
  
  TMRセンターの粗飼料生産作業の費用に関する構成農家出

役と外部委託の比較

  誌名 北海道農業研究センター農業経営研究
ISSN 13471821
著者名 藤田,直聡

久保田,哲史
若林,勝史

発行元 北海道農業研究センター総合研究部
巻/号 116号
掲載ページ p. 25-37
発行年月 2017年3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)



TM Rセンターの組飼料生産作業の費用に関する

構成農家出役と外部委託の比較

1. はじめに

2. 研究方法

3 0センターの概況

1. はじめに

近年、北海道の酪農において、 TMRセン

ターが急増しているのは、周知の事実であ

る。 TMRとは、 TotalMixed Rationの略で

あり、粗飼料と濃厚飼料をバランスよく混合

した飼料のことを指す。こうした飼料を製造

するシステムを、 TMRセンターと称してい

るが、これには、牧草サイレージ、とうもろ

こしサイレージ等の粗飼料と配合飼料、圧ぺ

んとうもろこし、ふすま等の濃厚飼料を混合

するのみのものもあれば、酪農家数戸で構成

し、持ち寄った農地を一括管理し、粗飼料生

産から TMR混合調製、構成農家への配達ま

で行うものもある注1）。北海道T、急増してい

るものは後者であり、「国産粗飼料増産対策

事業」が実施される 2006年以前では 6軒前

後であったものが、これ以降に急増し、現在

は60軒以上が稼働している。さらに、現在

も建設を計画しているセンターも存在する。

TMRセンターで行われている作業は、大

まかに粗飼料生産作業と TMR調製・配達作

業があるが注2）、前者について、 2006年以前

に設立したセンターのほとんどが、自走式

藤田直聡・久保田哲史・若林勝史

4. 粗飼料生産作業の構成農家の出役に要する費

用と外部委託費の比較

5.終わりに

ハーベスタ等、大型機械を所有し、構成農家

出役で、行っていた。中には、構成農家以外の

酪農家の粗飼料生産作業を受託するセンター

も存在していた。コントラクタ一等の支援組

織へ外部委託するセンターは l軒のみであっ

た。近年では、機械を所有せずに、コントラ

クタ一等、支援組織へ外部委託するセンター

が、多数見受けられる。さらには、設立以来、

構成農家で、行ってきたが、外部委託へ変更し

た事例も存在する。

こうした TMRセンターの粗飼料生産作業

における担い手の変更について、藤田・久保

田・若林（2014）は、実際に行っている事例

を分析し、その要因は構成農家の高齢化、労

働力不足で、あることを明らかにしている注3）。

また、 TMR製造費用に関しては、外部委託

前後の比較を行い、委託を行わない方が低い

ことを示し、それで、も TMRセンターがコン

トラクターへの委託を選択する理由として、

高齢化、労働力不足の深刻さについて示唆し

ている。だが、製造費用に関して、構成農家

出役でイ子っていた時点については、償却済み

の機械を利用しているものもあり、やや低く
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見積もられている。

TMRセンターに属さない一般の酪農経営

においても、高齢化、労働力不足のみならず、

所有する機械の老朽化および更新もまた、粗

飼料生産作業の担い手が個別もしくは共同か

らコントラクターへ変更する契機のーっと

なっている注4）。それゆえ、 TMRセンター

の粗飼料生産作業に要する費用について、構

成農家出役で行う場合と、コントラクタ一等、

支援組織へ外部委託する場合を比較するに当

たり、利用する機械をすべて更新することを

前提とした試算が必要と考えられる。

本稿では、 TMRセンターの粗飼料生産作

業に要する費用に関して、構成農家出役で行

う場合と支援組織へ外部委託した場合の比較

を行う。構成農家出役で粗飼料生産作業を行

う場合に要する費用を試算する際、労働力構

成の状況により、法定耐用年数である 7年間

作業可能とは限らないため、稼働年数を変動

させながら検討する。その結果を踏まえて、

構成農家の労働力構成に関する今後の見通し

と、粗飼料生産作業の担い手の変更について

検討する。

2.研究方法

本研究を進めるに当たり、第一に、分析の

対象とする事例の概略を示す。粗飼料生産作

業の支援組織への委託について、その理由と

要する費用を明らかにする。ここでは、オホー

ツク管内に立地しているOセンターを分析の

対象とする。その理由として、粗飼料生産作

業を構成農家出役からコントラクターへの委

託に変更したことが挙げられる。こうした変

更について、他の TMRセンターでも検討さ

れているが、実際に実施しているのは、この

事例のみである。

第二に、 TMRセンターの粗飼料生産作業

を、すべて構成農家出役した場合について、

労働費、機械への投資等、要する費用を試算

する。自走式ハーベスタ等、作業に用いる機

械はすべて更新するものとする。ただし、補

助等について考慮しない。まず、作業に用い

る機械について、更新への必要投資額（＝取

得価額の合計）を明らかにし、これを回収す

るために 1年間に必要な資本回収額を試算す

る。さらに、修理費についても取得価額より

見積もる。

次に、構成農家出役の場合、粗飼料生産作

業の中で、コントラクターへ委託しているも

のを抽出し、これに要する労働時間を整理し

て、労賃単価を乗じて労働費を試算する。委

託を行っていない牧草の乾草およびロールサ

イレージへの調製については、対象外とする。

労働時間に関しては、北海道農政部（2013)

のデータを用いる注5）。労賃単価については、

平成 24_年度畜産物生産費調査報告に掲載さ

れている北海道の労働費を、労働時間で除し

た値を用いた。

第三に、労働費および機械への投資の回収

額を試算した合計と、 0センターで実際に

コントラクターへ支払った委託費を比較す

る。投資の回収額を試算するに当たって、構

成農家の労働力構成が高齢化によるリタイア

等により、法定耐周年数である 7年を待たず
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に出役で作業が不能になることも有り得るた

め、稼働年数を変動させて検討する。現在、

Oセンターでは粗飼料生産作業のみならず、

TMR調製および配達作業も運送業者へ外部

委託しているが、ここでは対象外とし、粗飼

料生産作業のみを比較の対象とする。

3. 0センターの概況

1 ) 0センターの運営概況、作業の担い手

本稿の分析の対象としたOセンターの概略

は、以下の通りである。

表 1に示したように、 1998年、北海道オ

ホーツク管内O町に酪農家 5戸で設立し、

1999年に l戸加入して6戸となると同時に、

有限会社となった。構成農家数は 2003年に

9戸となったが、 2013年に後継者なしの高

齢農家l戸が離農し、現在は8戸となってい

る。構成員数は、現時点では 12名（経営者

8名、後継者2名、経営者の父2名）となっ

て川る。

粗飼料生産に用いる圃場の面積は、セン

ター設立した当初299.lhaであったが、徐々

に拡大し現在は 580haである。その内訳を見

ると、採草地490ha、とうもろこし 90haで

ある。とりわけ、とうもろこしは、設立した

当初 24.5haから 90haへと急増している削）。

収穫したキ宜飼キヰについては、とうもろこしは

すべてパンカーサイロに詰めてサイレージに

調製するが、牧草は 390ha分をパンカーサ

イロに詰めてサイレージに、 lOOha分をロー

ルベーラ等を用いて乾草やサイレージに調製

している。

表1 0センターの概要

項目 概要 備考

設立年 1998年

設置場所 オホーツク管内O町

経営形態 有限会社

構成農家数 8戸 2013年に l戸離農

構成員数 13名

従業員数 0名 2013年に従業員4名が退職

閏場面積 580ha 

牧草地 490ha 

とうもろこし 90ha 

管理棟1棟

施設
飼料調製庫 23lrrl
車庫 238rrl
パンカーサイロ 13基

－－・－・・・曲－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
自走式ハーベスタl台 自走式ハーベス夕、マニュ
自走式ミキサーフィーダ l台 アスプレッダ、コーンプラ

機械
トラクタ 2台 ンタは地元のコントラク
ショベルローダ l台 ターへ貸与している。
マニュアスプレッダ1台
コーンプランタ l台

粗飼料生産
牧草＝収穫調製（サイレージ、乾草）

作業内容 とうもろこし＝耕起、播種、防除、収穫、サイレージ調製
堆肥散布
TMR調製、構成農家への配達

資料：藤田・久保田・若林（2016）より引用。
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表2 0センターにおける作業分担と構成農家の出役

作業内容

コントラクター委託 ｜刈り取り、反転、集革、積み込み、運搬、サイロ詰め、鎮圧
牧草（パンカーサイロ） ー ー ｜ 

構成農家出役 ｜密封
ントラクター委託 ｜なし

牧草（ロールベール） ｜ 
構成農家出役 ｜刈り取り、反転、集草、ロール梱包、運搬

コントラクター委託 ｜耕起、播種、除草剤散布、収穫、運搬、サイロ詰め、鎮圧
構成農家出役 ｜耕起、密封 ！ 

ヲとそ主主主三三号－~－－－－－－ーー＿J＿！里~－~月~－~－－－・－

とうもろこし

その他
構成農家出役 スラリー散布

資料藤田－久保田若林（2016）より引用。
注．当センターでは、一番革、二番草、三番草ともに、バンカーサイロで調製するサイレージ用の牧草、ロールベー

ルにする牧草を収穫している。

保有している施設、機械について見ると、

管理棟1棟、飼料調製庫 231ぱ、車庫 238ぱ、

パンカーサイロ 13基、自走式ハーベスタ 1

台、自走式ミキサーフィーダ l台、トラクタ

2台、ショベルローダl台、マニュアスプレッ

ダl台、コーンプランタ 1台である。

当センターで行われている作業は、牧草、

とうもろこし等の粗飼料生産（サイレージお

よび乾草調製）、 TMR調製および構成農家

への配達作業、堆肥散布である。これらにつ

いては、他の TMRセンターとほぼ同様で、あ

る。粗飼料生産については、 6月中～下旬に

一番牧草、 8月下旬～9月中旬に二番牧草を

収穫、調製作業を行っている。とうもろこし

については、 5月上～中旬に耕起および播種

を行い、 6月中旬に防除、 9月下旬～ 10月

中旬に収穫調製作業を行う。また、堆肥散布

については、とうもろこしの収穫が終了した

10月下旬～ 11月下旬（降雪前）、 4月下旬

～5月上旬（とうもろこし播種前）、牧草の

更新時に行う。 TMR調製および構成農家へ

の配達作業については、パンカーサイロから

のサイレージ、飼料タンクからの濃厚飼料の

取り出し、これらの TMRミキサーフィーダ

への搬入およびTMR調製、トラック等によ

る構成農家へパラで、配達を行っている注7）。

こうした作業の担い手についで見ると、

TMR調製および配送に関しては、設立した

当初から 2013年4月まで、従業員が行ってい

たが、従業員が退職した 2013年5月以降は、

町内の土建業者に委託している。粗飼料生産

に関しては、設立した当時は構成農家の出役

のみで、行ってきたが、現時点では、表2に示

したように、構成農家の出役で、行っているも

のは、パンカーサイロの密封、乾草およびロー

ルベールサイレージにする牧草の収穫調製

（ロールベール体系）、スラリー処理を行って

いる構成農家におけるスラリー散布である。

他の作業についてはコントラクターおよび土

建業者への委託で、行っており、構成農家の出

役はない。その経緯は次の通りである。

粗飼料生産を構成農家の出役のみで行って

きた時期は、設立してから 2004年までであ

る。当時は、Oセンター自身がコントラクター

機能を持っており、構成農家以外の酪農経営

の粗飼料生産作業を受託していた。 2005年

より、とうもろこしについては耕起、播種、

収穫調製作業、牧草についてはパンカーサイ
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ロでサイレージにする牧草の収穫調製作業の

一部を、 0町の民間コントラクターに委託す

るようになった。当センターでは、これらの

収穫調製作業を 2組の組作業で、行っている

が、 l組を構成農家の出役で、もう l組をコ

ントラクターへ委託する形で、行っていた。さ

らに、 2012年にO町内の民間コントラクタ－

4組織を、農協がlつに統合して農協コント

ラクターとして発足してからは、これまで部

分委託していたパンカーサイロでサイレージ

にする牧草およびとうもろこしの収穫調製作

業を、全面的に委託している削）。

2）構成農家の概況

0センターの構成農家の現状について見る

と、経産牛頭数は表3で示したように、平均

で80.4頭と、北海道平均である 71.3頭をや

や上回る程度である。個別に見ると、 50頭

以上 80頭未満の農家が6戸と大部分を占め

る。牛舎形態については、経産牛 160頭を飼

養している OK-8農家はフリーストール・

ミルキングパーラを用いているが。それ以外

は従来のつなぎ午舎を利用している。

表3 0センター構成農家における経産牛頭数、乳量、労働力の概要

単位

2003年
20日年

2013年

構成農 牛舎
経産牛 出荷 個体 農業従 常勤

後継者
頭数 乳量 乳量 事者数 雇用

家番号
設立以降の変更 頭 t kg 人 人

OK-1 TS 無 79 727 9,429 3 。有

OK-2 TS 鉦 69 669 9,831 3 。有

OK-3 TS 主E 47 397 8,679 1 

OK-4 TS 鉦 73 765 10,952 2 2 有

OK-5 TS 盤 70 694 9,825 2 。
OK-6 TS 無 72 677 9,503 3 。有

OK-7 TS 主E 69 616 9,019 3 。
OK-8 FS 鉦 164 1,614 9,928 2 4 有

iロ＇－号ロ＋。 643 6,159 

平均 80.4 770 9,646 2.4 

北海道平均 71.3 565 7,924 2.7 

資料．藤田－久保田・若林（2016）より引用。調査年次は 2013年。経産牛頭数、個体乳量、出荷乳量の北
海道平均については、平成25年度畜産物生産費調査による。北海道平均の出荷乳量については、個
体乳量（出荷量）に搾乳牛頭数を乗じた値を用いた。

注牛舎の TSは従来のつなぎ飼い牛舎、 FSはフリーストールを指す。

表4 0センターの構成農家における農業従事者数および経営主の年齢構成の変化

農業従事者数

l人 2人 3人 4人 平均

戸 人

1 2 5 1 2.6 

2 3 4 。 2.2 

1 3 4 。 2.4 

65歳未満男子労働力の年齢構成 うち経営主

平均 40歳以下 40～ 50歳 50～ 60歳 60歳以上 平均 40歳以下 40~50 歳 50 ～ 60 歳 60 歳以上

単位 歳 人 歳 人

2003年 43.4 5 3 4 48.1 1 3 4 。
2011年 46.2 5 2 4 3 54.4 。 2 4 3 

2013年 46.9 5 1 4 3 55.4 。 1 4 3 

資料．藤田・久保田・若林（2016）より引用。
注 農業従事者数について、 65歳以上の従事者は含めなかった。なぜならば、これらの従事者について経営主 LOとして労働力

換算すると、いずれの事例も 0.3程度であるからである。
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構成農家の乳量については、出荷乳量がl

戸当たり 770t、個体乳量の平均が9,646kgと

北海道平均を大きく上回っている。後者につ

いて個別に見ると、 l戸が8,000kg台であるが、

それ以外はすべて9,000kg以上と高水準となっ

ている。労働力構成に関しては、農業従事者

数は平均2.4人であり、北海道平均よりやや少

ない。個別に見ると、 1人がl戸、 2人が3戸、

3人が4戸である。常勤雇用に関しては4名を

導入している農家がl戸、 2名の農家、 1名の

農家がそれぞれ1戸存在する。他の5戸につ

いては家族経営で、行っている。

さらに、構成農家の農業従事者の年齢につ

いて見ると、経営主の平均55.4歳、 65歳未

満男子労働力 46.2歳である。 40～ 50歳の経

営主および男子労働力が2人に対し、 60歳

以上の男子労働力が3人である。 2003年で

は、農業従事者数は3人の農家が5戸、 4人

農家も l戸存在し、経営主および65歳未満

男子労働力の年齢構成を見ても、平均はそれ

ぞれ48.1歳、 43.4歳であった。また、経営

主については 60歳以上が存在しない一方で、

40歳未満がl人、 40～ 50歳が3人であった

ことから、高齢化等によって労働力構成が厳

しくなっていることが示唆される（表4）。

以上より、0センターの構成農家は、センター

に参加して以降、牛舎の改築を伴わない範囲

で経産牛頭数を増加させ、個体乳量および出

荷乳量を大きく伸ばしている一方で、労働力

構成は徐々に厳しくなっていることが理解でき

る。こうした労働力構成の厳しさ、今後もさら

に厳しくなる見通しが、 0センターの粗飼料生

産作業における担い手の変更、すなわち構成

農家の出役からコントラクターへの委託への

変更の要因のーっと考えられる削）。

4.粗飼料生産作業の構成農家の出役に要す

る費用と外部委託費の比較

1 ）試算方法と前提条件

0センターにおいて、構成農家の労働力

構成が高齢化等により厳しくなってきてお

り、これが、粗飼料生産作業の担い手が構成

農家からコントラクターのオベレータへ変更

した要因のーっとなっていることは理解でき

た。だが、こうした担い手の変更によって、

TMR製造費用の上昇が懸念される。酪農経

営において、飼料費は経営費の約半分を占め

るため、飼料の大部分を TMRセンターに頼

る構成農家にとって、 TMRの製造費用の上

昇が経営に大きな影響を与える。そこで、本

章では、粗飼料生産作業を、従来通り構成農

家の出役で行った場合に要する費用を、稼働

年数を変動させながら試算し、実際の外部委

託費と比較する。

粗飼料生産作業に要する費用の試算にあ

たって、機械の更新に要する費用、作業に要

する労働費があるが、これらの試算について

は以下のように行う。第一に、利用している

機械はすべて更新することを前提とする。な

ぜならば、粗飼料生産作業をコントラクター

への委託へ転換する理由として、利用してい

る機械が更新時期であることや、故障等で動

かなくなったことを挙げる事例が多いからで

ある。機械の更新については、自走式ハーベ
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スタ等、高額なものが多く、多額の投資を要

するので、資金調達には借入金等、他人資本

を必要とすることが多い。こうした投資額を

耐用年数内で回収するために、 1年間に必要

とする金額（毎年平均必要資本回収額）を借

入金の年利率を考慮しながら試算することが

U=K×C R F…………………………………… (1) 
( 1 + i ) n 

CRF＝ ……………（  2) 
(l+i)n-1 

重要で、ある。試算方法として、ここでは資本

回収法を用いる。これは、必要投資額に資本

回収係数を乗じて毎年平均必要資本回収額注

10）を算出する手法であるが、以下で示した

式の通り、資本回収係数は年利率と耐周年数

で求められるものである。

U：毎年平均必要資本回収額、 K：必要投資額、 i：年利率、

CR F：資本回収係数、 n ：耐周年数

ここでは、機械の取得価額を必要投資額と

する。試算にあたって、粗飼料生産作業に出

役する構成農家の労働力構成の状況によって

は、耐用年数以内に稼働不能となることも想

定されるので、（ 2）式の耐周年数には稼働

年数の数値を用いることとした。また、修理

費については取得価額の 5%を見込むとする

注11）。第二に、労働費については、とうもろ

こし播種作業、牧草およびとうもろこしの収

穫、サイレージ調製作業、堆肥散布作業の労

働時間を整理し、労賃単価を乗じて求める。

他の粗飼料生産作業については、委託を行っ

ていないので試算の対象外とした。こうして

明らかになった毎年平均必要資本回収額、修

理費、労働費を合計して、構成農家出役のみ

で行う場合の費用とする。ゆえに、以下の式

を用いて試算を行う。

COST=CRF+ α ×K＋β × L ×A-・・・・・…－－－－－－－－－－－－－－ (3) 

cos T：構成農家出役で粗飼料生産作業した場合に要する費用

（ただし、現在、委託を行っていない作業は除く）

α：修理費の取得価格に占める割合、 β ：労賃単価、 L：労働時間、 A：作付面積

コントラクターに委託している作業を構成農

家出役で行う場合、必要とする機械に関して

は、自走式モアコンデイショナ、自走式ハー

ベス夕、スプレーヤ一、マニュアスプレッダ、

播種機それぞれl台、ショベルローダ2台と

する。これらの機械については、新たに更新
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するものとし、投資のための資金はすべて借 なお、ここでは、耐用年数以内に稼働が終了

入金で調達するものとした。借入金の年利率 した場合の中古市場への販売、他の農業者や

は2%注ωとした。機械の稼働年数について コントラクタ一等への貸し出し、入手におけ

は、まず、法定耐周年数である 7年として試 る補助事業等については考えない。運搬に用

算する。次に、構成農家の労働力構成の状況 いるトラックは、構成農家所有のものを、マ

等により、この耐周年数を全うできずに稼働 ニュアスプレッダ、播種機を牽引するトラク

が終了することや、メンテナンスの状況等に タについては TMRセンタ一所有のものを利

より耐用年数以上に稼働可能となる場合を想 用することとし、投資の対象外とした（表5）。

定し、 l～ 10年を変動させながら試算する。

表5 投資回収のための年価に関する試算の諸元

単位 数値 備考

自走式モアコンディショナ 千円 40,000 

自走式ハーベスタ 60.000 

取価得額

スプレーヤー 3,232 
播種機 6,000 

マニユアスプレッダ 4,000 

ショベルローダ 30,000 2ムEヨ分ノJ。

小計 143,232 
稼働年数 年 1～ 10 法定耐周年数は7年

年利率 % 2 

資料聞き取り調査による。

表6 牧草およびとうもろこし収穫作業の労働費に関する試算の諸元

作業 使用機械 単位 数値

。り取り モアコンディショナ（自走式） 0.2 

一番草
拾い上げ・細断 自走式ハーベスタ 「D.4
運搬 4 tトラック 「ττ
院真圧 フロントローダ 「1了

牧 。り取り モアコンディショナ（自走式）， 0.2 

草収穫 二番草
拾い上げ・細断 自走式ハーベスタ 「0.3
運搬 4 tトラック 「寸7
｜鎮圧 フロントローダ 0.6 

堆肥散布
積み込み フロントローダ 「02

作 散布 マニュアスプレッダ（6 t) 
業 j、計 時間・人

6.2 時
プフンター（4条）

/ha > 
「ττ間

施肥－播種
農用トラック 4t 1.8 

防除
スプレーヤー 「可：T

と 農用トラック 4t 「D.3
つも 収穫 自走式ハーベスタ 0.7 
ろ 収穫調製 運搬 農用トラック 4t I 3.7 
」

鎮圧 ショベルローダ 「寸デし

｜堆肥散布
積み込み フロントローダ 0.2 
散布 マニュアスプレツダ（6 t) I 0.4 

川、計 10.9 

ha 
340 

面積 うもろこし 「ヲ「
労賃単価 円／時間 1,540 

資料作業時間は北海道農業生産技術体系、労働賃金は畜産生産費調査より引用。面積は聞き取り調査。
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労働力に関しては牧草収穫では、刈り取り

l名、拾い上げおよび細断1名、パンカーサ

イロへの運搬5名、鎮圧2名、とうもろこし

については施肥・播種1名、種子および肥料

運搬l名、防除1名、除草剤等の運搬1名、

収穫l名、パンカーサイロへの運搬5名、鎮

圧2名、堆肥散布については積み込み 1名、

圃場への散布 1名とする注13）。耕起及び整地

については、現在も構成農家が行っているの

で、対象外とした。所要時間については、北

海道農業生産技術体系より引用し、表6に示

した。なお、牧草地への堆肥散布に関しては、

更新時に行う事例が多いが、当センターでは

6年に 1度行っていることを考慮し、牧草地

面積の6分の lを行うものとした。構成農家

出役に対する労働賃金単価については、 1時

間当たり 1,540円とする注14）。

2）試算結果と考察

試算結果は以下の通りとなった。

まず、投資額を回収するための毎年平均必

要資本回収額および修理費について、機械の

稼働が法定耐用年数7年を全うした場合を見

ると、投資額の合計は 143,242千円であるの

で、修理費はこれに 5%を乗じて 7,162千円

と見積もることができる。毎年平均必要資本

回収額を資本回収法で試算すると 22,131千

円となる。

次に、労働費について見ると、 1ha当た

り労働時間は、牧草収穫5.6時間、牧草地の

堆肥散布0.6時間、とうもろこし 10.9時間で

あるので、委託lしている牧草地面積340ha、

とうもろこし 90haを乗じると、牧草収穫

1,904時間、牧草地の堆肥散布34時間、とう

もろこし 981時間となる。これらを合計して

労働賃金単価を乗じた結果が労働費となる

が、その値は 4,495千円となる。

こうした、更新した機械の投資額を回収す

るための毎年平均必要資本回収額と修理費、

および労働費を合計すると 33,788千円とな

るが、現時点における粗飼料生産作業への外

部委託費 58,947千円を下回っている。すな

わち、費用から見ると、機械の稼働が法定耐

用年数7年を全うできれば、粗飼料生産作業

をコントラクターへ委託するより構成農家出

役で行う方が低く抑えられることが理解でき

る（表7)。

この機械の稼働年数を変動させながら試

算すると、図 1で示したように、機械を 10

年間稼働できれば、平均必要資本回収額は

27,602千円と外部委託費を大きく下回るた

め、構成農家出役で継続した方が、粗飼料生

産に要する費用は低くなり、有利となる。そ

表7 粗飼料生産を構成農家出役で、行った場合に
要する費用の試算値と外部委託費の比較
（外部委託費が現行および耐周年数7年の場合）

項目 単位 数値

投等資 毎年平均必要資本回収額 22.131 
修理費 千円 7.162 

小計 29.293 
牧草収穫 1,904 

議時間 牧草地堆肥散布 時間
34 

労働 とうもろこし 981 

小計 2,919 

労働費 千円 4,495 

構成農家出役に要する費用 33,788 

外部委託費 千円 58,947 
差 一25.159

注l 差は「構成農家出役に要する費用ー外部委託費」。
2：外部委託費は、 2012年 Oセンターの実績値。

-33-



毎年平均必要資

本回収額（千円）

180 

160 一一一一一一一一一一一一一一一一一一

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

。
稼働年数（年）

27,602千円

外部委託費＝58,947千円

（現行）

外部委託費＝30,000千円

図1 稼働年数別に見た機械の毎年平均必要資本回収額と外部委託費の比較（試算結果）
注試算にあたって資本回収法を用いた。

の一方で、、利用期間が3年以下の場合は外部

委託費の方が下回るため、構成農家出役を継

続させるより、コントラクタ一等へ委託した

方が有利となる。すなわち、粗飼料生産作業

において、構成農家出役が今後4年以上、。可

能であれば、外部委託に頼らず、すべての機

械を更新し、従来通り、出役で、行った方が有

利であるが、 3年以内に構成農家の労働力構

成の状況により、出役による作業が不可能な

場合、機械を更新せずに委託へ変更した方が

有利となる注15）。

さらに、外部委託費が40,000千円、 30,000

千円まで低下した場合を想定してみると注

16）、前者は機械の稼働年数 5.4年が境界点と

なる。すなわち、稼働年数が6年以上であれ

ば構成農家の出役で作業をした方が有利とな

り、 5年以下であればコン トラクタ一等への

外部委託した方が有利となる。後者について

は、機械を 9年以上稼働できなければ、構成

農家出役による粗飼料生産作業は有利になら

ない。

以上より、 TMRセンターにおいて、粗飼

料生産作業を構成農家出役で行うか、コント

ラクターへの委託に変更するかについて、機

械の稼働年数から見ると、従来の外部委託費

の場合は 3.2年、外部委託費が40,000千円ま

で低下した場合は 5.6年、 30,000千円の場合

は8.6年が境界点となる。作業に用いる機械

が、この境界点より長く稼働できれば、従来

通り構成農家出役で行った方が有利となる

が、構成農家の労働力構成が高齢化等によっ

て、この境界点より短い期間内で作業が不可

能となるならば、コントラクターへ外部委託

した方が有利となることが理解できる。ここ

で取り上げた事例においても、将来は出役に

よる粗飼料生産作業が困難になるという見通
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しだ、ったため、サイレージに関する粗飼料生

産作業の大部分を、コントラクターへの委託

に変更したことが理解できる注17）。 TMRセ

ンターの粗飼料生産作業の担い手について、

こうした判断は外部委託費の状況のみなら

ず、構成農家の労働力構成に関する今後の見

通しを明確にした上にで、検討する必要があ

ろう。

5.終わりに

本稿では、 TMRセンターの粗飼料生産作

業に要する費用に関して、構成農家出役で行

う場合と支援組織へ外部委託した場合の比較

を行った。構成農家出役で粗飼料生産作業を

白行う場合に要する費用を試算するに当たり、

利用する機械はすべて更新することを前提に

し、稼働年数については、構成農家の労働力

構成の状況により法定耐周年数を待たずに稼

働不能となることを考慮に入れ、年数を変動

させながら検討した。その結果、以下のこと

が明らかになった。

粗飼料生産作業に用いる機械を、法定耐用

年数である 7年間稼働できれば、構成農家出

役で行った場合に要する費用はコントラク

ターへの委託費を下回る。すなわち、構成農

家出役で粗飼料生産作業した方が有利とな

る。メンテナンスを常に行うことにより機械

を10年稼働できれば、その費用差はさらに

大きくなり、有利性は高まる。その一方で、、

機械の稼働年数が3年以内ならば、構成農家

出役で粗飼料生産作業を行った場合の費用

は、コントラクターへの委託費を上回るよう

になる。このような場合は、粗飼料生産作業

をコントラクターへの委託した方が有利とな

ることが理解できる。また、コントラクター

の委託料金が低下した場合、構成農家出役で

の作業が有利になるための機械の稼働年数

は、さらに長期化する。すなわち、 TMRセ

ンターの粗飼料生産作業に関して、用いる機

械を長持ちさせることができれば、構成農家

出役で行った方が有利となるが、構成農家の

労働力構成の状況により、短期間で稼働を終

了せざるを得なければ、コントラクタ一等へ

の外部委託を行う方が有利となるのである。

構成農家の労働力には、ライフサイクルの

問題がつきまとう。労働力構成について、経

営主が若い、父母も現役、後継者が確実に確

保できる等、恵まれているのであれば問題は

ない。だが、構成農家の中には、経営主の高

齢化が進む、父母がリタイアする、後継者が

存在しないか、または就農を希望しない、農

業従事者の中に健康上の問題を抱える者が存

在する等、厳しい状況におかれている農家も

存在する。一方、粗飼料生産作業は複数人の

組作業である。特に、牧草やとうもろこしの

収穫調製作業は、効率よく行うためには7～

8人を必要とする。各構成農家の労働力構成

の状況により、必要な人数が揃わなければ、

作業は困難となるため、外部委託に頼らざる

を得なくなる。結果として、作業に用いる機

械は中古市場への売却、コントラクターや他

の農業者への貸し出しを行わなければ遊休化

するため、 TMRの製造費用が上昇し、構成

農家の酪農経営の負担増が懸念される。した
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がって、 TMRセンターの粗飼料生産作業に

ついて、構成農家の出役で行うか、コントラ

クタ一等への外部委託を行うかを検討するに

当たり、コントラクターへの委託料金、作業

に用いる機械の投資額とその毎年平均必要資

本回収額の検討のみならず、構成農家の労働

力構成に関する今後の見通しを明確にするこ

とが重要で、ある。

今後、 TMRセンターを設立、運営するに

当たって、施設や機械に関する新規購入お

よび更新への投資額、運営費用、製造する

TMRの飼料構成、販売価格について、従来

通り重要で、あるが、それ以上に、構成農家の

労働力構成に関する今後の見通しを、どのよ

うに明確にしていくかが重要となろう。

< ）主＞

1）荒木（2005）は、このような粗飼料生産から

TMR混合調製、構成農家への配達まで行う

TMRセンターを、「農場制型 TMRセンター」

と称している。

2）藤田・久保田・若林（2015）を参照。

3）藤田・久保田・若林（2016）を参照。

4）他に、構成員の離農等による機械利用組合の

解散も契機となっている。

5）調査時点で、 Oセンターに構成農家出役で

行っていた時の作業時間データが、存在して

なかったため。

6) 2006～ 2008年にかけて、とうもろこし、配

合飼料等の価格が高騰し、とうもろこしの作

付面積が急増したが、当事例においても同様

の傾向が見られる。

7）当センターでは行っていないが、製造した

TMRをビニール等で梱包して運搬している

事例も存在している。こうした運搬方法は、

構成農家数が多い、または配達する距離が長

い、構成農家外への販売を行う場合に有利で

あると考えられる。

8）詳細は、藤田・久保田・若林（2016）を参照。

9）詳細は、藤田・久保田・若林（2016を参照。

10）この値に関して、矢尾板（1990）は毎年平均

必要資本回収額、千住・伏見（1974）は年価

としている。ここでは、前者の用語の方が理

解しやすいと判断し、用いることとした。

11）北海道農業技術生産体系では、修理費を取得

価額の5%で見積もっている。本稿ではこれ

を採用した。

12）借入金の年利率については毎年変化するが、

こうした農業関連の施設、機械等を導入する

際に用いる借入金（スーパーL資金、農業協

同組合の営農資金等の系統資金）について、

2015年現在では l～ 2%である。中には無

利子のものがあるが、借入の際には条件が

ある。ここでは、年利率2%と、多めに見積

もった。なお、利息制限法では 100万円を超

える資金を貸し付ける場合、年利率の上限は

15%としている。

13）実際には、ここで示している作業者数以下で

も作業できないことはない。だが、この場合、

パンカーサイロへ運搬するトラックの台数が

減るため、高性能なハーベスタが効率よく作

業を行っても、トラックを待つ時聞が長くな

り、作業日数が長引くことが懸念される。詳

細は、久保田・藤田・若林（2014）を参照。

14）平成24年度畜産物生産費調査に基づく。こ

れに記載されている家族労働費を家族労働時

間（いずれも北海道平均）で除した値を用い

た。

15）このように、構成農家の労働力構成の状況に
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より、出役で作業ができなくなった場合、利

用しなくなった機械については、中古市場へ

売却するか、または、他の農業者へ数年間、

有料で貸し出しを行う方法がある。だが、中

古市場での売却価格、貸出先については不確

実な情報であり、不明点が多い。これらの含

めた分析については、ここでは行わず、今後

の課題とする。

16) 0センターが委託しているコントラクターは、

設立年次が2012年であり、現時点では4年

しか経過していない。藤田・久保田・若林

(2016）によれば、経産牛 1頭当たり 91,675

円とやや高額な数値となっている。今後、委

託者が増加し、委託料金の単価が低下するこ

とも考えられる。実際に、 10年以上運営し

ているコントラクターの中で、当事例より委

託料金の単価が低い事例も存在するため、こ

こでは委託費が低下した場合についても試算

し、検討することにした。

17）藤田・久保田・若林（2016）は、現時点では

構成農家出役で粗飼料生産作業は可能で、はあ

るが、法定耐用年数を終了していない 5年後

には、構成農家の農業従事者の高齢化による

リタイアのため、労働力不足となり困難とな

ることを指摘している。

＜ 引用文献 ＞ 

[ 1 J荒木和秋（2005）：「農場制型TMRセンター

による営農システムの革新」，『日本農業あす

への歩み 233』，財団法人農政調査委員会

[ 2 J藤田直聡・久保田哲史・若林勝史（2014): 

「TMRセンターにおける飼料生産作業のコ

ントラクター委託と TMR製造費用」『北海

道農業研究センター農業経営研究』， 112,

pp.35-42. 

[ 3 J藤田直聡・久保田哲史・若林勝史（2015): 

「製造費用と飼料構成から見た TMR価格の

低下に関する考察」『農業経営研究』， 52(4),

pp.82 102. 

[4］藤田直聡・久保田哲史・若林勝史（2016): 

「TMRセンターにおける粗飼料生産の外部

委託への変更要因と委託費の上限一北海道に

おける TMRセンタ一方式を対象に一」『農

業経営研究l54 (3), pp.1-14. 

[ 5 J北海道農政部編（2013)：「北海道農業生産

技術体系一第4版一」，公益社団法人北海道

農業改良普及協会， ppl521. 

[ 6 J久保田哲史・藤田直聡・若林勝史（2014）：「飼

料コントラクターの経営改善およびTMRセ

ンターの作業委託可能性に関する考察J『農

業経営研究』， 52・ ( 4)' pp.101-106. 

[7］岡田直樹（2012).「TMRセンター下にお

ける酪農経営閉経済性格差の形成要因一北海

道における事例分析－J『2012年度日本農業

経済学会論文集』，pp.45-52.

[ 8 J千住鎮雄・伏見多美雄（1974）：「設備投資

計画法J『ORライブラリー 10.I，日科技連

[9］矢尾板日出臣（1990）：「畜産経営の投資分

析一方法と実際一」，明文書房

ウ
t

n〈
U

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

