
競争力あるキャベツ産地の確立支援 
                                            活動期間：平成１９年～（継続中） 

福岡県 

具体的な成果 

１ 組織体制の革新 
■ 部会員の平均年齢は50歳だが、部会代 
  表に30歳代を起用し、若手中心の組織  
  へ改革。 
 ・ 部会役員の平均年齢 ： 40.7歳 
 ・ 生産販売委員の平均年齢 ： 41.1歳 

２ 販売の多様化 
■ 若手役員の意見が反映され、出荷販売先 
  および契約取引が拡大。 
             （ Ｈ１８ → Ｈ２５ ） 
 ・ 出荷販売先 ： １市場 → ５市場 
 ・ 契約取引 ： ０取引 → ９取引 

３ 農業経営の安定と後継者の就農 
■ 雇用型経営の導入推進等により、平成22 
 年以降、現在の部会員の4割強が規模拡大。 
                （Ｈ１８ → Ｈ２５） 
 ・ １戸あたり栽培面積 ： 1.3ha→2.3ha 
                 
■ 平成21年以降、Ｕターン等で新たに8名が 
  就農。 

４ ブランド化の確立 
■ 「若松潮風®キャベツ」のネーミングを活用 
  した販売促進により、地元での認知度が   
  向上。平成22年以降、80円/kgを超える  
  高単価で取引される。 

 
 

普及指導員の活動 

平成１９年 
■調査研究による課題の抽出 
 「契約取引拡大」「新規市場の開拓」「実需
ニーズに応じた商品づくり」の課題を抽出。 

平成２１年 
■組織体制の改革 
 産地支援をスムーズに進めるため、関係
機関の代表者による役員会を設置。迅速な
意思決定のため部会に生産販売委員の設
置を提案。 
 

■産地戦略の策定と実践支援 
 ブレーンストーミング、KJ法を活用し、①組
織、②生産、③販売の3つの柱からなる産

地戦略を策定し、その実現に向けた取り組
みを支援。 

平成２４年 
■産地構造分析の実施 
 産地の更なる改革に向け、産地構造分析
により一戸当たりの規模拡大メリットを実証
し、雇用型経営を推進。 
  

■ブランド確立支援 
 潮風がキャベツに与える影響調査により、
高糖度を実証。 

普及指導員だからできたこと 

・産地を支援する関係機関と連携・協力する
などコーディネート機能を発揮し、地域一体
となった支援を実施。 

・大型鉄コンテナ導入による労働時間削減
の実証や、潮風がキャベツに与える影響を
示すなど技術を数値化して産地を誘導。 

○ 北九州若松地区のキャベツ産地は、平成１５年からの需給調整による 
 ほ場廃棄で、農家の意欲が低下し、生産者数、生産面積ともに減少。 
○ 「後継者が就農できる安定した農業経営の実現」に向け、生産部会と 
 支援を行う関係機関の組織体制の見直しと産地戦略の作成を提案。 
○ 将来を担う若手農業者が中心となる部会体制に移行し、自らが考えた産 
 地戦略の策定と実践により経営の安定と後継者の定着を実現。 
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福岡県 

競争力あるキャベツ産地の確立支援 
 

活動期間：平成１９年～継続中 

 

１．取組の背景 

北九州市若松区は、県内で最大、九州でも有数のキャベツ産地である。しかし、

平成 15 年からの需給調整によるキャベツのほ場廃棄等で農家の意欲は低下し、

生産者数、生産面積ともに減少していった。 

このことから、普及指導センターは産地の早急な復活と改革を図るため、「後

継者が就農できる安定した農業経営の実現」に向けた活動を行うこととした。 

 

２．活動内容（詳細） 

（１）調査研究による課題の抽出 

平成 19 年、普及指導センターはキャベツ部会の生産者代表と関係機関で、産

地の課題抽出を行った結果、「契約取引（加工業務用）」「新規市場の開拓」「実

需ニーズに応じた商品づくり」など流通・販売に関する課題が多いことがわかり、

これらのアイデアの実現に向けた取り組みを始めた。 

 

（２）組織体制の改革 

平成 21 年、キャベツ部会は若手生産者の

意見を取り入れやすくするために、代表に 30

代の農業者、副代表 2名も若手農業者を起用

した。 

普及指導センターは産地を支援する関係

機関の方向を一致させるため、普及指導セン

ター、市、農協で組織する「北九州市西部地

区農業振興協議会」（以下、農振協）に、各

機関のトップで構成する役員会の設置を提

案し、産地支援がスムーズに進む体制を構築

した。 

 

（３）産地戦略の策定と実践支援 

平成 21 年、生産者と関係機関で構成する「若松キャベツ産地戦略検討会」を

立ち上げ、ブレーンストーミング、KJ 法を活用しながら検討を重ね、①組織、

②販売、③生産の 3 つの柱からなる若松キャベツ産地戦略をまとめ、農振協役員

会で各組織の意見を調整しながら、農振協若松地域部会で全体の進捗管理を行う

ようにした。 

 

ア 組織戦略 

キャベツ部会は、生産・販売の方針について全部会員で検討する方法から、9 名

の「生産販売委員」（役員 3 名を含む）が専決する組織体制に変え、迅速な意思

決定が行われるようにした。 

 

 

図１．キャベツ部会と関係機関支援体制 



- 2 - 
 

イ 販売戦略 

商品力を強化するために、生産者が検討を重ね「若松潮風キャベツ」とネーミ

ングし、ポスター、リーフレット、のぼりを使った販売促進を行った。 

また、普及指導センターは、長期出荷体系の確立に向け、試験場と協力して、

慣行品種よりも 1 か月長く出荷できる品種選定や長期冷蔵貯蔵試験に取り組ん

だ。同時に、農協は多様な販売先の開拓を生産販売委員へ提案し、新規市場への

出荷や契約栽培への取組みが開始された。 

 

ウ 生産戦略 

加工業務用キャベツの契約栽培は、経験

がなく、多くの農業者が躊躇していたため、

普及指導センターは、加工業務用が収穫・

出荷を省力化できることを説明し、大型鉄

コンテナの実証試験を実施した。その結果、

労働時間が最大 34%削減されることが明ら

かとなり、契約栽培の取り組みが始まった。 

また、安定生産のため、ほ場にフェロモン

トラップを設置し、予察情報を部会員へ携帯

メールで提供する仕組みを作った。 

さらに、安定した農業経営を図るため農

家に対し雇用に関する研修会の開催や、農協の無料職業紹介所の開設を支援し

た。 

 

（４）産地構造分析の実施と産地戦略の強化 

普及指導センターは、平成 24 年に､産地のさらなる改革を目指し､記名式の意

向アンケートと出荷データをもとに産地構造分析を実施した。その結果、全部会

員の 3 割程度が規模拡大意向を持っており、今後新たに 15ha 強の農地が必要な

ことが明らかになった。 

このため、規模拡大意向農業者の雇用型経営の確立に向け、農地、労働力の確

保支援、機械装備の適正化など新たな課題を設定し、支援を行った。 

また、地域ブランドの確立に向け、農協は「若松潮風®」を地域ブランドとし

て商標登録し、部会は TV などのメディアを活用し、PR 活動を行った。 

普及指導センターはブランドの特徴を把握するため、潮風が糖度に及ぼす影響

について調査、潮風を受けたキャベツの方が、通常のキャベツに比べ糖度が1度

以上高いことを確認した。 

 

３．具体的な成果（詳細） 

（１）組織体制の革新と販売の多様化 

部会員の平均年齢は 50 歳だが、部会役員の平均年齢は 40.7 歳、生産販売委員

は 41.1 歳と若手中心の組織に改革することで、5 市場と 9 契約取引と出荷販売

先および契約取引が多様化した。 

 

（２）農業経営の安定と後継者の就農 

 平成 21 年以降、農業経営が安定したことによってＵターン就農等で新たに

8 名が就農し、世代交代が進んでいる。 
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 鉄コンテナ出荷の取組み農家は

5 名となり、鉄コンテナを含めた契約

キャベツの出荷量は、全出荷量の

26％を占めるまで拡大した。 

 平成 22年から平成 25年の間に規模

拡大した農業者が、16 名と現在の部

会員の 4 割強にのぼったことで、１戸

あたり栽培面積は、平成 18 年が 1.3ha

だったのに対し、平成 25 年は 2.3ha

になった。 

 

（３）ブランド化の確立 

地元スーパーや直売所のポップは「福岡産キャベツ」から「若松潮風®キャ

ベツ」と表示されるようになり、地元での認知度向上とともに、平成 22 年以

降、80 円/kg を超える単価で取引されている。 

 

４．農家等からの評価・コメント 

（北九州市若松区 JA北九若松そさい部会キャベツ班長 三好孝志氏） 
普及指導センターには、フェロモントラップや潮風がキャベツに及ぼす影響

に関する調査など、地味だけど自分たち農業者にとって必要不可欠な仕事をし

てもらっている。品種、農薬、肥料や機械などについては、データや情報の収

集において拠り所であり、また普及組織ならではの横の繋がりで他県の先進地

事例を紹介してもらうなど、非常に助かっている。 
 

５．普及指導員のコメント 

（北九州普及指導センター地域係・技術主査・井上直子） 

北九州市若松区の冬キャベツは市場での知名度が高く、産地の農業者は品質

に自信と誇りを持っている。今後もこの若松潮風®キャベツのブランドを維持す

るため、市及び農協とともに農業者への支援を行い、そして次世代の普及員へ

普及活動を繋いでいきたい。 

 

（北九州普及指導センター野菜係・主任技師・有吉耕二） 

成果のポイントは農業者自身が危機感を持って改革に向け真摯に取り組んだ

ことに加え、普及センターがリーダーシップをとって関係機関のサポート体制

を確立したことだと思う。 
 
 

６．現状・今後の展開等 

北九州市若松区の野菜の振興については、やる気がある若手農業者を中心に、

規模拡大や農地集積などの課題に取り組みながら、今後の普及活動を展開するこ

ととしている。 

普及指導センターが持つ関係機関や生産者を繋げるコーディネート機能と生

産・経営技術に基づくスペシャリスト機能を発揮させ、今後も地域農業の振興に

寄与したい。 

図 3．全体栽培面積と一戸当たりの栽培面積の推移 
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