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~ 
TMRセンターが酪農経営の収益性に及ぼす影曹

ー草地型酪農地帯における TMRセンターを対象に一

濱村寿史・小山毅

（北海道立総合研究機構根釧農業試験場）

The Effect of TMR Center on Dairy Farms in Profitability 

(Toshifumi HAMAMURA,Takeshi KOYAMA) 

I 背景と目的

北海道では，自給飼料生産コスト低減や省

力化の手段として TMR(total mixed rations) 

センターの設立が推進されており注 1),現在

74センターが稼働している。

TMRセンター設立が酪農経営の収益性に及

ぼす影響については，荒木[1 Jゃ岡田[2 Jが構

成員間でばらつきが生じていることを明らか

にしている。また，岡田[2りま，多頭化が困難な

構成員が，高単価な TMRに対応するための急

速な高泌乳化を図る場合に所得の低迷がみら

れることを明らかにしている。しかし，いずれ

も収益性格差の要因については， TMR給与ヘ

の適合（飼養管理技術の高度化）において課

題が生じていることを示唆するに留まる。

TMRセンター設立に伴う飼養管理の変化に

ついては，濃厚飼料給与量が少なく，乳量水準

が低い草地型酪農地帯注 2) において，特に大

きいと考えられる。

そこで，本稿では草地型酪農地帯における

TMRセンターの構成員を対象として，特に飼

養管理の変化に着目し， TMRセンター設立が

酪農経営の収益性に及ぼす影響について明ら

かにするとともに，収益性格差の要因につい

て考察する。

注 1)酪農及び肉用牛生産の近代化を図るため

の基本方針（農林水産省， 2015), 第 7次北

海道酪農・ 肉用牛生産近代化計画（北海

道， 2016) 等。

注 2)耕地面積に占める牧草専用地面積が 6割

以上の地域を草地型酪農地帯とした。

II 対象と方法

草地型酪農地帯である北海道根室管内 x町

における Aセンターの構成員 10戸のうち，協

力が得られた 9戸を対象に調査を行った。

x町を対象として，飼養形態毎に生乳生産

の概況を比較すると， TMRセンターの構成員

は，濃厚飼料給与量，飼料費，乳量が高い，産次

数が短いという特徴がある（第 1表）。 Aセン

ターの構成員も概ね同様の値であり， TMRセ

ンターの構成員としては，一般的な水準であ

ると判断される。

Aセンターは，牧草，飼料用とうもろこしの

生産，サイレージの調製， TMRの製造・配送（バ

ラ）を行う TMRセンターであり， 2010年に設

立されている。牧草，コーンの播種，除草剤散

布，収穫， TMRの製造，配送はコントラクター

に委託し，施肥，ふん尿散布，牧草収穫の一部，

サイレージ調製を構成員による共同作業とし

て実施している。搾乳牛用の TMRは日乳量

35kgメニュー 1種類であり注 3) , 販売単価は
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第 1表 環境保全型農業の実施において対応がなされる管理領域

管理領域 経営が対応する項目 対応を規定する経営資源・外的要因

栽培管理 農法選択，追加的な資材・労力の調達 労働力の賦存量，栽培技術，営農環境（立地・土壌・気象）

販売管理 販路選択，差別化戦略の実施 買い手との関係性，農協による区分集荷の有無

事務管理 申請書類の作成，栽培記録の管理，制度 事務作業人員の有無，行政・農協による事務作業支援の有

申請主体の調整 無，圃場立地集落における申請取りまとめ組織の有無

戦略的環境管理 より効果の高い環境保全活動の実施，活 地域の環境保全に対する関心，共同活動組織による環境

動状況の情報発信 保全活動の実施状況

注： 1)地域の共同活動とは，多面的機能支払における地域共同活動を意味する。

2) 戦略的環境管理とは，消費者や地域住民の環境意識の向上や環境保全型農法の実施による技術向上，

士壌の改善などを通じて実現される，経営の価値向上を目指した取組を指す。

II 分析枠組みと方法

1 環境保全型農業の実施における経営対応

環境保全型農業を実施する際に，農業経営が実

施する対応を 4つの管理領域に整理した（第 1表）。

農法の選択や資材調達など栽培管理面での対応や，

販売価格の向上や安定的な販路確保のための販売

管理面での対応，制度参加のための書類作成や栽

培記録管理といった事務管理面での対応のほか，

環境保全活動の取組を経営価値の向上に結び付け

るために，経営によって戦略的に実施される取組

を，戦略的環境管理として把握した。

農業経営の対応は，経営の保有労働力や農業技

術のレベルといった経営資源と，立地条件，行政

や農協による支援といった外部環境から，判断し

て選択される。

以上の理論的枠組みを踏まえ，環境保全型農業

の実施における経営対応実態を解明するため，①

行政や農協による支援の取組と②大規模水稲作経

営の取組実態を，聞き取り調査によって把握した。

2 調査対象地域の概要

調査経営の選定にあたって，環境保全型農業の

普及率が高い滋賀県の甲賀地域を調査対象地域と

した。甲賀地域は滋賀県の南東に位置し，甲賀市・

湖南市の 2市からなる。全域が JAこうかと甲賀

農業農村振興事務所の管轄地域である。

甲賀地域における環境支払制度の取組参加面積

は，水稲作付面積の 72%であり，県平均の 41%,

全国平均の 2%弱に比べて極めて高い。滋賀県で

は，第 1図に示した制度の要件のうち，経営が選

択する環境保全技術として，全国共通の技術が 3,

各都道府県に認められる地域特認技術が 14ある。

滋賀県全域，甲賀地域共に，取組面積上位を占め

る取組技術は，滋賀県特認の技術である（第 2表）。

第2表 取組面積上位の取組技術

甲賀地域 滋賀県

水稲作付面積の合計 3,023 32,241 

うち環境支払の認証面積 2,156 13,085 

IPM十畦畔人手除草＋長期中干 1,774 6,514 

緩効性肥料＋長期中干 209 4,780 

そのほか合計 171 1,791 

資料：滋賀県資料より作成。 2015年度，単位はha。

3 調査対象経営の概要

聞き取り調査の対象として，個別経営 Aと集落

営農 Bを選定した（第 3表）。個別経営 Aは，環

境支払制度が導入される以前から農協の特別栽培

米の要件に沿う形で環境保全的な農業を実施して

きた。直近 10年間で年 2ha程度のペースで規模

拡大している。主な出荷先は農協だが，消費者へ

の直接販売や，米卸売業者への販売も行う。

集落営農 Bは，昭和 50年代に設立された営農

組合を前身とし， 2006年に特定農業団体を経て，

2016年に法人化した。規模拡大の過程にあり，現
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在は集落内農地のおよそ 3分の 1を集積する。コ

シヒカリの栽培に向かない圃場条件であったこと

から，農業所得の確保のために，もち米品種の導

入に取り組んできた。また，もちの加工・販売を

行う法人を設立し，集落として 6次産業化の取組

を行っている。環境保全型農業の導入は，環境支

払制度導入の時期に県の指導のもとで複数の集落

内農家が開始した。その後環境支払制度が国制度

となり共同活動組織での申請が必要となった際に，

集落単位で共同活動組織をつくり，以後，その組

織の一員として環境支払制度の申請を行っている。

第3表調査対象経営の概要

経営体 個別経営A 集落営農 B

組織形態 有限会社 農事組合法人

経営耕地面積 72ha 31ha 

（うち借地） (70ha) （全面積）

環保全型農業の 水稲の全面積 水稲の全面積
実施面積注

作目構成 水稲，小麦，野菜，苺 水稲，小麦

労働力構成 役員 3名（経営者，父， 主たる従事者 10

弟），正規雇用 2名，パ 名，補完作業員 18

ート 2名 名

環境支払制度 IPM十畦畔人手除草＋長 IPM十畦畔人手除草
の取組技術 期中干，水田ビオトープ ＋長期中干，水田ヒ`

オトープ，冬期湛水

米の販売先 JA及び米卸業者，消費 JA 

者直販

資料：聞き取り結果 (2017年6月実施）より作成。

注：申請面積であり，栽培の過程で認証からはずれること

もある。

III 結果

1 行政と農協による支援の取組

行政と農協による普及促進の取組を整理する。

滋賀県は，全国に先駆けて環境支払制度を導入

した。また，国の制度として環境支払制度が運用

されるにあたって，農業経営が継続的に支払を受

けられるように，県独自の対応を行った注1)。

JAこうかは，滋賀県の環境支払制度創設以前

から，取引先のニーズに応える形で，農薬・化学

肥料を削減した特別栽培米の集出荷を開始した。

その後，環境支払制度の導入を受けて，制度の要

件と整合性を保ちつつ，より厳しい栽培基準（第

4表）の設定や，特別栽培米の生産部会の設置を

行った。生協やレストランとの直接契約など，安

定した販路を確保することで，慣行米より高い支

払を実現している。また，指定肥料・農薬の使用

を栽培要件とすることで，農協利用率を高めつ

つ，農業経営へ安価な資材を供給している。これ

により，経営は資材選択の試行錯誤をせず資材調

達ができる。 JAこうか特別栽培米の施肥・防除

体系は，甲賀地域の県事務所と共同で作成され

る。また，県事務所は，使用資材名や使用量が事

前に記入された事務申請書類の提供や，本来は市

町村が担う事務書類の窓口業務を行うことで，農

業経営の事務作業負担の軽減をはかっている。

甲賀地域のおよそ 3分の 1の農家が特別栽培米

を出荷することから， JAこうか特別栽培米の要件

に従った栽培が広く行われている。

第4表 JAこうか特別栽培米の栽培要件

・化学肥料・農薬の慣行比 5割減

・稲わら全量すきこみと土壌改良資材の施用
・JAこうかの指定する農薬・ 肥料を使用
・種子を毎年全量更新
・種子の温湯消毒の実施
・出穂3週間前と出穂期の草刈の励行

資料： JAこうか資料より作成。

注 1) 国制度としての実施にあたって，制度の対象

者が農業者個人から，農村環境保全を行う共同

活動組織に変更された。甲賀地域の県事務所は，

取り組み農家への環境支払を継続するため，各

集落の地権者の代表者に，共同活動組織の設立

を呼び掛ける説明会を実施した。また，国制度

の変更により環境支払の要件が引き上げられた

際には，地域の経営に受け入れられやすい取組

技術を地域特認取組としていち早く導入した。

2 栽培管理の実態

栽培管理の実態について，取組技術ごとに，経
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第5表 栽培管理における対応の実態

取組技術 経営 経営のコスト・リスク対応 実施上のメリット 取組を促進する経営資源・外的環境 評価

5 
農薬の 5割削減 A(個別） 水管理の徹底（圃場内雑草 農薬費・農薬散布コ 土壌（粘士質で除草剤効果が蘭い）

゜(7成分以下） の抑制），基準内で対応不可 スト削減
な圃場を認証から外す> B (集落） 畦畔除草の徹底（カメムシ 農薬費・農薬散布コ 集落の共同活動組織による畦畔除草作業の徹底 ◎ 
発生の抑制），水管理徹底 スト削減

化学肥料の 5割削減 A(個別） 特になし（水持ちがよく肥 肥料費・肥料散布コ 特別栽培米を栽培した経験，士壌（肥沃で肥料 ◎ 
（窒素成分4kg以 料流亡が少ないため） スト削減 成分が流出しづらい）
下） B (集落） 特になし（水持ちがよく肥 倒伏防止，肥料費・肥 土壌（肥沃で肥料成分が流出しづらい），中心品 ◎ 

料流亡が少ないため） 料散布コスト削減 種である滋賀羽二重もちが省肥料品種， 1PMの実践 A, B 対応は容易 (JA特別栽培米 農薬の削減がしやす JAこうかによる資材提供・技術指導 ◎ 
の要件と一部項目が一致） vヽ

畦畔の人手除草（除 A(個別） 地主及び，人材派遣会社へ 畦畔崩れの防止 従来から人手（機械）除草を実施，草刈り作業の △ 
草剤を用いず，年間 の草刈作業委託 委託先が存在，地主への草刈り再委託が可能

に 4回以上の草刈りを B (集落） 地主への作業委託，草刈機 畦畔崩れの防止，害 従来から人手（機械）除草を実施，共同活動組織 △ 
厚行う） の導入，中山間地域支払制 虫発生の抑制，景観 による草刈機械の共同購入・貸出，地主への草
る 度の利用 向上 刈作業委託が可能

i 
長期中干し（溝切り A(個別） 溝切機械の導入 入排水管理の向上 土壌（水持ちが良く過剰な乾燥のリスクが小さ

◎ ◎ 
+14日以上の中干） B (集落） 溝切機械の導入 倒伏リスクの減少 しヽ）
水田ビオトープ（湛 A(個別） 毎年重機で水路を掘削 入排水管理の向上 ノウハウや必要な機械を所持 ◎ 
水状態が保たれる水 B (集落） 板入れをした水路を設置， 生物多様性の増加 集落の環境保全意識の向上，県による支援（資 ◎ 
田内水路の設置） 数年に一度水路を掃除 材費・ 工事費）
冬期湛水（冬期に 2B (集落） 冬期の畦畔補修の実施（環 畦畔管理の向上，生 集落の環境保全意識の向上，冬期の降水と土壌 ◎ 
カ月上の湛水実施） 境支払の要件） 物多様性増加 条件（天水により湛水可能な圃場のみ実施）

資料：聞き取り結果 (2017年6月実施）より作成。

注：評価は，経営者による技術ごとの総合的な評価であり，◎はデメリット（リスク及びコスト）より，実施によるメリッ

トが大きい， Oはデメリットとメリットが同じくらい，△はデメリットがメリットより大きいことをそれぞれ示す。

営のコスト・リスク対応，実施上のメリット，取

組を促進する経営資源・外的環境，経営者による

評価を整理した（第 5表）。

一般に，農薬の削減は除草作業負担の増加や病

害虫の発生リスクを高め，化学肥料の削減は減収

リスクを高める。両経営とも，病害虫や雑草の発

生を抑制する工夫をしている。ただし経営Aでは，

病害虫が発生した圃場には追加的に農薬を用い，

環境支払の認証対象から除外するのに対し，経営

Bでは，基準の約半分の農薬使用で除草・防除が

可能であり，病害虫の発生に基準以下の農薬使用

で対応できる。また，両経営とも，水持ちが良く

肥料流亡が少ない土壌条件から，化学肥料の削減

において特別な対応を必要としない。

環境支払の要件となる技術として，経営 Aでは

「IPM(総合的病虫害・雑草管理）の実践＋畦畔

の人手除草＋長期中干」と，「水田ビオトープ設置」

を実施し，経営 Bでは加えて「冬期湛水」を実施

する。いずれも滋賀県の地域特認技術である。

IPMの実践の要件を満たすには，滋賀県が定め

る病害虫・雑草の発生抑制に効果がある技術リス

トのうち， 8項目以上の実施が必要だが， JAこう

か特別栽培米の要件と共通の項目が複数含まれて

おり，特別栽培米へ長年取り組む両経営にとって，

技術的に難しい要件ではない。

畦畔の人手除草は，両経営において負担が大き

い取組であり，地主や人材派遣会社への作業委託

により対応されている。両経営の立地地域では，

除草剤を用いると畦崩れが生じる傾斜地の畦畔が

多く，従来から除草剤を用いない草刈り管理が行

われてきた。こうした畦畔は大型の除草機械を使

用することが難しく，経営の作業コストが非常に

大きい。作業ノウハウを持った地域の高齢者や地

主への作業委託は，経営の作業コストを補完する

が，高齢化により草刈りの担い手が減少する地域

では，除草作業の受託が減少している。

長期中干しはメタンの発生を抑制し，温暖化低

減の効果をもつが，実施において，圃場の過剰な

乾燥のリスクがある。ここでも，水持ちの良い土

壌条件が，過剰な乾燥のリスクを低減している。

水田ビオトープの設置では，経営 Aでは排水不

良田において排水の円滑化のために従来から設置
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第6表 販売管理・事務管理・戦略的環境管理における経営対応とその要因

管理領域 経営 経営対応 経営対応に影響する要因
A(個別） ・系統出荷が主 JAこうかによる区分集荷， JAこうか特別栽培米の

・消費者・卸売業者へ販売 認知度・評価，買い手と直接やりとりをする機会が

販売管理
・経営のホームページで直接販売 ある

B(集落） ・系統出荷が主 JAこうかによる区分集荷（集落内のもち米を他集
・乾燥・調製後，農協から買い戻し，別法人で加工・販売 落のものと区分し集荷・支払），集落内に加工・販売

を行う法人が存在
A(個別） ・経営単独で申請（一部圃場は共同活動組織の一員として申請） 圃場が複数集落に立地，経営内で事務作業者がいな

・経営者が事務作業を実施 い，経営者に事務作業スキルがある，県事務所がデ

事務管理
・PCにより栽培記録・申請書類を管理 ータ形式で申請書類を提供・受付

B(集落） ・共同活動組織の一員として申請 経営内で事務作業者の確保が容易，申請の取りまと
・事務作業部門を設置 めを行う共同活動組織が存在，県事務所がデータ形
・PCにより栽培記録・申請書類を管理 式で申請書類を提供・受付

A(個別） ・経営のホームページで環境に配慮した農法・農地管理・農産物 買い手と直接やりとりをする機会がある，県・農協
の認証制度について発信 の農産物認証制度の認知度

戦略的 B(集落） （共同活動組織による活動に協力） 共同活動組織の環境保全活動が活発，生物多様性＝
環境管理 • 生物多様性増加効果の高い取組技術を積極的に導入 農産物の安全性の指標として，集落内農産物の差別

•生き物調査など，生物多様性増加効果の実証
・集落内で観察された生き物についての看板を設置

資料：聞き取り結果 (2017年 6月実施）より作成。

する水路を申請するのに対し，経営 Bは生物多様

性の増加を目的に，新たに水路を設置した。すな

わち，経営 Aでは栽培管理上必要な技術であるの

に対し，経営 Bでは栽培管理向上のメリットを認

識しながらも，環境保全を第一の目的としてこの

技術を実施する。冬期湛水の取組についても，生

物多様性の増加を強く意識して導入されている。

3 販売管理・事務管理・戦略的環境管理の実態

販売管理・事務管理・戦略的環境管理の実態に

ついて整理した（第 6表）。

販売管理は，いずれの経営も農協を主な出荷先

としながら，それぞれ差別化に繋がる取組を行っ

ている。経営Aは安定的な販路として農協に出荷

するとともに， 自社 HPを通した消費者への直接

販売や，卸売業者への販売において，県の農産物

認証や JAの特別栽培米としての評価を受け，差

別化販売を行っている。経営 Bは主要な栽培品目

であるもち米の全量を農協に出荷する。食味の評

価が非常に高く，農協で他集落のもち米と区分し

て集荷され，乾燥・調製される。その後，集落内

の別法人に農協から一部が買い取られ，もちや米

粉麺などに加工した上で販売される。もち米やも

ち加工品の販売の際には，環境保全型農業の取組

や環境保全活動を PRし，差別化をはかっている。

事務管理について，環境支払制度の申請が可能

化を目指す方針をもっ

な対象は， 2015年度より，農業者個人（個人・法

人）から，農業者の組織する団体へと変更された。

ただし，「集落内の一定割合以上の農地において，

対象活動を行う」などの特定の条件を満たし，か

つ市町村が特に認める農業者も対象となる。

経営Aは，経営単独で申請している。経営Aが，

圃場が立地する複数集落の共同活動組織の一員に

加わり，農業者の組織する団体として申請する場

合，それぞれの組織向けに申請書類を作成する必

要があり，事務作業負担が大きくなる。そのため

経営 Aは，各組織と話し合いを行い，経営単独で

申請を行う了解を得ている。なお，申請書類の作

成・管理は全て経営者自身が実施している。経営

Bは，立地集落の共同活動組織の一員として申請

している。また，経営内に事務作業部門を設け，

前職の経験から書類作成に慣れた人員を配置し，

申請事務作業を実施している。

戦略的環境管理について，経営Aの取組技術は

栽培管理上の必要性から実施されるものであるが，

技術の環境保全的な側面と，県や JAの認証制度

について， 自社HPや消費者からの問い合わせ対

応において発信している。経営 Bは，立地集落の

共同活動組織の一員として，より環境保全に効果

の高い技術の導入を進める。また，農産物の安全

性の PRとして，集落内への看板設置など，特に

生物多様性の増加についての情報発信を行ってい

る。いずれの経営も消費者を意識して実施してい



るが，地主や集落内住民からの反響もあるという。

IV 考察

各管理領域における経営対応の実態から，甲賀

地域における環境保全型農業の普及条件として，

①圃場の立地・土壌条件，②県や農協による技術

普及の取組，③畦畔草刈の再委託先の存在，④農

協の受託販売における販売努力の 4点が重要であ

ったと考えられる。

事例経営では，圃場の水持ちの良さから，農薬・

化学肥料の削減が容易であり，傾斜地の畦畔のた

め人手（機械）除草が必須であるなど，経営の立

地・土壌条件に合った技術が実施されている。同

様の立地・土壌条件は甲賀地域で多くみられる。

こうした技術は，滋賀県の地域特認取組や農協

の特別栽培米の要件となり，県や農協によって支

援されてきた。したがって，環境保全型農業の地

域的な普及には，土壌・立地の条件に合った栽培

技術の確立と普及が重要であり，行政や農協など

の推進主体による支援が有効であると考えられる。

経営の負担が特に大きい作業を含む取組におい

て，作業の委託先の存在が，畦畔の人手（機械）

除草や1PMの実施に重要であったと考えられる。

今後，高齢化や過疎化により草刈作業の担い手が

減少した場合，草刈り作業の経営負担が増大し，

この技術の実施が困難になることが懸念される。

事例経営はいずれも農協の特別栽培米に取り組

み，主な出荷先として農協を選択していた。技術

指導や資材提供，区分集荷，特別栽培米の販売促

進活動など， JAこうかの取組が，地域の経営に一

定のメリットを提供してきたためであると考えら

れる。一方で，事例経営では，差別化販売を目的

とした経営独自の取組が実施されていることから，

農産物の十分な差別化を実現するためには，農協

による販売面での経営支援だけでなく，農業経営

の独自の工夫も重要であると考えられる。

事務管理の実態から，県事務所による事務作業

負担軽減に向けた取組は，一定の成果を持つもの

の，県事務所が実行できる申請手続きの簡素化に

は限界があり，申請手続きの簡略化など，国制度
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における改善が必要であると考えられる。

戦略的環境管理については，経営が実施する環

境保全活動を経営の価値向上に結び付けようとす

る取組の実態が把握された。戦略的環境管理の取

組は，地域住民や消費者に対し，環境に配慮した

農法についての認知度・理解度を高めることで，

潜在的な販路の開拓や，経営のイメージ向上に繋

がる効果をもつ可能性がある。また，地主や地域

住民の理解を得るためにも重要であると考えられ

る。さらに，戦略的環境管理の取組は，集落の環

境保全活動の実施状況及び，経営と集落組織との

関係性に影響を受けると考えられる。集落営農 B

は，共同活動組織の活動の一環として，環境保全

効果の高い技術を新たに導入しており，集落の環

境保全活動の下で積極的な取組を行なっていた。

一方，集落組織に加わらず，経営単独で環境保全

型農業に取り組む個別経営Aは，栽培管理上必要

な技術のみを実施していた。

今回の研究では，こうした戦略的環境管理の取

組がどの程度経営の価値向上に繋がるか，あるい

は，地域の環境保全型農業の普及促進に繋がるか

については明らかにできなかった。これらは今後

の課題としたい。
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