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1.課題と接近方法

北海道南網走営農集団の展開過程について本誌

第 65号 において規模拡大,組織,生産力,ま た,

第 66号 において財務構造を中心に分析を試みて

きたが,本論においては営農集団の組織の拡大過

程一営農集団間協業の形成過程一を主題に分析を

試みる。

営農集団が機械利用組合を中心に内包的に協業

組織を拡大する一方で外延的に他の営農集団と主

として地縁的なつながりをもって機械・施設を共

同で所有し,あ るいは共同で貸付を受けて生産部

門あるいは生産過程の一部ないし全部を共同で行

うといった営農集団間協業化を実現してきている。

南網走農協管内では, このような形態のもとにほ

とんどの営農集団が次のような四つの地域単位で

「広域営農集団」を形成している。

南網走営農集団における広域営農集団の構成

広域営農集団 所属個別営農集団

21,22,23,24営 農集団

18,19,20営農集団

25,26,27営農集団

28,29営農集団

近年, このように「広域営農集団化」が実現さ

れてきているが,そ の組織的,経済的な土台は,

すでに 20年以上の歴史をもつ営農集団機械利用

組合 (以下,営農集団という)である。しかし,営

農集団はそれ自身の合理化を図ってきているが
,

経済合理性を追求する一環として,部分的に集団
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一 南網走広域営農集団の形成過程を中心に一

新 沼 勝 利

音 根 内 広 域

丸 実 広 域

浦 士 別 広 域
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間協業を実現してきた。営農集団の重層構造例え

ば後述されるように,個別の営農集団では持ちき

れないような機械を地縁的な広がりをもつ集団同

士が共同で導入を行うなど, これを契機に大型機

械の導入が進められてきた。「広域営農集団」は

特定の機械・施設利用を中心として形式的には独

立 した経営体の形態をとっているが,実際にはそ

れぞれの個別営農集団で機械,施設を運営管理し

ている。その限りでは「広域営農集団」とはいっ

てもそれが個別の営農集団のように独立 した経営

単位として機能しているというよりも個別営農集

団を補完する機能を果しているという方が適当で

あろう。したがって,「広域営農集団」が現在の

個別営農集団のような経営単位として集団再編が

できるかどうかは今後における営農集団の展開の

仕方によるであろうが,ス ケールメリットの追求

を前提に経営展開の方向を模索するにはきわめて

重要な鍵をにぎる組織化であると考えられる。

本論では,「広域営農集団」の形成要因と機能

について,主に組織形成と財務構造の側面から明

らかにすることがねらいである。そのために最も

早 くから広域営農集団を形成してきたこれまでの

分析対象である南網走第 26営農集団を中心に課

題を明らかにする。

2.広域営農集団の形成過程

広域営農集団の最初の出発は,南網走で昭和

42年音根内地区に始まり,次いで昭和 43年に麦

の収穫を中心とする「浦士別コンバイン組合」の

結成であった。コンバインは農協所有で集団が管

理運営を任されるといった形で始められた。した



がって, コンバインは賃借料を支払って農協から

借 り受けている。総会資料 (事業報告)に よると

浦士別コンバイン組合の業務の中心はコンバイン

とウィンドロアーの運行であった。秋播小麦と二

条大麦とも高い品質の生産物を得るためには,収

穫適期を逃さず,短期間で終える必要がある。こ

のことが大型コンバインを導入する契機となった

ものといえよう。他方,麦の後作には商品作物と

して甜菜を作付ける輪作体系をとっているが,甜

菜作付段階で堆肥・緑肥等を投入する。この緑肥

は青刈燕麦であるが,麦の収穫が早まるだけ青刈

燕麦の生育期間が長 くなり,緑肥収穫量が増加す

ることになる。したがって, コンバインの導入は

生産力第一主義をとってきた営農集団にとって大

きな意味を持ったといえる。

組合員は60戸である。広域の範囲は第 25,26,

27営農集団機械利用組合 (現在)か らなっていた

が, コンバインの稼働は25,26,27利用組合の

範囲を越えて 22(1戸 ),28,29営農集団まで広

がっていた。したがって,三つの営農集団による

浦士別コンバイン組合の範囲を越えてコンバイン

を稼働していたということは,一つの集団の経営

規模以上にコンバインの処理能力が大きかったも

のと推定される。同時に,28,29営農集団にお

けるコンバインの導入がなされていなかったため

にこのような形になっていたものと思われる。浦

士別コンバイン組合の経営成果については後述す

る。

昭和 48年 に根釧農場を実現する契機となった

のは, このような二つの営農集団による「集団間

協業」が土台になっている。

根釧農場が集団間協業の形態のもとに形成され

た理由は,南網走農協の振興方針に基づき次のよ

うである1)。

(1)浦士別地区の営農集団はいずれも

小規模であったために機械化によって余剰労働力

が生まれ,そ の労働力利用と機械の効率的利用を

ともにはかることにあわせて過剰投資を避けるた

めに集団間協業による「出作」を共同で開始 し

た2こ しかも営農集団の規模も,(2)優良原種馬鈴

薯生産を行うには防疫上,無菌地域において生産
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することが望ましく,馬鈴薯生産地帯でない地域

を選定した。(3)根釧の酪農経営においては,地

代を受取りながら牧草地の更新ができることで利

害が一致 した。(4)出 作当時の48,49年 にウイル

スが発生 したにもかかわらず,26集団は被害を

受けなかったこともあって根釧への出作が,原種

生産に有利であることが実証され,以後根釧農場

が定着する契機となった。これ以前においては 24

営農集団で原種生産していたが,以後原種生産は

根釧農場で行われるようになった。根釧農場で生

産された原種を 24営農集団に提供して種子馬鈴

薯生産を行う「垂直的分業形態」になった。しか

し,根釧までは通作距離 120 km,通作時間 2時

間を要する。

根釧農場は根室支庁 (西春別)に 60 ha(採取圃,

原産圃),4カ 所を広域営農集団 (25,26,27)の 22

戸で共同経営 (部分協業)し ,独立採算で出発 し

た。耕作地の契約内容は,期間を 5年 (3年)契

約にしているが,賃貸契約である。相手は農家

(農協を通して)である。その他の契約内容は相手

によってさまざまである。防疫検査,病害予防の

ため 4年輪作 (根室支庁)と なっているものの
,

実際は適当な作物がないので 4年間作付けされ

ないのが現状である。

このような根釧農場の展開が,各営農集団にお

いて集団農場 (共同畑)を所有あるいは借地して

営農集団構成農家による協業経営が生まれる契機

となった3し それは前述の根釧農場が形成された

理由に明らかなように機械の大型化と高性能化は,

営農集団内の経営資源の有効利用をはかり,経営

規模拡大を同時に進行させる有効な手段であった

からである。

昭和 48年 4月 17日 に「浦士別大規模てん菜

利用組合」が結成された。この組合は後述するが
,

50年 まで続き,別の組織に統合化された。この

事業は「てん菜大規模集団産地推進事業」で, ト

ラクタの大型化を一層推進する契機となり, この

事業によって 150馬力級の大型機械化の端緒を

きったとぃぇょぅ4ヽ この事業によって浦士別営

農集団はトラクタ (全輪駆動)1台 , プラウ2台
,



第 1表 浦 士 別 広 域 営 農 集 団 の 貸 借 対 照 表
  |

44年       45年       47年       48年       50年
浦士別 コンバイン 浦士別コンバイン 浦士別 コンバイン 浦士別 コンバイン 浦士別 コンバイン

貸借対照表  流動資産

固定資産

負債

資本

損益計算書

浦士別営農集団(51年 )

(25、 26、 27営農集団)

↓
↓
↓

根釧農場(48年 )

(25、 26、 27営農集団)

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

当座資産

棚卸資産

計

資産合計

流動負債

固定負債

負債合計

負債資本合計

直接事業費

事業管理費

営業外期間外

費用合計

当期剰余金

費用の部合計

事業収入

その他収入

営業外期間外

収入合計

当期欠損金

収益の部合計

131,001

34,786

165,788

257,918

423,706

194,788

11,484

206,272

217,434

423,706

259,280

771,245

0

1,032,525

11,661

1,044,186

1,0`11,112

3,074

0

1,044,186

0

1,044,186

326,625

0

326,625

276,935

603,560

80,237

18,496

98,732

504,828

603,560

316,527

645,446

8,061

970,034

226,899

1,196,933

1,127,256

69,676

0

1,196,933

0

1,196,933

597,125

0

597,125

451,437

1,048,561

132,723

27,266

159,989

888,573

1,048,561

1,053,747

0

1,053,747

470,064

1,523,811

402,406

120,625

523,031

1,000,780

1,523,811

231,851

490,010

0

721,861

393,203

1,115,065

3,583,388

0

3,583,388

1,477,226

5,060,614

2,667,231

307,437

2,974,667

2,085,947

5,060,614

1,455,542

1,645,428

89,056

3,190,026

1,267,653

4,457,680

注 :浦士別 コンバインは浦士別コンバイン組合,浦士別営農は浦士別営農集団,浦士別広域は浦士別広域営農集団で ある。

資料 :総会資料より作成。

スタンヘー ドリル (6畦)1台 ,カ ルチベータ (7

畦)1台 ,チ ョッピングタッパー (3畦)1台,ビ
ー トハ ーベスター (3畦 )1台 を 1,922.3万 円

(100.0%)で 導入 している。この うち補助金は

1,189.4万 円 (59.7%), 借入金 555万円 (27.9%),

浦士別コンバイン組合(43年 )

(25、 26、 27営農集団)

浦士別大規模てん菜利用組合(48年 )

(25、 26、 27営農集団)

888,846

111,754

0

1,000,601

0

1,000,601

1,089,660

25,405

0

1,115,065

0

1,115,065

4,310,982

38,082

108,615

4,457,680

0

4,457,680

自己資金 247.9万 円 (12.4%)である。

昭和 51年 に「浦士別営農集団」という名称の

もとに,浦士別コンバイン組合の名称を変更して

いる。この年度の収支予算においては収入にトラ

クタ利用料, コンバイン利用料,ス ノーモービル

利用料,雑収入が計上されているが,従前の「浦

士別コンバイン組合」の内容と同様である。しか

し,同 じ三つの個別営農集団によって名称の変更

がはかられたのは,「浦士別大規模てん菜利用組

合」を統合化するためでもあった。

次に問題なのは,同一集団間において次々とこ

のような集団がなぜ形成されたかということであ

る。この点を検討してみると次のようである。す

なわち,営農集団の施設 0機械設備の整備をはか

るために,国の農業政策に基づいた制度資金を導

入していく上で,そ のための広域集団化が必要で

あったものと思われる。地域複合化もその一つで

あるが,51年の「浦士別営農集団」が形成され

た 3年前に「浦士別大規模てん菜利用組合」が

できたのも機械化を一層充実するためであった。

この「浦士別大規模てん菜利用組合」と「浦士

浦士別広域営農集団(58年 )

(25、 26、 27営農集団)

第 1図 広域組織化の歩み

科    目

303,122

501,311

0

804,432

196,168

1,000,601
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お よ び 損 益 計 算 書  (デ フレータ :農村消費水準指数 55年 =100)

101

単位 :円

53年       54年       55年       56年       57年
浦士別営農    浦士別営農    浦士別営農    浦士別営農    浦士別営農

58年      59年       60年
浦士別 広域    浦士別広域    浦士別広域

22,988,112

0

22,988,112

23,402,789

46,390,901

19,506,738

0

19,506,738

25,450,751

44,957,489

17,363,028

0

17,363,028

25,928,763

43,291,791

25,845,791

0

25,845,791

29,668,670

55,514,460

31,055,316

347,578

31,402,894

34,543,163

65,946,057

30,729,493

500,984

31,230,477

35,476,762

66,707,238

45,537,474

788,676

46,326,151

23,574,691

69,90o,841

11,661,743

17,373,864

29,035,607

17,355,294

46,390,901

12,156,106

19,804,084

31,960,191

12,997,298

44,957,489

6,654,569

20,047,192

26,701,761

16,590,030

43,291,791

7,739,547

23,414,557

31,154,104

24,360,356

55,514,460

2,860,147

25,430,583

28,290,731

28,594,917

56,885,648

10,655,023

27,354,223

38,009,246

27,936,811

65,946,057

9,801,105

23,814,616

38,615,721

28,091,517

66,707,238

26,380,806

17,669,671

44,050,477

25,880,364

69,90o,841

11,080,164

6,289,206

0

17,369,370

976,161

18,345,531

13,686,998

5,484,887

0

19,171,1885

0

19,174,885

8,848,533

4,963,575

0

13,812,108

52,757

13,864,865

6,079,753

4,171,488

266,273

10,517,514

3,373,109

13,890,623

6,364,036

4,177,992

0

10,542,028

2,098,898

12,640,926

56,836,009

7,393,195

0

64,229,205

0

64,229,205

63,008,853

8,089,311

0

71,098,164

2,301,287

73,399,452

52,951,614

6,979,669

0

59,931,283

2,316,927

62,248,210

18,262,706

82,825

0

18,345,531

0

18,345,531

13,165,286

765,272

123,601

14,054,189

5,120,725

19,174,885

12,665,269

1,199,596

0

13,864,865

0

13,864,865

10,937,723

654,712

2,298,188

13,890,623

0

13,890,623

12,052,320

588,606

0

12,640,926

0

12,640,926

60,036,615

3,140,239

0

63,176,855

1,052,350

64,229,205

70,167,975

3,231,477

0

73,399,452

0

73,399,452

58,445,722

3,802,488

0

62,248,210

0

62,248,210

別 コンバイン組合」は 51年 に統合されている。

したがって,制度資金を導入 して営農集団の整備

をはかる際に資金導入に必要な条件としての組織

化が,新たな組織を次々に形成 してきた要因であ

ったと推定される。そのような組織を営農集団の

運営 に合わせて,統合化 してきたといえる (第 1

図参照)。

昭和 58年度に「浦士別広域営農集団」が形成

されたが, これは浦士別営農集団と根釧農場を合

併 して,組織の統合化をはかったものである。 こ

の統合化によって当然のことながら財務も合併 し

ている。ただし,内部において部門を分割 して損

益計算をしているので部門内容が明確になってい

る。

3.財務構造の推移

財務内容を左右するような組織の統廃合が第 1

図に小されるように行われているので,そ れぞれ

の組織の内容に応 じて推移を検討する必要があろ

う。そこで,浦士別コンバイン組合 (43～ 50年 ),

根釧農場 (48～ 57年 ),浦士別てん菜大規模利用

組合 (48～ 50年),浦士別営農集団 (51～ 57年 ),

浦士別広域営農集団 (58年以降)について組織の

形成と統廃合を追って検討してみる。

(1)浦士別コンバイン組合の財務構造 (43～

50年 )

通常総会資料によると43年 3月 16日 に第 1

回通常総会が行われている。業務報告によると,

車庫の建設, コンバインとウインドロア運行計画

が臨時総会 (5月 24日 )で検討されている。ビー

ル麦と秋播小麦の処理 (施行)面積の取りまとめ

がなされて以降, コンバインを運行しているが,

その後においてコンバインの配車,労賃の設定が

役員,企画会議において検討されている。また,

収穫後に処理面積の実測が行われている。 したが

って,出発当初においてはコンバイン運行計画と

実施段階において若干の調整が必要であったよう

である。

組合の資産は機械が農協所有であるため,建物

として車庫,機械 (工具関係)が固定資産に計上

される程度であった。44年度の資産額は423千

円である。このうち流動資産は 165千円 (39■ %)

25,889,759

0

25,889,759

30,995,888

56,885,648
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で,固定資産 257千円 (6Q9%)で ある。固定資

産の 85.4%は車庫など建物であった。その後 50

年度までの間に資産 は実質額で 11.94倍 に増大

しているが,そ の内容は流動資産の増加によって

増えたのが大部分である。固定資産は 5.73倍に

増加 して 1,477千 円に対 して流動資産 は 21.61

倍の増加で 3,583千 円に増大 している。増加資

産額 4,636千円の 72.7%は 流動資産の増加によ

るものである。流動資産のなかでは,当座資産で

ある組合員勘定の増加によるところが大きい。 し

か し,50年度においてこの部分が急速に増大し

ている。

他方,44年度で負債は 206千円 (4&7%)で ,

資本 は 217千 円 (51.3%)で あった。負債が 50

年度において増加 しているが, これは短期負債で

ある未払金が原因である。その返済に充当される

べき流動資産の組合員勘定が資産増加の状態で支

払が行われていなかったためと推察される。 した

がって,一時的に資産増加と負債増加 (未払金)

が年度末において調整されなかったためであるも

のと思われる。

資本は確実に増加 してきている。50年 までに

9.59倍増大 しているが,44年以降順調に当期利

益を上げ,50年度は大幅な利益をあげている。

このように浦士別コンバイン組合は,貸借対照

表でみるかぎり財政状態は出資金の未払いがある

ものの良好な状態で推移 してきた (第 1表参照)。

つぎに,損益計算書によって当期利益の源泉で

ある収入の推移をみると,収入は47年,48年に

かけて減少 し,50年度に増大 している。収入の

ほとんどは事業収入である。利用収入の中心はコ

ンバイン事業収益である。50年度にこの事業収

入が増加したのは 49年度においてコンバインを 1

台,694.7万 円で導入 し,稼働面積が増加 して収

益が 48年 の 4.00倍 に伸びたためである。25,

26,27営農集団においてフルに稼働できるよう

になったものと思われる。47年度にはスノーモ

ービルを導入している。これによって春先の融雪

作業を早め,早期移植による生産力増加に一役を

担っている。この収入が事業収益のその他収益に

含まれている。

収入の増加に対 して費用は,48年度までは横

ばいないし減少 してきているが,50年度に増加

している。49年度にコンバインを導入 し,稼働

面積 も増加 したこともあって,直接事業費では修

理費,労務費,燃料費が増加 している。また,事

業管理費では,管理費,賃借料が増加 している。

これらの直接事業費と事業管理費の増加が費用増

加に大きく寄与 している。

しかし,当期剰余金は事業量の拡大によって増

加 し,50年度では 1,267千 円をあげている (第

1表参照)。

(2)根釧農場 (48～ 57年 )

根釧農場は,規模の小さい営農集団が所有機械 ,

労働力の有効利用と原種種子馬鈴薯の生産を目的

に組織化されたこともあって,財務構造をみても

理解されるように資産のほとんどは流動資産であ

る。昭和 49年 8月 1日 の総会資料によれば,資

産が 1,776千 円 (1000%)の うち流動資産 1,228

千円 (69.2%),固 定資産 547千円 (30.8%)と な

っているが,10年後の 57年度で 2,805千円 (49

年度に対し5.12倍 の増加)に増加 しているにすぎ

ない。57年度の資産額の 18.5%で ある。 したが

って,で きるだけ営農集団の機械設備 と労働力を

有効に活用してきたことが理解される。 しかも51

年度以降における固定資産は外部出資である。こ

れは「出作」といった行政地域を超えた形で,当

初は農協間協業経営という形を目指 していたこと

か ら出作地域農協に対する保証料的な意味をもっ

た出資と理解される。

資産は 57年度まで変動しているが,流動資産

形成における変動が主原因である。流動資産は短

期的な支払を処理する当座資産と,長期にわたっ

て継続的に貯蓄する性格の定期性のものからなっ

ているが,前者の収入と支払関係を処理 している

組合員勘定の変動が大きいために資産額が年度に

よって変動 している。例えば,資産額が最も大き

かった 54年度では,組合員勘定はマイナス 10,448

千円に対 し,普通預金,近代化貯金,農拡貯金 ,

現金が増加 し,資産額が 23,384千 円になってい
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第 2表 根釧農場の貸借対照表および損益計算書   (デ フレータ :農村消費水準指数 55年 =100) 
単位 :円

48年   49年    50年   51年   52年   53年   54年    55年   56年   57年
貸 借
対照表

流動資産 当座資産

棚卸資産

言十

固定資産

資産合計

負債 流動負債

固定負債

負債合計

資本

負債資本合計

直接事業費

事業管理費

営業外期間外

費用合計

当期剰余金

費用の部合計

事業収入

その他収入

営業外期間外

収入合計

当期欠損金

収益の部合計

1,053,747  3,548,673 16,229,108 15,648,861 15,391,113 21,421,907 15,381,020  8,772,176 12,459,196

0 0

12,706,138

0

12,706,138

4,020,560

16,726,698

19,366,413

0

19,366,413

4,252,244

23,618,657

13,283,833

0

13,283,833

4,252,187

17,536,020

0    131,950

0

0    464,600 0

1,053,747  3,548,673 16,229,108 15,648,861 15,391,113 21,886,507 15,381,020  8,772,176 12,591,146

470,064  1,462,915    497,015    513,065  1,335,585  1,732,150  2,155,000  2,793,780  2,847,075

1,523,811  5,011,588 16,726,123 16,161,926 16,726,698 23,618,657 17,536,020 11,565,956 15, 438,221

402,406  2,641,391 12,736,230 12,389,305

120,625    304,458          0          0

523,031  2,945,849 12,736,230 12,389,305

1,000,780  2,065,739  8,989,893  3,772,622

1,523,811  5,011,588 16,726,123 16,161,926

23,336,559 14,545,579

0          0

23,336,559 14,545,579

11,770,603    892,642

11,565,956 15,438,221

益
書算

損
計

6,533,649 8,440,48525,144,64951,240,96849,655,96643,431,06051,407,17848,278,34637,389,27040,225,206

679,439 1,365,481  2,265,969  6,855,631  4,352,578  3,568,902  3,432,973  5,815,866  4,388,220  3,518,122

0         0          0     _    0          0          0          0     38,000          0     30,450

7,213,088 9,805,967 27,410,618 58,096,599 54,008,544 46,999,962 54,840,143

245,494    38,286      1,009  1,201,874  1,275,345    114,185    162,853

7,458,582 9,844,252 27,411,627 59,298,473 55,288,889 47,114,147 55,002,996

54,132,212 41,777,490 43,773,778

21,674          0    906,724

54,153,886 41,777,490 44,680,502

0 16,005,781

739,706 8,706,471 25,351,824 58,043,992 52,325,147 44,522,473 53,031,179 51,330,715 22,759,078 42,628,206

718,876  1,137,781  2,059,804  1,254,481  2,958,723  2,189,509  1,971,817  2,823,171  3,012,631  2,052,295

0         0         0         0        19   402,165         0         0         0         0

7.458,582 9,844,252 27,411,627 59,298,464 55,283,889 47,114,147 55,002,996 54,153,886 25,771,709 44,680,502

0 0

7,458,5829,844,25227,411,62759,298,47355,283,88947,114,14755,002,99654,153,88641,777,49044,680,502

資料 :第 1表 と同 じ。

る。 これら流動資産の増加とともに固定資産が外

部出資の増加もあって流動資産同様に増加 してい

るためである。

このように固定資産に対 して流動資産が資産の

中心を占めているが,そ のなかでも当座資産がほ

とんどを占め,そ の変動が資産額の変動要因とな

っている。

当座資産のこのような変動の要因は,そ れが資

金調達の源泉に大きく依存 しているためである。

根釧農場は生産用の固定資産をもたないために組

合員か らの出資は 51年以降なくなっている。 し

たがって, 自己資本のうちの内部出資はない。そ

のために自己資本の中心は積立金,準備金と剰余

金になる。 しかし, これらの自己資本の源泉は累

積 してきた形跡はみられない。そのために貸借対

照表の負債・ 資本の内容は,負債を中心においた

財務構造になっている。そのうえ,流動負債を中

心においた短期資金調達ともいえる運転資金をめ

ぐる資金調達構造で運営 してきた形跡がみられる。

そのために 54年 までは末払金が短期負債の中心

であった。この年を例にとってみると負債・資本

総額の 82.0%を未払金が占めている。55年度か

らは未払金が減少 しているが, これは短期借入金

に振替えられてきているためである。未払額が多

いために農協としては短期借入金に振替えるよう

にしたものと思われる。

このようにみてくると根釧農場は借地によって

生産資産を持たずに営農集団の余剰資源を利用す

ることを基本にしてきたのであるから財務的には

運転資金をいかに円滑に調達するかということに

心がければよかったといえる。 しかし, このよう

な状態が経営財務的に健全な状態であるとはいえ

ない。それは 56年度に当期剰余金が 1,600万 円

の赤字を生 じているが, これに対する対応は農拡

貯金,近代化貯金の取 り崩 しによって充当してい

る。その資金手当の根源は短期借入金である。財

務構造が短期借入金を導入するだけの担保能力を

備えていないことにもかかわらず資金導入できて

いるところに問題があったように思われる。

このような財政状態が 10年間続けられてきた

背景には原種馬鈴薯生産の安定性の問題と収益性

に問題があったのではないだろうか。そこで,損

益計算書によって収益,費用の内容について検討

してみよう。
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第 3表 根 釧 農 場 年 度 別 生 産 実 績 単位 :ha,t,kg

47年  48  49  50 51     52     53      54 56      57      58      59 60    61

作付面積 甜菜

馬鈴薯

計

16.2

34.2

50.4

6.7

5.3

12.0

10.3

11.5

21.8

12.1

35.3

47.4

25.0

42.9

67.9

19.5

46.9

66.4

11.2

37.0

48.2

14.0

42.0

56.0

43 5

43.5

8.9

397.4

406.3

47.3

47.3

47.3

47.3

53.8

59.0

42.0  45.8

42.0 45.8

生産量  甜菜  247.5365.9
馬鈴薯  175.1361.3

833.1 679.9 399.8 574.0

1,012.2  842.2  781.1   957.6

159.3                  164.5

4,004.7 1,067.5  1,182  1,353.0   1,028.7 1,100 6

466.2   23.2

729.4 646.0

501.8

1,012.9

10a当 り
収  量

甜菜   3,6773,650
馬鈴薯  3,3003,142

3,853

2,066  1,888

1,790

1,008   2,454 2,5t4 2,449 2,403
3,332

2,360

3,487  3,570   4,100   3,636

1,796  2,111   2,280   2,630

注 :50年は湿害により廃耕,57年 より甜菜作付な し。

資料 :南農協資料より作成。

損益計算書によると収入は事業収入,そ の他収

入,期間外・ 事業外収入から構成されているが
,

収益総額のほとんどは事業収入である。この事業

収入は農産事業収益である原種馬鈴薯と甜菜の収

益によって構成されている。二つの作物を生産 し

ているが中心 は第 3表 に示されるように原種馬

鈴薯の生産による収益であるざ48年度に生産を

開始 してか ら 57年 までの 10年 間に総収益 は

8,692千 円 (100.0%)か ら44,020千 円 (506.4%)

に増大 した。 しか し, この 10年間において最も

総収益が多か ったのは 51年度で 6,383万円をあ

げている。 したがって,総収益の変動が財政状態

が不安定な一要因であったといえよう。特に,前

述のように 56年度は当期欠損金を生 じている。

他の年度は当期剰余金を計上 しているので,相応

の経営成果をあげているといえよう。

これに対 して費用も年々変動 しているのが特徴

である。費用が変動する大きな要因は,直接事業

費と事業管理費の変動である。事業管理費では農

地の賃借料,生産資材費,肥料費,労務費である。

これらの内容をさらに分析するために,単位面積

当り生産状況を年度別に示 したのが第 3表であ

る。根釧農場の生産力は甜菜を例にとってみると,

網走の平均 10a当 り 5,060 kg(47年 )に対 して

72.7%程度である。最低の生産年次であった 56

年度では 37.3%の 生産 しかあげていない。冷害

年ほど生産力格差が拡大 している。馬鈴薯の場合

も原種生産とはいっても低いといえる。 しかも,

甜菜の場合は低位安定的な様相を示 しているのに

対 し,原種馬鈴薯は相当に変動的である。このよ

うに単位面積当りの収量変動が,生産額の変動に

連動 している。 したがって,根釧農場における財

政状態の不安定性は,生産力および生産の不安定

に起因しているといえよう。もう一つの要因は根

釧農場における年度別耕作面積が一定していない

ことも大きな理由である。

(3)浦士別てん菜大規模利用組合 (48～ 50年 )

先述のようにこの組合設立は,「てん菜大規模

集団産地推進事業」を導入して大型機械化をはか

るために,25,26,27営農集団を土台に組織化

し,大型 トラクタを中心に機械の共同所有と共同

利用を目的にして設立された。したがって, この

組織は 51年度において「浦士別営農集団」に統

合されている。そのような形がとられたのは機械

の導入が,営農集団間協業という形態をとってい

ながら,実質的な利用段階では個々の営農集団が

管理と利用を行っていたためと推定される。ただ

営農集団間において過重装備となるコンバインな

どは,本来の広域利用の形態で管理 し,利用して

きたものと思われる。

さて,浦士別てん菜大規模利用組合の財務につ

いては,実質的には2年間しか把握できないが
,

この間に 20,197千 円の資産を形成している。こ

の資産のうち16,217千 円 (80.3%)が固定資産で

ある。固定資産のほとんどは機械関係の資産であ

る。流動資産は 3,979千円 (17.7%)で ,組合員

勘定と仮払金からなっている。資産形成の原資は

76.3%ま でが負債である。資本金は4,794千 円

(23コ %)で あるが,資本のほぼ 100%は組合員

による出資金である。したがって, この組合は

76.3%に相当する15,408千 円の借入金を導入し

ているが, このうちの89.7%が長期借入金であ

る。もともと余剰資金があって機械化を推進し,

同時に組織化をはかるという形ではなく,機械化



を推進するために組織化をして資金導入をはかる

という構図のもとに進められてきたといえよう。

それだけに負債比率が極めて高い財政状態を示す

ことになる。 しかし,短期的な資金導入ではなく

長期借入れ資金の導入をはかっているので負債比

率が高 くても,補助事業である関係から利子率 ,

元本の返済が一般金融と基本的に異なる。そのた

めに財務状態は負債比率が高い割には,生産の安

定化が図 られれば健全化 していくことになる (第

4表参照)。

このような財務状態で出発 した「浦士別大規模

てん菜利用組合」の損益計算書は,収支が均衡状

態にあった。収益のほとんどは事業収入であるト

ラクタ事業収益によって占められている。他方 ,

費用は直接事業費 と事業管理費でそれぞれ 50年

度では 50.8%,48.2%で ある。直接事業費を構

成する費 目は修理費 45.4%,労務費 33.1%,燃

料費 21.6%で ある。修理費が高いことが問題で

ある。事業管理費の内容 は減価償却費 64.0%,

支払利息 13.7%,管理費 11.3%,租 税公課 10.5

%と なっている。このように事業管理費は減価

償却費が中心である (第 4表参照)。

第4表 浦士別大規模甜菜利用組合の貸借対照表および

損益計算書

(デ フレータ :農村消費水準指数 55年 =100)
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したがって,当期剰余金は 49年度に 26千 円

生 じたが,50年度は収支が均衡 しゼロとなって

いる。もともとこの事業はトラクタを運行するこ

とによって利用料が収入になるので, トラクタ利

用による経済効果をこれだけによって判断するこ

とはできないが,収支が均衡 しているということ

は少なくともこの事業が採算に合う最低条件を満

たしていることになろう。また, こうした機械の

大型化によって適期作業が遂行され,生産力の向

上,省力化がはかられるなど, たんにトラクタ事

業収益を上げることだけではないメリットを評価

する必要がある。

(4)浦士別営農集団の財務内容 (51～57年 )

51年度において浦士別コンバイン組合と浦士

別大規模てん菜利用組合を「浦士別営農集団」の

もとに統合した。この浦士別営農集団には規約が

条文化されているが,営農集団における規約の内

容を踏襲しているのが実状である。規約に基づい

て次のような役員が選出されている。

集 団 長 (27営農集団)       1名
副 集 団 長 (25,26,27営農集団)   3名
企 画 部 長 (26営農集団)      1名
運 行 部 長 (25営農集団)      1名
副運行部長 (25,26,27営農集団)   3名
経 理 部 長 (25営農集団)      1名
機 械 部 長 (27営農集団)      1名
副機械部長 (25,26,27営農集団)   3名
監   事 (25,27営農集団)     2名
以上のように「浦士別営農集団」を創設した当

時の役員構成は 3つ の営農集団に公平に役割を

分担している。

浦士別コンバイン組合自体はコンバインの貸し

付けを南農協から受けて麦の収穫を主に組合の運

営の下に行っていたので,組合資産は統合直前で

5,447千円であった。これに対して浦士別大規模

てん菜利用組合はトラクタを中心に設備投資をし,

2年間で 20,197千 円の資産造成をしている。こ

の組織の統合によってできた浦士別営農集団は第

1表の 53年度の貸借対照表に示されるように積

極的に設備投資を行って,合併直前の合計資産額

科 49年   50年

貸借対照表 流動資産 当座資産

棚卸資産

言十

固定資産

負債

資産合計

流動負債

固定負債

負債合計

資本

負債資本合計

損益計算書 直接事業費

事業管理費

営業外期間外

費用合計

当期剰余金

費用の部合計

事業収入

その他収入

営業外期間外

収入合計

当期欠損金

収益の部合計

1,227,573   3,120,370

0     540,905

1,227,573   3,661,274

7,165,321  14,920,503

8,392,894  18,581,777

318,944

6,052,917

6,371,860

2,021,034

8,392,894

841,433

1,341,075

0

2,182,508

22,757

2,205,265

2,124,439

80,826

0

2,205,265

0

2,205,265

1,456,341

12,719,784

14,176,125

4,405,653

18,581,777

2,104,368

1,953,790

0

4,058,159

0

4,058,159

3,719,197

338,962

0

4,058,159

0

4,058,159

資料 :総会資料より作成。
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25,644千 円に対 し,46,717千 円と 2.96倍増加

している。 したがって,つ ぎの設備投資の推移で

もみられるように統合化された浦士別営農集団は,

機械所有と利用を広域的に推進する組織体として

の機能を充実させるための整備を,機械投資によ

って行っている。53年から57年度までの 5年間

が浦士別営農集団として機能 した期間であるが,

この間,資産は 1.23倍に増加 して 56,885千 円

になっている。

つぎに,固定資産の設備投資がどのようになさ

れてきたのかを検討すると,浦士別コンバイン組

合と浦士別大規模てん菜利用組合段階における機

械・ 建物・ 土地に対する投資額は 13,396千 円で

ある。 したがって,浦士別営農集団になってから

の投資が 15,819千 円と組織を統合 してからの投

資額が,43年からの累積額の 54.1%を 占めてい

る。物価水準が上昇 しているので一概に比較でき

ないが,いずれにせよ 51年度以降における組織

統合以後においても組織を機能的に整備 してきて

いるとことは明らかである。

しか し,資産のうち固定資産のウエー トは 53

年度で 47.0%で ,以後 54年度 52.8%,55年 55.9

%,56年 50.3%,57年 54.4%と なっているよ

うに流動資産の構成割合が高いという特徴を示 し

ている。

流動資産の内容は,そ のほとんどが当座資産で

ある。近代化貯金,組合員勘定,仮払金等で占め

られている。

資産造成の源泉を貸借対照表の負債・資本によ

って検討 してみると次のような特徴がみられる。

すなわち,負債は 53年度の 29,213千 円から57

年度の 27,872千 円へ推移 しているように減少傾

向にある。 したがって,負債比率は 53年の 62.5

%か ら 49.7%へ逓減 してきている。負債比率の

減少 の一方で,負債の内容 も流動負債が 53年

40.2%,54年 38.0%,55年 24.9%,56年 24.8

%,57年 10.1%と 減少 し,固定負債の比率が高

まっていることである。それだけ財務内容が健全

化 してきていることを示 している。固定負債がこ

のように推移 してきているのは,資金の源泉が長

期資金である農業近代化資金,農業構造改善資金

が順調に導入され,機械化がスムーズに推進され

てきたからである。そして資本比率が高まってき

ていることもそのような資金調達の一助になって

いる。資本のほとんどは組合員による出資金であ

って, この出資金 も年々着実に増加 している。

浦士別営農集団は収益事業としての生産事業を

担っているというよりは,生産過程における広域

にわたる作業行程を事業化 しているといった方が

適当であろう。 したがって,つ ぎに示される第 1

表の損益計算書の収益の部における事業収入の中

心はトラクタ, コンバイン事業収益によって成り

立っている。 このような作業行程を事業として拡

張 しようとしても経営内部的には,作業を合理化

していこうとすることからも限界がある。その限

りでは外延的に経営の外に向かって拡張せざるを

得ない。そのような経営戦略を取 らない限り事業

収入は伸びない。 したがって,53年以降におけ

る収益は減少傾向にある。例えば,53年 18,474

千 円 (100.0%)か ら年々減少 して 57年 度には

12,454千 円 (67.4%)と 53年 に対 して 32.6%の

収益の部の減少である。内容的にはトラクタ事業

収益が減少 してきているためである。各営農集団

が大型機械化を押 し進めてきているために広域で

担 うトラクタ業務が集団レベルの合理化によって

吸収されていったためであると思われる。それに

対 して機械の合理化にあわせて耕作規模を増加 し

ていない。そのために外延的に広域部門 (ト ラク

タ事業,コ ンバイン事業等)を拡大 しない限りこの

ようなアンバランスを解消できないものと考えら

れる。問題点の解決のためには組織の検討が必要

であろう。

このような収益部門の収入の減少に対 して費用

の部も作業量の減少に対応 して減ってきている。

例 えば,53年度 17,491千 円 (10Q O%)か ら57

年度 10,386千 円 (59■ %)である。この間に費用

は 40.6%減 少 していることになる。費用は構成

費目全般に減少 してきているが,直接事業費のな

かでは修理費が大きく減少 し,機械管理が徹底 し

てきているものと推定される。また,事業管理費



では減価償却費が大きな構成費目であるが, この

費目も減少していることと,管理費,支払利息等

の減少によって費用が逓減 してきている。しかし,

当期剰余金は 54年度を除き53年 983千円,55

年 52千 円,56年 3,386千 円,57年 2,098千円

の剰余金を計上している。

しかし事業である生産過程の作業量が減少する

なかで収支を均衡させてきているが,今後各営農

集団単位で大型機械化が進むにしたがって広域営

農集団としての浦士別営農集団は一つの転換期に

さしかかってきているといえよう。

(5)浦士別広域営農集団 (58年以降)

地縁的に 25,26,27営農集団がこれまで,浦

士別コンバイン組合からはじまって浦士別大規模

てん菜利用組合が形成され,こ の 2つ を統合し

て浦士別営農集団が形成されて 57年まで運営し

てきたが,広域集団としての機能が個別営農集団

における大型機械化にともなって再整備を要する

ようになってきたことは前項でみたとおりである。

そこで浦士別営農集団が広域事業を推進しながら

独立して運営してきた根釧農場を広域営農集団と

して合併 していこうとして,58年度から財務を

はじめ統合化をはかった。

これによって浦士別営農集団が生産過程の作業

行程を広域的に行う事業組織から生産部門として

の根釧農場をもつことによって一つの経営体とし

ての条件が成立することになった。

浦士別営農集団と根釧農場は統合して新に「浦

士別広域営農集団」と名称を改めることになった

が,組織としては浦士別営農集団が「利用部」に,

根釧農場が「農場部」にそれぞれ位置づけられる。

この統合の段階における資産構成は前者が 56,044

千円,後者が 15,210千 円,合計 71,255千 円を

整理 して 58年 度の浦士別広域営農集団 63,654

千円 (年度末)と なっている。根釧農場はもとも

と独自の資産をもたず各営農集団が小規模である

ために広域営農集団化にともなって機械の有効利

用と労働力の有効利用をはかることが主眼であっ

た。したがって,固定資産の多くは浦士別営農集

団のものを継承する形となったために58年度の
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資産額は前述のとおりである。そして資産構成の

うち流動資産が 47.6%,固定資産 52.4%の比率

になっている。流動資産のほとんどは当座資産で

ある。58年度以降資産はわずかに増加 したにと

どまり,58年度に対して 60年度では 102.3%に

すぎない。この間に固定資産の整理を 60年度に

行っていることもあって固定資産比率が 58年 52.4

%,59年 53.2%,60年 33.3%と 低下 した。流

動資産のうち当座資産が増加している。農拡貯金

や納税貯金が増加しているのに対して一時的に未

収金が増加している。

これに対 して資産の資金源泉である負債と資本

の関係をみると,負債比率が 58年 57.6%,59

年 57.9%,60年 63.0%と 増加傾向にある。負

債のなかでも固定負債は減少してきているのに対

して流動負債が増加していることである。特に固

定資産投資がなされていないのに負債が増加する

というのは短期的な負債である未払金が 60年度

において急増したためである。

一方,資本が減少したのは出資金が減少したこ

とによる。これは未払出資を整理したためと思わ

れる。 したがって,未払出資金が減少して出資金

が減少 している。また,前述の固定資産の整理を

60年度に行っていることとも多少の関係がある

ものといえよう。資本のなかでは年々繰越剰余金

が計上されているが減少傾向にある。当期剰余金

は58年 4,015千 円の赤字を示したが,59年 2,162

千円,60年 2,159千 円を計上 している。このよ

うな剰余金に対して損益計算書の収益は必ずしも

順調に伸びているとはいえない。特に前述のよう

に事業収入のなかで利用部門の収入に問題がでて

きているからである。コンバイン事業収益が順調

に増加 しているのに対 して トラクタ事業収益が

50,60年 度に収入が計上されていないことであ

る。これに対して農場部門である根釧農場が収益

をあげているので,収支の均衡が保たれている。

しかし,すでにみたように農場部門も安定的では

ない。58年 度の収益の合計は 63,013千円,59

年 68,984千 円,60年度 58,013千 円となってい

る。したがって,58年度には1,015千 円の欠損
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金を出している。

他方,費用は農場部ができたことによって 58

年 61,997千 円,59年 66,821千 円,60年 55,833

千円となっている。直接事業費が費用全体の 88.4

%か ら88.6%を 占めている。直接事業費では賃

料料金,生産資材費,労賃,肥料費が中心で,事
業管理費では管理費と減価償却費が中心になって

いる。

広域営農集団の場合の労務費は構成員に就業機

会と賃金の支払いをもたらす。また,賃料料金は

営農集団が所有する機械の賃貸料を生み出すこと

である。 したがって,費用のこうした部分は営農

集団が広域化 したことによって構成員に還元され

て,広域化の効果になっている面は大きく評価さ

れる。

あとがき

営農集団が外延的に組織を拡大するに際して,

他の営農集団との間に相互を補完する新たな組織

を形成 してきた。その組織化は制度に乗った機械

・ 施設導入の受け皿を形式的に整えるためであっ

たといえる側面 と,営農集団を整備充実させるス

テップとを踏まえた点に大きな特徴がみられる。

つまり制度的な受け皿として組織化を図ったが ,

それはあくまでも営農集団の機能を補完する上で

のことであった。そして,営農集団の実態に合わ

せた機能を発揮させるために形式的な組織の統合

化を常にはかろうとしてきた過程が「広域営農集

団」の展開過程であったといえよう。その過程に

おいて組織が単に外延的に拡大するだけでなく,

経営的にみて合理性を備えるように志向してきた

ことである。経営資源の質・量の高度化と有効利

用とを図る場を営農集団間において自ら創造 して

きたことは農民の知恵であり,営農集団を取り巻

く英知の結集であった。 しか し,広域営農集団が

機械・施設装備を大型化,高性能化するにしたが

って個別営農集団がそれ自身の内に従来「広域営

農集団」が担ってきた機能を部分的にではあるが

持つようになってきたことである。 このことは個

別営農集団が,今後自己完結的な方向で展開する

のかあるいはスケールメリットを追求 し,更に規

模拡大路線をとりながら経営資源の有効利用を図

ろうとするのか,いずれの方向をとるかによって

「広域営農集団」の組織内容および再編成方向の

検討が必要になるであろう。

最後に,本稿を含めこれまでの営農集団の展開

過程に関する研究内容をご校閲下さり,貴重なご

助言をいただいた久守一敬氏 (南網走農協前参事,

現在東京農業大学網走寒冷地農場総務・研修センター

長)に厚 く御礼を申し上げるとともに,渡辺由市

氏 (南網走農協理事,第 26営農集団長)は じめ集団

の方々,南農協営農部には貴重な資料の提供,調

査にご協力をいただき併せて御礼を申し上げる次

第である。

注

1)南網走農業協同組合『南網走農協のあゆみ』第二

巻,昭和 54年,179～ 180頁。および聴き取り調査

による。

2)根釧農場が結成される前年 (47年度)に おける

南農協の 1戸当り平均経営耕地面積は12.2ヘ クタ

ールで,25,26,27営 農集団の 1戸当り平均耕地

面積は10.9,10.9,9.4ヘ クタールであった。また,

これらの集団は個別経営の規模が小さいことと構成

農家戸数がそれぞれ23,14,29戸 と多かったこと

も労働力に余剰を生ずる結果となったものと思われ

る。

3)共同畑を耕作 している営農集団は15集団のうち

8集団ある。各営農集団の所有形態は,20(賃貸),

22(賃 貸),23(賃 貸 +所有),24(所有),25(賃

貸 +所有),26(所有),27(所有),28(賃貸+所

有)である。

4)南網走農業協同組合『南網走農協のあゆみ』第二

巻,昭和 54年,184～ 192頁。48年 に 27営農集団

が「てん菜大規模集団産地推進事業」によって南農

協管内で初めて150馬力の大型 トラクタを導入した。

この事業は機械の大型化を推進し,47年 20営農集

団 115馬 力 1台 ,48年 22営農集団 106馬 力 1台 ,

49年 28営農集団 115馬力 1台 ,50年 25営農集団

76馬力 1台が導入され,大型化が一段と進む契機

となった。

/受付 昭和 63年 6月 6日ヽ
受`理 昭和 63年 7月 13日 ノ
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