい計画を立案する必要がある。そ

こで本研究では、聞き取り調査によって現状を分析し、

新しい生産システムを構築するための基礎資料を得る

ことを目的とした。

本研究は本研究会の委託事業として実施したもので

ある`)。調査に協力いただいた関係機関・団体、農家

の方々にお礼申し上げる。

結果と考察

１．概況

（１）営農形態

調査対象に高齢農家が多いこともあり、専業農家の

比率は63％で予想以上に高かった。すなわち、兼業を

必要としない層がサトウキビ栽培の主力であることが

窺える。兼業農家の職業は幅広い範囲にわたっている。

軍雇用員がいるのはこの地域の特徴と思われる。他の

職業についている人の中には定年後、専業農家になる

予定の者もいる。

（２）農業従事者数

１ないし２名（37.3％および50.7％）すなわち夫婦も

しくは親子で働いている農家が多い。ただし、金武で

は１名は少なく２名が圧倒的に多い。

（３）後継者

“後継者がいる”と答えた農家は425％で予想以上

に多かった。これは後継予定者も含めた希望的観測値

で、会社を定年になった後、就農する後継者も含めて

あるようだ。特徴的なのは後継予定者のほとんどが男

調査方法

１．内容

今回の調査では、（１）サトウキビ栽培の実態、（２）

後継者、労力の実態、（３）機械化の状況および機械化

への期待、（４）受委託の希望、（５）規模拡大、農地

流動化の希望、などを中心として機械化に対する意識

調査を行った。

２．方法

収穫作業中の農家、ならびに、農協などで選定して
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性であるということである。後継者のいない農家にお

ける確保の見込みは、“不明もしくは見込みない，，状

態であることが読み取れる。後継者は不要と答えた農

家はなく、何等かの形で家を継いで欲しいという希望

が強い。

（４）サトウキビ作り継続の意志

ほとんどの農家は今後ともサトウキビ作を継続した

い意向をもっている（図１参照)。止めたい理由として

は“高齢で続けられない'，が多い。サトウキビの価格

の低さ自体は止めたい理由にはならないようだ。前述

のように、サトウキビ農家は高齢者が多く、他の作物

への転換は今からでは無理とあきらめていることが窺

える。継続の意向を表明した農家も、後継者が確保で

きないと、次第にこのグループへ移行すると思われる。

“条件が整えば続けたい”と答えた人は、収穫などの

作業委託を希望している。なお、生産者価格引き上げ

の要望はこのグループ内では比較的多い。地区別には

継続希望農家は読谷が90.3％で最も多い。金武は56.7％

で他に比べると20％ほど低い。

２．サトウキビ作の作業および機械化

（１）農家単位の機械化の実態

農家が所有している機械は、耕転機が47％で最も多

く、乗用トラクタも予想以上に普及している（17.6％)ｏ

地区にもよるが、今後欲しい機械にもトラクタ類が多

い。これは自分で購入するしないに関係なく同じであ

る。収穫用機械については小型ハーベスタ、刈取機、

脱葉機、脱葉・搬出機の要望があり、大型ハーベスタ

は少なかった。これは、軽い機械が欲しいということ

と、現状では大型機械を使用しにくい環境にあること

を農家が理解しているためであろう｡植付機（ブラン

ク）や散水機･防除機などの管理用機械の要望も少な

くない。結局、一貫した機械化作業が可能となるよう

な機械装備が望まれている。これらは自分では購入で

きないので何等かの組織での装備を希望している｡

（２）収穫作業の実施方法

すべての作業を家族だけで行っている比率がもっと

も高い（図２参照）が、金武だけはその比率が低く、

ユイなどで他人の応援を得ている割合が著しく高い｡

一方、他人やハーベスタヘの委託も無視できない程度

に増えている。今回の調査では全面委託のケースはみ

られなかったｏ
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（４）ハーベスタ委託における不安

図３に示すように、畑の踏み荒し（踏圧を含む）に

ついての不安がもっとも多い。調査地域は一部（読谷

村）を除いて株出中心の栽培形態であるので、このよ

うな心配が多いのは当然である。ハーベスタで収穫し

た後の措置をどのようにしていたかが問われる。ハー

ベスタによるわだちや硬化は耕転機では対処できない。

収穫直後の対策を十分に行えば、踏み荒しに関する心

配は大幅に減るものと思われる。

さらに、収穫ロスおよび株出の収量低下が、ハーベ

スタの使用をためらう大きな理由となっている。刈残

しロスは農家にとっては非常に気になるもので、最大

限に減らすことが重要である。これは機械化に合う栽

植様式に変更することによってある程度は軽減できる。

したがって、模範的な実績をできるだけ多く積み上げ

て農家の理解を深めていく努力が必要である。さらに

オペレータの技能向上および意識改革が求められる。

オペレータと農家との信頼関係を築くことと、優秀な

オペレータの育成と確保が機械化を成功させるポイン

トになる。

地区別に見ると、畑の踏み荒しに対する懸念がいず

れも高いが、金武がとりわけ高い。ここではハーベス

タの稼動実績が低いことによるものと思われる。収量

低下の懸念は具志川が最も強く、トラッシュの心配は

具志川は高いものの他の地域はそれほどでもない｡ハー

ベスタ利用に“不安はない',という回答は勝連と読谷

に多く、早く導入された効果が表れていると思われる。

また、地形や基盤整備の達成率も関係しているものと

思われる。

（５）希望するハーペスタ料金

１トン当たり3,000円を希望する農家が最も多い（図

４参照)。よく現在の料金設定ではコスト的に引き合わ

ないと言われるが、そういう側面の表れであろう。

3,000円を希望する農家は勝連、具志川にその層が多い。

宮古において従来の5,000円から3,500円に引き下げたと

ころ申し込みが殺到し、遊休農地がほとんどなくなっ

た経緯もある。これは5,000円では重荷に感じる農家が

（３）ハーベスタヘの委託

ハーベスタを見たことのある農家は75％と増えてい

る一方、実際にハーベスタを利用した人は16％程度で

驚くほど少ない。これはハーベスタを使いたくないと

いうことより、これまでハーベスタの数が少なく機械

化が進んでいなかったことが最大の原因である。ハー

ベスタの評価は賛否両論あるようだが、次第に浸透し

つつある。機械の増加に伴って未利用農家がどのよう

に反応するか興味深い。ハーベスタに理解のある農家

を中心にして利用者数を増やす工夫が必要である。ハー

ベスタヘの委託は更新畑が多く、その意味では未だに

問題が多い。

具志川においてハーベスタには委託したくないとい

う意向が強いが、単収が高いのでこのような結果がで

たものと思われる。また、使ってみた結果があまり好

ましいものではなく､悪印象をもったケースもある。

他のところでは全面委託の希望もあり、今後この層は

増えるであろう。他の地域では、ハーベスタヘの注文

に応じられないほど要望が増えているところが多く、

この地域でも遠からずそのような状況になることは疑

いようもない。すべての収穫を委託したいという農家

も少なくない。
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多いことを意味している。一方では、諸般の事情を考

慮し、5,000円でもよいという農家も少なくなく、機械

利用コストについて理解を示す層が育ちつつあること

を窺わせている。
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（６）畦幅の拡大

図５に示すように、ハーベスタを使用するなら拡幅

は当然だと答えた農家が予想外に多く、関係機関の

ＰＲ効果が上がっているようだ。とは言え、拡幅によ

る減収の懸念は根強いので、植付密度さえ確保すれば

収量は決して落ちないことを示す広報・実証が必要で

ある。ハーベスタの使用時だけでなく、手刈において

も畦幅が広い方が作業しやすいことも示すべきであろ

う。さらに、畦幅を広げるには植付機（プラン夕）の

利用が有効であることも周知徹底したい。
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している実態を反映している。一方では、増産、経営

改善、花きなどの振興という積極的な効果を期待する

農家もおり、これらの農家を核に機械化体系を仕組む

必要がある。“期待しない，'、“不安が大きい'，とい

う農家の存在も無視しえず、その内容を分析して対策

を検討する必要がある。労力軽減およびサトウキビ作

の継続への期待は、読谷および勝運は比率が高く、金

（７）機械化への期待

“サトウキビ作りが続けられる，'および“作業が楽

になる，，が最も多く、機械化に対する期待は大きい

(図６参照)。これらは機械化の消極的な効果であるが、

サトウキビ農家が高齢化して非常につらい状態で作業
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5.6％と全体的には少ないが、無視できない割合になり

つつある。理由として人手不足や高齢化に直結するも

のは少なかった。

（３）サトウキビ作業の委託希望

“委託したくない，,と答えた農家は委託希望農家の

３倍程度であった（図７参照)。これはハーベスタヘの

委託ではなく人力作業の委託を想定したものである。

具志川では希望しない農家が比較的高い比率を占めて

いる。これらの農家では、“労力は不足していない”

というのが主な理由である。さらには請負料金が高い

ことも含まれており、“高い料金を支払うくらいなら

自分でやった方がよい，，という判断が働いているもの

と思われる。一方、委託希望農家も少なくないので、

それに応え得る組織的な対応が望まれる。

（４）サトウキビ作業の受託希望

自分の作業で手一杯で他人の作業までは引き受けら

れない実態が浮き彫りになった（図８参照)。受託希望

農家でも“他人から依頼があれば引き受ける，’という

程度の消極的なもので、“受託により収入を増やした

い,，という積極的な農家はいないようである。これも

高齢農家が多いことと対応している。受委託の展開に

は受託農家すなわち担い手の育成が重要であることが

わかる。受託できるだけの余裕を生み出す機械力の充

武および具志川はそれよりも低くなっている。機械化

への不安は具志川において強い。

３．機械化の推進における基本要件

（１）基盤環境の状況

調査した地域にもよるが、基盤整備も次第に進んで

いる。圃場の集中度は、一部の農家では一ケ所にまと

まっているが、多くは分散しているようである。自宅

からかなり離れている圃場も少なくない。圃場および

周辺の地形は平坦な場合が最も多いが、傾斜している

圃場も少なくない。園場内に凹凸があったり、隣の畑

や道路との間に大きな段差があり、機械作業に不向き

なところもかなりあるようだ。圃場整備事業の効果と

して道路が整備され､車や機械で容易にアクセスでき

る圃場が増えている。しかしながら、人家やハウスに

隣接している圃場も少なくなく、ハーベスタの使用は

困難である。

（２）遊休農地および収穫放棄

遊休農地の有無についてはあまり聞くことができず

不十分な調査に終わった。全般に遊休農地が増えてい

ることはすべての農家が認めていた。遊休化の理由は

様々であるが、土地改良、経済的理由、高齢化、他へ

の転用などが多い。一方、収穫放棄を経験した農家は１
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実と、受託専門グループの育成が望まれる。

（５）委託希望の作業

図９に示すように、収穫作業が最も希望が多く、受

委託展開のターゲットは当面ここにある。耕転・整地、

植付けの希望もあるので、受託専門グループを作る場

合には、収穫とこれらを組み合わせて十分な収入を確

保する体制を確立しなければならない。

いことを示している。逆に、規模縮小の希望もあり、

サトウキビ作の現状を色濃く反映した結果となった｡

若手（少なくとも50代）の意欲ある農家を規模拡大の

中核的存在として地域全体で育成していく必要がある。

規模拡大に消極的（現状維持もしくは縮小）な理由と

しては、“高齢で後継者もいないので規模拡大しても

仕方がない',、または、“できない'，という農家がもっ

とも多い（図12参照)。次に多い理由が“規模拡大の必
７０
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が読み取れる。
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一方、栽培の集団化については、自分の畑の周囲で

そのような動きがあれば合わせたいという意見が予想

より多かった（図14参照)｡ただし、これも地区差があ

り、勝連、金武は多く、その他では相対的に低くなっ

ている。具志川や読谷では不可能（全体の合意が得ら
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サトウキビを作るのはあくまでも農家であることを認

識し、今後の対策をより深く検討し、地域としての合

意形成を図る必要がある。

れない）という意見も強く、地域特性が顕著に表れて

いる。

このように農地の売却や管理委託の希望が少ないこ

とと併せて考えると、まずは作業受委託の推進・定着

から進めることが現実的である。規模拡大や農地流動

化は作業受委託の次の段階として位置づけることがで

きよう。
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むすび

この地域のサトウキビ作は今後どうなるかという設

問に対しては、現状よりさらに減少するが全部なくな

ることはないという回答がもっとも多かった（図15参

照)。これは妥当な見方と思われるが、製糖工場の実態

をみると、希望的観測に過ぎない側面も感じられる。


