
５-１ キャベツ

生産コストの現状

キャベツ栽培の現状
キャベツの農業経営費（全国）に占める
割合は、「包装荷造・運搬等料金」及び
「農機具・農用自動車・建物」の２費目で
全体の約５割を占めている（図１）。
作型別に見ると、夏取りでは「包装荷
造・運搬等料金」に次いで「農業薬剤」が
多くなっており、病害虫防除に多くの費用
が投入されていることが分かる。

一方、冬取りでは「農業薬剤」よりも
「肥料」が高い割合を占めている。

したがって、生産コストの低減に当たっ
ては、
○簡易コンテナ等による包装資材の低減
○規模拡大や共同利用等による農機具の効
率的利用
○フェロモントラップの利用
○堆肥の自家生産
等の取組が効果的である。

機械化一貫体系の導入が労働時間削減の大
きな鍵
作業別労働時間に占める割合は、「収
穫・調製・出荷」及び「は種・定植」で全
体の６～７割を占めている（図２）。
これらの作業は、現在、手作業又は半自
動機械による作業が主体であり、大幅な省
力化が期待できる、機械化一貫体系の導入
が求められる。
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■キャベツの生産コストのうち大きな割合を占めるのは、「荷造包装・出荷料
金」、「農機具・農用自動車・建物」

■労働時間では、「収穫・調製・出荷」と「は種・定植」が大きく、これらの作業
を省力化する機械化一貫体系の導入が必要

ポイント

表２　作業別労働時間 （時間/10a）

時間 割合 時間 割合 時間 割合
84.62 100% 61.76 100.0% 92.35 100.0%

育苗 6.27 7.4% 4.88 7.9% 7.11 7.7%
耕うん・基肥 5.26 6.2% 4.38 7.1% 5.87 6.4%
は種・定植 10.49 12.4% 9.96 16.1% 8.65 9.4%
追肥 2.67 3.2% 1.35 2.2% 2.68 2.9%
除草・防除 6.43 7.6% 5.42 8.8% 8.11 8.8%
管理 4.99 5.9% 2.09 3.4% 6.75 7.3%
収穫・調整・出荷 44.53 52.6% 31.75 51.4% 50.25 54.4%
その他 3.98 4.7% 1.93 3.1% 2.93 3.2%

　　　資料：農林水産省「品目別経営統

労働時間

全国・年産 全国・夏秋 全国・冬
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表１　平成１７年産キャベツ農業経営費 （千円／10ａ）

費用 割合 費用 割合 費用 割合
177 100% 173 100% 180 100%

雇用労賃 4 2.3% 8 4.6% 1 0.6%
種苗・苗木 12 6.8% 11 6.4% 15 8.3%
肥料 21 11.9% 16 9.2% 23 12.8%
農業薬剤 20 11.3% 30 17.3% 16 8.9%
光熱動力・農機具・建物 44 24.9% 34 19.7% 53 29.4%
貸借料及び料金 50 28.2% 48 27.7% 47 26.1%
その他 26 14.7% 26 15.0% 25 13.9%

資料：農林水産省「品目別経営統計」

全国・冬

農業経営費

全国・年産 全国・夏秋



生産コスト縮減に向けた取組の概要

・セル成型苗の利用

生産コスト縮減に向けた基本的考え方

①機械化一貫体系の導入により収穫・調製・出荷作業等を省力化
現行の栽培体系では収穫・調製・出荷等の作業で十分機械化が進んでおらず、これが規模拡
大の隘路となっているため、キャベツ収穫機や重量野菜運搬作業車等を導入することにより単
位面積当たりの労働時間を大幅に低減

②規模拡大、共同利用等により稼働率の向上を図り農機具・農用建物費を低減
農機具費、集荷場の利用費等がコストの大きな部分を占めているため、規模拡大や機械の共同
利用等により稼働率の向上を図り、農機具費・施設利用費を低減

③効率的施用等により肥料費や農業薬剤費を低減
堆肥の積極的利用及びフェロモントラップの利用等による肥料・農薬の施用量を低減

主要な取組

・輪作体系の導入
・フェロモントラップの利用
・堆肥の自家生産
・畜産等との複合経営

・規模拡大や共同利用等による効率的利用

生産コスト縮減に向けた取組の概要

・セル成型苗の利用

・キャベツ収穫機の利用
・重量野菜運搬作業車の利用

・全自動移植機の導入

・輪作体系の導入
・フェロモントラップの利用
・乗用型管理機の導入
・ブームスプレイヤーの利用

農業経営費(千円/10a) 177 100%

雇用労賃 4 2.3%
種苗・苗木 12 6.8%
肥料 21 11.9%
農業薬剤 20 11.3%
光熱動力 9 5.1%
農機具・農用自動車・建物 35 19.8%
包装荷造・運搬等料金 49 27.7%
その他 27 15.3%

労働時間(時間/10a) 84.62 100%

育苗 6.27 7.4%
耕うん・基肥 5.26 6.2%
は種・定植 10.49 12.4%
追肥 2.67 3.2%
除草・防除 6.43 7.6%
管理 4.99 5.9%
収穫・調製・出荷 44.53 52.6%
その他 3.98 4.7%

費用
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資料：農林水産省「品目別経営統計」

10ａ当たり収量
4080kg／10ａ （平成１７年産）

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」 81



生産コスト縮減に向けた主要技術と主な取組事例

○野菜栽培管理ビークルの導入

○野菜全自動移植機の導入

○取組の成果
定植に要する時間が1/4に低減（11hr/10a→2.75hr/10a)

○普及に当たっての留意事項
育苗体系からほ場の準備まで全自動移植機に合った準備が必要。

キャベツ栽培において、低コスト化・省力化を図る上では、機械化体系の導入による生
産の効率化が重要であり、導入を行った多くの産地では、省力化により規模拡大につなげ
ている。なお、導入に当たっては、導入コストや経営規模、また、機械の走行に適した畝
幅の確保等、利用者やほ場の状況を十分に勘案するとともに、規模拡大が容易でない産
地においては共同利用など産地の実情に合わせて、積極的に検討することが重要である。

○導入コスト：約３５０万円～/台
※キャベツ以外の他品目でも利用が可能
（利用規模の下限）移植条数2条で5ha

※利用規模の下限は、「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」に定めら
れた、導入を行うための、おおよその目安を示すもので、作業能率と経済性を基準として算出したものである。

○取組の成果
防除に要する時間が大幅に低減（7.5hr/10a→0.5hr/10a)

○普及に当たっての留意事項
車高が高いため、勾配１０度以下のほ場で使用することが必要。

○導入コスト：約２３０万円～/台（本体のみ）
※キャベツ以外の他品目でも利用が可能
（利用規模の下限）薬液吐出量15㍑/分以上で5ha

○キャベツ収穫機の導入

○取組の成果
収穫作業に要する時間は、3.3hr/10ａと作業能率が向上(慣行の約2.5倍)

○普及に当たっての留意事項
ほ場面積が狭小では利用性が悪い。

○導入コスト：約２８０万円～/台
（利用規模の下限）収穫条数１条で5ha
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農業現場におけるコスト縮減の取組事例をとりまとめたものです。
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輪作作物として、とうもろこし、うど、そば、
水稲など他品目の作物を導入することによ
り、連作障害を回避。農薬散布に係る費
用・労働時間の低減やキャベツの収量の安
定化に資する他、キャベツの収穫期間以外
においても農業収入を確保出来ることから、
経営の安定化にも寄与。

取組の成果

○群馬県の農家Ａでは、うどとの輪作に
よって規模拡大、機械の導入による効果
も併せて１０ａ当たりの総労働時間が減少。
・総労働時間：69.2hr/10a→58.7hr/10a

○連作障害の発生防止になり、農薬散布
に係る費用・労働時間が低減。

○連作障害の発生が抑えられ、キャベツ
収量の安定化に寄与するとともに、キャベ
ツ以外でも農業収入を確保できることから
経営の安定化に寄与。

普及に当たっての留意事項

・複数作物への同一農機の活用などを図
ることにより一層の効率化が可能。
・推進を図るため未利用地・遊休農地の
データベース化などの情報提供が重要。

徒長やばらつきが少なく、生育揃いが良
く、また、出芽から幼苗までの管理が容易
なことから省力化が可能。
また、セル苗の購入により、育苗に係る
労働時間、コストの低減が図れるとともに、
キャベツ根こぶ病、黒腐病などの病害発生
を抑え、生産の安定が図られる。

取組の成果

○群馬県の農家Ｂでは、規模拡大、機械
の導入による効果も併せて10ａ当たりの総
労働時間が減少。
・総労働時間：114hr/10a→66.3hr/10a
○セル成型苗の利用により、根こぶ病、黒
腐病、バーティシウム萎凋病などの土壌
病害の発生が抑制でき安定生産に寄与。

普及に当たっての留意事項

・地床育苗に比べ、定植適期が限定され、
前作との調整が必要となる。

セル成型苗

②輪作体系の導入による連作
障害の回避と経営の安定化

③セル成型苗の利用による
労働時間の低減
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周辺の畜産農家と連携して厩肥を入手、
また、堆肥盤を設置し、堆肥を自家生産。
肥料費のコスト低減を図るとともに減化
学肥料栽培、地力増進による高付加価値
化生産を実現。

取組の成果

○千葉県の農家Ｅでは、周辺の畜産農家
と連携し厩肥を入手、また、堆肥盤を設
置し、堆肥を自家生産している。これによ
り肥料費のコストの低減、減化学肥料栽
培、地力増進による高付加価値生産を実
現。
・肥料費：20,200円/10ａ（地域慣行約１割
減）

普及に当たっての留意事項

・堆肥化処理時の水分、通気、温度等の
発酵条件に留意するとともに、定期的な成
分分析を行うことにより良質で均質な堆肥
の生産に努める。

④自家生産堆肥による肥料費
の低減

キャベツ・肉用牛・水稲の複合経営により、
水稲栽培の副産物である稲わらを全量肉
用牛の粗飼料として活用し、また、肉用牛
の副産物である牛糞にオガクズを入れて自
然発酵させた牛糞堆肥を、キャベツ栽培の
土づくりに利用している。

取組の成果

○香川県の農家Ｆでは、複合経営により、
循環型農業を確立するとともに、堆肥の
自家生産により、肥料費の削減につなげ
ている。
機械の導入による効果なども併せて、
収入の増加、経営面積の拡大につなげ
ている。

⑤循環型農業の導入による肥
料費の低減

キャベツ、肉用牛、水稲の複合経営の
イメージ84
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普及に当たっての留意事項

・堆肥化処理時の水分、通気、温度等の
発酵条件に留意するとともに、定期的な成
分分析を行うことにより良質で均質な堆肥
の生産に努める。



コナガフェロモントラップを導入。

キャベツの害虫防除の適期把握により農
薬の使用回数の低減につながり、農薬散
布に係る費用や労働時間を低減。

取組の成果

○岩手県の農家Ｃでは、規模拡大や、機
械の導入による効果も併せて、主たる従
事者一人当たりの平均年間労働時間が
減少。
・2,400ｈｒ/年→2,100ｈｒ/年

コナガフェロモントラップの
設置状況

普及に当たっての留意事項

・フェロモントラップ誘引数の場所間・日
間のバラツキを補正するため，畑内に偏
りなく複数個のトラップを配置し（1ha当た
り５個程度），トラップ誘引数も１日のみの
値ではなく，数日間の平均値を用いる

⑥フェロモントラップの利用に
よる防除作業の省力化

普及に当たっての留意事項

・ブームスプレイヤーを搭載する大型トラク
ター若しくは管理ビークルが必要

防除作業においてブームスプレイヤーを
導入し、防除作業時間を大幅に短縮。

取組の成果

○愛知県の農家Ｇでは、キャベツの防除
作業にブームスプレイヤーを導入。慣行
の防除時間と比較し、大幅な省力化を実
現。
・防除時間：0.5hr/10a（地区慣行約９割
減）

労働費を850円/hrとした場合、5haの耕作
面積では、１作で約30万円のコストダウン

ブームスプレーヤーを搭載した野菜管理
ビークル

⑦ブームスプレイヤーによる
防除作業の省力化
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⑨通いコンテナの利用による
出荷資材費の削減及び収穫・
出荷作業の省力化

出荷に通いコンテナを利用することで、出荷
資材費の低減、収穫・出荷作業を省力化。

取組の成果

○茨城県専門農協Ｈでは、外食チェー
ン店と業務用キャベツの契約栽培を行っ
ており、出荷に通いコンテナを利用。出
荷規格の簡素化や、雨天時でも作業が
可能などから10ａ当たりの総労働時間が
減少。
・総労働時間：93.5hr/10a→75.5hr/10a
また、段ボールを使用しないことなどから
資材費等の削減にもつながっている。
・資材費等：116千円/10a→49千円/10a

普及に当たっての留意事項

・実需者のニーズに適した品種の選定や、
出荷先との綿密な打合せが必要。

・通いコンテナの回収システムの構築が
必要。

・通いコンテナに適応した選果ライン等の
整備が必要。

通いコンテナ及び通いコンテナを用いた収穫

フォークリフト機能を備えたクローラ型の
作業車を収穫・運搬作業に導入。直接、作
業車がほ場内に入り、一斉収穫作業を実
施。

取組の成果

○愛知県の農家Ｄでは、中心階級のもの
を拾い取りする慣行作業に比べて、収穫・
運搬に係る作業時間の大幅な削減を実
現。
・収穫・運搬に係る作業時間：13hr/10a
（慣行作業約５割減）

普及に当たっての留意事項

・収穫に入る時期の見極めに経験を要し、
一斉収穫に対応した作付体系の確立が必
要。

生研センターで開発された「重量野菜
運搬作業車」

⑧クローラ型フォークリフトの導
入による収穫運搬作業の軽減
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取組の成果

■生産コスト：地区慣行（キャベツ）の約１割減
（187千円/10ａ（地区慣行）→175千円（本件））
〔とうもろこし（輪作作物〕の肥料費：地区慣行比約６割減〕

■労働時間：地区慣行（キャベツ）の約３割減
（76時間/10ａ（地区慣行）→54時間/10ａ（本件））

事例１ 半自動移植機の導入による省力化と規模拡大 個人（千葉県銚子市））

銚子地域は、冬場でも温暖な気候を
生かしたキャベツ主体の産地である（年
間2作）。本事例では、キャベツの半自動
移植機の導入により、省力化を実現し、
規模拡大につなげている。

①半自動移植機の導入
半自動移植機の導入により、今まで人力
作業で11時間/10ａかかっていた定植作業
が、3.45時間/10ａと1/3以下に削減し、規模
拡大につなげた。また、本機の導入効果に
より、従来の手作業に比べ生育ムラが少なく、
生育揃いが良いという結果が出ている。本
機の導入に併せ規模拡大が図られたことに
より、農機具にかかる費用は、 21,339円（地
域慣行では25,228円/10ａ）であるが、と本
機の導入にもかかわらず、低く抑えられてい
る。また、輪作作物であるとうもろこしの定植
作業においても、本機を活用し、より効率的
な利用が図られている。

②とうもろこしとの輪作体系

キャベツ栽培後に、とうもろこしを導入する
ことで、輪作体系を確立し、農業薬剤費の
低減やキャベツの収量の安定を図っている。

また、とうもろこし収穫後には、残渣の鋤込
みを行い、土づくりを図っている。
○キャベツ
25千円（地区慣行）→22千円（本事例）

○とうもろこし
9.3千円（地区慣行）→8.6千円（本事例）

③キャベツ作付後の残効肥料の活用

キャベツ栽培後のほ場にとうもろこしを栽
培することで、残効肥料を有効に活用し、肥
料費の低減につなげている。
○キャベツ
24千円（地区慣行）→23千円（本事例）
○とうもろこし
21千円（地区慣行）→8.2千円（本事例）

経営の概要

コスト縮減の取組

優良農家の取組事例

④堆肥等による土づくり
畜産農家から厩肥を入手。堆肥盤を活用
し、半年～1年程度かけて発酵させ、10a当
たり２ｔをほ場へ散布し、化学肥料の散布量
を削減している。

◇個人経営
◇経営面積5.2ha
（キャベツ4.2ha、とうもろこし１ha）
◇労働力４名

５－１キャベツ_優良農家の取組事例

⑤その他
上記の取組により、キャベツ、とうもろこしを
併せた経営全体で見ても、労働時間が52時
間/10ａ（地域慣行75時間/10ａ）、農業経営
費は165千円/10ａ（地域慣行178千円/10ａ）
と低く抑えられている。

コスト縮減に向けた様々な取組を組合せ、生産コストの縮減を実現している優良な農家の事例を紹介するも
のです。
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その他優良事例

愛知県

個人

・経営面積
7.2ha

キャベツ（6）
タマネギ（1.2）

・労働力 3名

①乗用管理機等
の機械の導入

②低温貯蔵庫を用
いた苗貯蔵

③作業場における
調整・箱詰め

①大幅な省力化に
より雇用労働に頼
らない経営を実現
（3人→0人）
②定植時期が遅く
なったことにより、
防除回数が減少

③天候に左右され
ない計画的な出荷
が実現

①セル成型苗を
活用する場合は、
大きな低温貯蔵
庫が必要。

②ほ場から作業
場までの収穫物
運搬体系の組立
が必要

岩手県

個人

・経営面積
28ha

キャベツ （10）

だいこん （7）

・労働力 3.5名
雇用（1.5名）

①乗用型定植機、冷
蔵貯蔵庫等の機械
導入。

②フェロモントラップ
を利用した病害虫対
策③気候条件をいか
した平地と高地との
リレー栽培

①作業の省力化に
より規模拡大を実現
（23ha→45ha)
②防除回数の低減

③多品目かつ長期
出荷の実現により生
産性が向上

No 地域 経営概要
コスト縮減に向けた
主な取組

成果 ポイント

1

2

５－１キャベツ_その他優良事例

外食チェーン店と業
務用キャベツの契約
栽培を行っている。
当初の5名、経営面
積50ａの経営から大
幅に規模を拡大。実
需者のニーズに合っ
た品種の選定を行う
とともに、出荷規格
の簡素化や通いコン
テナを使用。

3

実需者のニーズに
適した品種の選定
や、出荷先との綿密
な打合せが必要。

①等級分けが不要
なため、選別、出荷
時間が削減。
（青果用の約６割）

②通いコンテナの利
用により、雨の日で
も畑で直接、出荷調
製出来るため、収穫
時間が短縮。
（青果用の約８割）

茨城県

生産者団
体キャベ
ツ部会

・栽培面積
25ha

・労働力 23名
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5-１キャベツ_今後導入が期待される技術・取組

基本的考え方

キャベツは、土地利用型野菜の代表的作目であり、輪作や転作作物としても重要な
作物である。しかしながら、典型的な重量野菜であるキャベツは、近年、生産農家の
高齢化、後継者不足が深刻化する中で、作付面積、収穫量ともに減少傾向にある。農
家の生産意欲を維持しながら、省力化・低コスト化による競争力の向上を図るために
は、機械化を中心とした新技術の確立・普及が不可欠である。

キャベツ栽培における機械化の取組は、セル成型苗の利用、定植作業における半自
動及び全自動移植機の導入などにより進展しているものの、収穫・出荷作業について
は、機械化技術の開発・普及が進んでいないことから、作業時間に占める割合が高い。
また、生産コストに占める割合が高い出荷コストの低減は、収益性の確保を図る上で
の懸案事項となっている。

これらの状況を踏まえ、近年のキャベツに関する研究開発については、特に輸入品
の割合が高い加工業務用需要向け生産に関して、収穫機の利用などを中心とした効率
的な収穫システムの確立や大型コンテナの利用技術の確立などの収穫・調整作業の低
コスト化・省力化に関する研究開発などが行われているところである。

また、生産現場では、実際に、加工・業務用需要向けキャベツの栽培実証も進めら
れており、段ボールを使用しないことによる資材費の低減や製函作業が不要なことに
よる省力化などの成果が上がっている。

＜今後導入が期待できる技術＞

新品種機械等

●畝立て同時
部分施用機

●４，５月どりの寒玉キャベツ品種・栽培
技術の育成開発

●機械収穫適性品種の開発
●収穫機及び追
従運搬車等の利
用による収穫シ
ステムの高度化

栽培技術

●収穫出荷作業
における大型コ
ンテナの利用

収穫が困難な４～５月どりの寒玉系品
種について、周年供給を可能となる品
種や適応栽培技術の育成開発

均一性、在圃性及び直立性など機械収
穫特性の高い品種の開発

●２条刈用キャベツ収穫機

●大規模生産のための直播栽培技術

機械収穫に適した直播栽培技術の確立
により、栽培初期に係る労働時間の大
幅な短縮が可能
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試験研究機関などで研究・実用化が進められており、今後が期待される技術・取組を紹介します。



先進的な生産システムの例

育苗

定植

施肥
防除

収穫
出荷
調製

加工・業務用需要向け栽培における低コスト・省力化栽培

品種選定

畝立て同時部分施用
機の導入

栽培体系

大型コンテナ
の利用

収穫機等を活用した高能
率収穫システムの導入

畝立て
基肥

※太字は研究開発中及び実証段階の技術

加工・業務用需要に適した大玉系品種や
機械収穫適性品種の導入

セル成型苗の利用

全自動野菜移植
機、栽培管理
ビークルの導入

肥料費約４千円
/10a，薬剤費約７
千円/10aのコスト
削減が可能。

大玉系品種の導入
等も含め、慣行と
比較し収量３０％増、
収穫運搬作業時間
５０％削減が目標。

育苗に係る労
働時間及びコ
ストの削減など。

収穫、調整、詰め
作業を同時に行う
ことにより、大幅
な省力化が期待
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○畝立て時に肥料と農薬を同時に土壌に
交合しながら畝内に施用する作業機。肥
料の施用量の低減や施肥・畝立ての２工
程の作業を１工程で行うことにより省力
化につながる。

○慣行栽培に対し，施肥量約２割削減，
根こぶ病防除薬剤を1/3の施用量として
も生育収量は同等で，肥料費約４千円
/10a，農業薬剤費約７千円/10aのコスト
削減が可能。

○現在、市販化の前段階にあり、実演・
実証中。

○ 畝立て同時部分施用機

○現在、加工・業務用向け需要を中心に
通いコンテナの利用が進められている。

○さらに容量の大きい大型コンテナの利
用に関する関心が実需者サイドにおいて、
高まってきており、現在、収穫から流通
まで大型コンテナを利用することによる
一斉収穫低コスト生産・流通体系の確立
を開発している。

○大型系品種の導入、大型コンテナの利
用など省力化体系の確立により、慣行と
比較し収量３０％増、収穫運搬作業時間
５０％削減を目指している。

○ 大型コンテナの利用による収穫・出荷
作業の省力化・低コスト化

肥料・農薬ホッパー
トラクター

うね立て・成形機

肥料・農薬ホッパー
トラクター

畝立て・成形機
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今後導入が期待できる技術

想定される効果・留意点

① 運搬機械を組合わ せ
ることにより、収穫作業だ
けではなく調整・運搬等
の省力化も期待できる。
② 枕地の確保が必要など
狭小なほ場では作業性が
悪くなる可能性があり、ま
た、機械収穫に適した栽
培様式が必要。

現在、既に市販されているキャベツ収穫機に、トレーラー運搬車や、追従型運
搬台車を組み合わせた収穫システムが、研究、実証されている。全自動収穫機の
利用による収穫作業と同時に調整や詰め作業を行うことにより、より効率的な収
穫作業体系の確立が期待できる。
また、現在のキャベツ収穫機よりも収穫作業の高度化を可能とする２条用の

新型キャベツ収穫機の開発が進められている。

○ 運搬車等を活用した効率的収穫システム

想定される効果・留意点

①均一性、在圃性の高い
品種を導入することで生育
の斉一化が図られ、機械に
よる一斉収穫による安定生
産に資する。

② 直立性の高い品種を導
入することで、機械収穫時
の損傷を防ぐ。

キャベツの機械収穫は、収穫作業の省力化に資するなどのメリットがある一
方、一斉収穫のため収穫物にばらつきがある、未熟なものや収穫適期をのがした
ものが混じる、機械により収穫物が損傷するなどの問題点が指摘されている。
よって、これらの問題を克服するため、均一性、在圃性※及び直立性などが

高い機械収穫に適した品種の育成・研究が進められている。
※在圃性：圃場での収穫適期が長い性質を指す

○ 均一性、在圃性及び直立性等機械収穫特性の高い
品種の開発

（写真）トレーラー伴走による収穫機械化体系

機械収穫適性の高い品種

均一性

在圃性

直立性
機械収穫で損傷しない

一斉収穫のため
の斉一化

収穫適期の延伸化
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