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家畜預託制度の展開過程

1.問題提起

高度成長の終燎を機に一転して成長率が鈍化し

たわが国の畜産は,50年代に入ると畜産物価格の

長期低迷と生産過剰により,大規模経営を中心に

負債の累増・固定化問題を現出し,「畜産危機」

の様相を呈するに至った。

今回の危機が従来のそれと異なるのは,畜産物

価格の循環変動による周期的一時的な不況ではな

く,世界的な景気後退,畜産物消費の停滞,輸入

外圧問題等を背景とする構造的・長期的不況であ

ること,たんなる赤字問題から負債償還不能, と

きには「倒産」という大規模経営の資金繰 り悪化

として現われたことであろう。

当然,「危機」の背景,性格,原因等について様

々な論議が現われたが,従来のように農政批判一

本槍ではなく,経営放慢化を招いた農家経営主体,

安易な規模拡大を助長した農協の指導性,さ らに

営農貸越制度や家畜預託制度の問題点等,内部ヘ

向っての批判,反省,問題指摘が多かったのも今

回の特徴といえる1)。

この論議の中でとくに問題とされたのは,肉牛

であった。経営危機は北海道の大型酪農に始まり

各畜種に波及したが,折から遅れて多頭化期にさ

しかかっていた肥育牛経営では,素牛高と肉価安

の狭撃に遭い,倒産に至る大型経営も少なくなく,

今なお後遣症が続いている。肥育牛経営の多くが

農協の預託牛制度を利用 し急速に規模拡大 した

が, これが貸付限度枠の制限もなく,担保 。保証

人等の債権保全対策が不備であったことから,制

度の手直しや根本的再検討を求める声が起った。

それぞれの背景と長い歴史的経過の中で展開して

きた制度ではあるが,かかる事態の中で,家畜預
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託制度は明らかにひとつの転期を迎えているとい

えよう。

この研究の目的は, この制度の実態にメスを入

れ,その成立条件と展望を明らかにしようとする

ものであるが,本稿ではまずその成立史を解明し,

現行制度の系譜とその歴史的必然性を明らかにし

たいと思う。制度の現状分析は次の機会に稿を改

めて論じたい。

2.家 畜小作と牛馬貸借慣行

水田農耕を基幹とし無畜的農法によって特色づ

けられてきた日本農業に,国による本格的畜産奨

励策がとられたのは明治維新以降である。明治政

府の牧畜政策は維新勧農策の一翼であり,最初に

行われたのは官有地,勧農資金の貸与による牧畜

大農場の創設であった。このため,牛,馬,めん

羊等の外国産種畜の輸入が行われ,「洋種牛馬貸与

規則」 (明 1の が制定された。貸与,払 下 げの対

象は華族,豪族が中心で,それまで支配的であっ

た放牧式,粗放的な飼育方法と異なり,外国種優

良種畜を基礎に大農機具を配した資本家的種畜経

営ないし乳製品の加工に重点がおかれた。しかし,

あらゆる点で牧畜大農場が成立する条件は未成熟

で,明治 30年頃を境に衰退の一途を辿ることとな

る。大農場はやがて小作制へ移行し,戦前の日本

農業を支配した巨大不在地主制へ展開する。

地主制下の地主対小作の土地をめぐる関係と相

似するものに家畜小作制度がある。家畜小作とは,

「家畜の所有者 (畜主)と非 所 有者 (家畜小作人)

との間に,その果実を分配する条件の下で,一定

期間収益の目的をもって,畜主が小作人に家畜を

飼養せしめる貸借契約」2)3)を いう。 それは仔分

け,利分け等と称される如く,一種の分益小作で
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ある。畜種の主体は牛馬であり, したがって分配

の対象となる「果実」とは多くの場合,子畜であ

る。畜主の大半は地主又は家畜商で,家畜小作人

は小作者及び零細農家ほどその率が高く,最も濃

密な牛小作地帯の例 (島根県三瓶山麓地帯)で は,

戦後でさえ牛小作農家率が29%あ ったといぅ4)。

家畜 の用畜的飼養 の乏 しかった戦前 において

も,牛馬は採肥,農耕の手段として,ま た野草,

副産物を飼料源として子畜収入を得る所得源とし

ての役割があった。家畜小作人は素畜導入資金が

不足していただけでなく,飼育経費にもこと欠く

状態で,かつ流通・技術についても畜主の指導に

よらざるを得ない状況にあり,地域毎に経費の負

担区分や収益の分配方式の異なる様々な小作慣行

が存在した。

家畜小作の収益分配率は,明治以降,緩慢なが

ら小作人に有利に展開されつつあったものの, こ

れが農地改革後も一部に残存するほど長期に存続

したことは,家畜小作人の大半が小作ないし小自

作で,容易に自己資本の形成をなし得なかったこ

とを意味している。勧農政策によって官の手厚い

保護を受けた資本家的大農場 (牧畜会社)の中に

は,その経営に失敗し,牛地主に転化していた事

例もあり,小作人の労賃部分を大幅に収奪するこ

とによって投下資本の2割近い利潤を獲得し得た

ものもある6)。

家畜小作は地主的土地所有と不可分の関係をも

って展開した。明治後期に至 り,耕地整理がすす

み,牛馬耕が漸次普及し,牛馬の飼養は自給肥料

源としても重視されるようになった。しかるに,

一般小作人は自力を以って家畜を購入する資力に

欠けており,地主的生産力の発展を期せんとすれ

ば,ま ず地主自からが家畜を購入 し,こ れを繁殖・

育成して貸与せしめる他なかったのである。

家畜預託制度と並んで,当時,「預託」「預託飼」

「預り」,と 称される小作類似の慣行があったが,

これは戦後の預託制度とは本質的に異なる。当時

の預託とは,「 家畜所有者が自己の飼養収益上の都

合から,一定期間草生に恵まれた地帯もしくは良

好な飼育条件を有する受託者 に, 家畜 (育成畜ま

たは成畜)の飼育管理を委託し, その間受託者は,

厩肥ないし畜力を利用しつつ完全に繋養する義務

を負い,期間満了後預託者は一定額の預託料 (管

理料)を支払う」6)も のをいう。これは出来高に応

じて利益配分をする分益小作の家畜小作とは明ら

かに異質であり,ま たその損益が仝額飼育者に帰

属しない点で現行の預託制度とも異なっており,

強いていえば商社等が現に行っている「委託飼育」

に類似 してい る (但 し,商系インテグレィション下

の委託飼育は多くの場合, ボーナス・ペナルティを伴

っており,たんなる労賃支払方式ではなくなっている)。

官坂氏によれば,「地方によって預託と小作を混

同じ同意語と解している場合と,預託からはじま

り小作へと引続いて契約関係が行われる慣行に用

いられる場合」とがあり,かかる戦前の事例につ

いて「預託という場合はとくにその契約内容が吟

味されなければならない」という6)。

酪農でも,明治年間から都市専業搾乳業者と農

家との間に「貸し牛」「預 り牛」の制度があった

ことが知られている。前者は,明治 20～45年頃に

かけて京浜の搾乳業者が安房地方の農家の分娩牛

を一乳期単位で賃借 りして搾乳したもので,農家

にとっては子牛育成以外の余乳処理と賃貸料収入

が得られるという意義があった。後者は,やはり

搾乳業者が同地方の農家に,離乳後の子牛を預け

て育成せしめ,初妊牛として分娩期が近付くと返

還し, これを評価して評価額の4割を農家に支払

ったもので,―一種の小作制度である。しかしこの

場合,農家は採肥と飼育費を得るのみで,牛その

ものは手離してしまうのであり, これで有畜農家

となることが出来た例は少なく,「酪農思想の普及

に伴い農民自からの自覚によって遂には農家はこ

れを行わなくなった」という7)。

仔分け,仔返えしと称される家畜小作は,その

呼称から明らかなごとく繁殖地帯における母牛の

小作であり,その子畜から生ずる利益を分配する

制度であるが, これとは別に牛馬の貸借慣行があ

る。これは主に水田地帯で,かかる地帯の小農が

自から役畜を保有し再生産することができず,季

節的 (田植前)に使用するために牛馬を賃借する慣
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行である。伸介者の多くは牛馬商で,時には彼等

自身が貸付者となり,平素は山間部の農家に貸付

飼養させ,農繁期に引き出して水田地帯の農家に

貸し付けて賃貸料を収めていた。これを一種の家

畜小作とする見方も成立つが,単なる使用貸借で

あるこの場合と,利益分配をともなう本来的な家

畜小作とは,同一に論じられないものがあるとい

えよう。

以上,「小作」「預託」「貸借」と呼ばれる諸慣行

は,その内容 。意義に相当の懸隔はあるものの,

総じて広義家畜小作制度に包括さるべきものであ

り,地主制下で自由な商品生産の道を開され,自

己資本の調達力に欠ける小作農に残された唯一の

対応型態であったといえよう。同時にこれらの諸

慣行が成立 した背景として,用 畜飼養が未発達で,

畜産の主流が畜力利用や採肥を主目的としたもの

であり,かつ農業経営上不可欠な部門としての成

立しておらず副業的な性格にとどまっていたこと

である。かかる性格の固定 資本財 (回収迄の期間

が長く,その果実が畜力や厩肥という非商品的形態であ

り,搾乳や子畜のような商品生産はその比重が低かっ

た)の調達は, 土地の取得 (自作農化)が 困難 で

あるのと同様に,当時の小作農の容易になし得る

ところではなかった。

以上,主として牛馬を中心 とす る小作慣行に

ついて述べたが,明治中期には各地で局地的に豚

の貸付 (豚小作)が行われていた とい う記録があ

る8)。 しかし, 肉牛は役肉兼用から今日のような

肥育牛が本格的に分化 したのは戦後であり,も っ

ぱら肥育素牛を貸付ける現行の制度を当時に島い

ては勿論見ることはできない。

3.産業組合による畜牛預託

昭和期に入ると, これら地主,商人の支配する

農村慣行に抗して,農業団体による家畜の導入・

貸付の事業がみられるようになる。その時期は昭

和初期の有畜農業奨励期であり,産業組合が商人

支配に対抗 してその活動を強化した昭和農業恐慌

期以降である。「産業組合が利用事業として畜牛

利用を始めた動機は,昭和 7, 8年頃の農村を極

度の疲幣に陥し入れ,其の結果必然的の叫びとし

て農村救済,経済更生の声により,その自力更生

の重要な一項目として『畜牛の増飼と増産』即ち

有畜農業奨励の一手段として産業組合の積極的援

助をなす目的であった。」
9)

官坂悟朗氏によれば,「わが国, 農民団体が行

う預託管理の創設過程をみると,その端緒は,寄

生地主的家畜小作が,その母体たる土地小作それ

自体のよって立つ社会経済的基盤の動揺,崩壊に

よって,その成立が危胎に頻したときを契機とす

るものである。すなわちそれは昭和農業恐慌期に

おいて, 通例, 預託, 委託, 貸付と称せられて

『畜牛預託管理規程』『預託管理相互救済規程』

あるいは『乳牛貸借規程』『仔豚貸付規程』とい

った近代契約的形式の家畜別規程が,産業組合ま

たは同連合会の利用事業として,ないしは畜産組

合, 同連合会 の手 によって打 ち出されたのであ

る」と10)。

氏が例証としてあげた福島県下各郡の信用購買

販売利用組合において昭和 9～11年 に実施された

事例によると,その書式は「畜牛預託規程」「 畜牛

管理申込書」「 畜牛管理契約書」「畜牛購入預託事

業決算書」より成 り,戦後における農協の預託制

度に劣らない形式を備えている。規程によると,

「有畜農業 ノ普及発達 ヲ図り農家経済ノ改善二資

スルロ的ヲ以 ッテ畜牛預託事業ヲ行フ」 (第 1条 )

とあり,昭和農業恐慌期における国の有畜農業奨

励策に相応して発足したことを示している。

規定の第 2条は,「畜牛ヲ購入シ農業ヲ営ム組

合員二預託管理セシメ之ヲ販売シテ其計算剰余金

ハ奨励金 トシテ管理者二交付ス」とある。「奨励金」

という名目をとっているが,剰余金すなわち最終

損益は農家側に属するとしており, この点現行預

託制度と実質的に異なるものではない。ただ,素

畜の購入諸経費,金利として農家から事前に微収

した金額と実支出額との差額が,組合 74%,農家

26%の割合で配分されており, この点をとくにと

りあげて官坂氏は「商人・高利貸資本に劣らぬ債

権者的立現 われ方」「多分に上からの行政的ない

しは高利貸的,地主的な遺臭すら感じとられる」

25
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と批判されている。しかし,諸規程を詳細にみる

限 り,預託により生ずる果実として利子相当分以

上のものを組合が徴する結果とはなっておらず,

地主的分益小作とは本質的に異なる制度であり,

家畜小作の組合版というべき性質の ものではな

い。役畜と肉畜というちがいはあるが,む しろ,

戦後の農協による預託制度と実質的に同じ内容を

もった制度といえるようである。

注目すべきは,かかる組合預託の事業上の位置

づけが利用事業であったことである。例えば,京
都府田村信用購買販売利用組合の「畜牛利用規程」

(昭和9年)に よると, 実質的には役牛の預託 (現

在いうところの現物預託)であるにもかかわ らず,

「利用者」「利用期間」「利用料」等, 随所で「利

用」なる用語を用い,明確に利用事業 として位

置づけられ て お り,他の事例も一様に同様の扱

いとなっている11)。 これは用畜飼養が未開花で,

役畜が主役をなしていた当時の状況を反映してい

る。すなわち,肉畜 。飼料等を扱う畜産事業が未

確立で,素畜供給を経済事業ないし購買事業とし

て位置づけることができず,ま た農家信用力の欠

如から素畜購入資金の貸付けという信用事業とし

ての位置づけもできなかったことの現われである

と思われる12)。 もっとも,先の田村信用購買販売

利用組合ではかかる預託牛 30頭の他に低利資金

貸付牛が

“

頭あり,利用,信用の両事業で対応し

ていたという記録がある。類推するに,担保,保

証人等の与信要件を満し得ない農家があり,かか

る現物預託方式を併用せざるを得なかったものと

思われる。

ここで,預託の対象物件である「畜牛」の経済

的性格は,同 じ労働手段ではあっても農機具のそ

れとは異なることに注目する必要がある。当時の

役牛は,おそらく繁殖地帯から育成地帯を経て使

役地帯へと流れてきたものであろうが,牝牛の場

合は種付けするのが一般的で,その場合は子畜を

産する。この場合の母牛や,土質の重い地帯で使

役された去勢牛は最終的 には肥育牛 (又 はその素

牛)と して売却され,畜産物収入をもたらす。 こ

のことから,預託畜の代金の返済は,一般的に,

これら子畜又は廃畜の代金回収時迄引延ばされて

おり, ここに信用事業による償還方式との相異が

ある。広島県荘野信用購買販売利用組合の「畜牛

利用規程」には,「利用中畜牛分娩シタル トキハ其

ノ産児ハ組合員ノ所得 トス。但シ其ノ産児ヲ畜牛

利用中売却セントスル トキハ本組合二委託シテ売

却シ其ノ代金ハ利用畜牛ヲ返戻スルマデ本組合ニ

貯金 トシテ預入ルコトフ要ス」 (第 15条)と あ る
13)。 また,どの規程にも役畜を廃畜とした場合は,

その代金を預託価額から控除して,果実分を農家

に帰属させる旨の規定がある。

このように,家畜小作制度の成立以来,家畜の

預託や貸借はおおむね役畜 (牛馬)が主体 となっ

てきたところに戦前の特色がある。しかし家畜は

常にそれ自体肉畜であること,時には子畜を産出

する特殊な資産であること,そ してその果実の出

来高が不確実であり,家畜自体常に斃死のリスク

を負っていること等,固定資本財であるとはいっ

ても他に類例の見られない特質をもっている。こ

のことから,常にリスクの負担,果実の分配方式

が問題となり,小作時代には母畜の斃死 リスクを

畜主が負う一方,果実の相当部分を徴され,結局

家畜小作人には畜力利用と採肥以外の剰余が残ら

ない仕組みとされてきたものである。産業組合に

よるこれら大家畜の預託には何ら分益的規程はな

く,利用事業とはいうものの,実質的には素畜資

本を前貸する信用供与的機能が強く, これを家畜

小作類似行為と評するには当らないといえよう。

注目したいのは,役畜主体であるとはいえ,昭

和期に入 り産業組合が畜産に関与するに至って,

乳牛,豚等の用畜の預託がわずかながら現われて

きたことである。しかし,それは副業的有畜農業

奨励策の一環としてであり,肥育素畜の本格的預

託事業の展開は,用畜飼養へ転換し多頭飼養が進

展して,かつ農協畜産事業が確立する戦後にまた

なければならなかったのである。

4.畜産復興と家畜導入促進策

―
家畜預託制度の成立

一

(1)有 畜農家創設と家畜集団導入



戦後のわが国畜産は,昭和 20年代の農地改革に

よってその本格的展開の端緒を与えられ,30年代

における農業機械化の進展によって役畜から用畜

化への方向が明瞭となり,30年代後半以降は経済

の高度成長下で多頭化が顕著となり,家畜 (素畜)

の需給構造は質量ともに劇的な変化を遂げること

となる。

敗戦直後ほとんどゼロ水準にまで崩壊していた

日本畜産の再構築のために,計画的な畜産政策の

先駆 となったのは昭和 27年度から始った有畜農

家創設事業であった。これは昭和農業恐慌下で疲

幣した農村を救済する目的で取組まれた,戦前の

有畜農業奨励策の戦後版ともいうべきもので,有
畜農業の思想は昭和 30年代に多頭化の動きが台

頭する迄, 日本の畜産を支配していた14)。

この事業は昭和 28年に有畜農家創設特別措置

法として制定され,食糧増産とそのための農業生

産力増強手段として家畜の役割を強調し,有畜化

による経営合理化,農業の総合的生産性向上を指

向した。施策としては,当時における農家信用力,

農協の資金量不足を補う目的で,利子補給,融資

機関への損失補償等を行った。昭和 36年に近代化

資金助成法が制定され,その役割が終る迄の9年

間 (27～35年度)の事業実績は,乳牛 160千頭,

役肉用牛 220千頭,馬 18千頭,めん羊 87千頭と,

大家畜が中心で,多頭化の促進よりも有畜農家数

の増加をねらったものであった。当初の計画によ

れば,当時のわが国無畜農家数を335万戸と推定

し, うち有畜化が可能ないし必要とするものを

128万戸と抑え,27～29年の第 1次計画としてう

ちの8千戸を有畜化せんとした。この事業の対象

農家数は延228千戸,統計では26年から29にか

けて,飼養農家数は中大家畜だけで737千戸増加

した。併飼農家のあることを考慮しても事業目的

は一応達せられたとみるべきであろう。

さらにこの事業は,家畜小作や家畜商経由の取

引形態を農協による集団購買へと転換させる契機

となったことで特筆さるべきものである。すなわ

ち,「戦後行われた畜産行政上本事業が演じた役割

は非常に大きなものであり,事業の実施により挙

27

げられた効果のうち最も大きかったものは,一般

家畜の導入事業が,は じめてわが国で金融ベース

に乗せられ,前時代的な従来の家畜取引が,近代

的な信用状取引に切替えられて,著るしく改善さ

れ, このため融資機関よりの資金借入により農協

単位の集団的な家畜導入が容易に行われうるよう

にな り,従来,家畜の飼養頭数の比較的少なかっ

た地帯の無畜農家が,本資金を利用 して集団的に

有畜化 し,新 しい家畜飼養拠点が全国各地に出現

したことである」“
)。

(2)農協預託事業の本格的奨励策

次いで昭和 32年,有畜農家創設事業が対象外 と

した「 中ガヽ農家」 (そ の地方の平均反別以下の農家及

び開拓農家)を対象に,中小家畜の導入 を図 る日

的で「 中小農畜産振興対策要綱」が出され, ここ

に肉用素畜の導入事業がはじめて本格的に取 り上

げられた。とくにこの事業は,農協の家畜預託事

業を正面から事業対象としたことで画期的なもの

であった。

この事業は,有畜農家創設事業が農協による素

畜の集団導入を促進 したのと同じ基盤に立 った肉

畜の導入促進策であったが,農家信用力の不安か

ら農協有の素畜を農家に貸付けるという「預託」

形式を採用 したものと思われる16)。

「要綱」は「家畜預託事業 とは農業協同組合が

……農家に対 し家畜の肥育管理を委託する事業」

とはじめて定義し,次のような「 模範規定」を提

示 した。

○○農業協同組合家畜預託規程例

第1条 (趣旨)中小農畜産振興対策要綱に基き,

本組合の行う家畜預託事業については,こ の規程の

定めるところによる。

第2条 (預託する家畜の種類及び預託単位)本組

合が預託する家畜の種類は,肥育用素牛 (以下「牛」

という。)肉用素豚 (以下「豚」という。),及びめん

羊とし,預託単位は,牛にあっては1頭,豚又はめ

ん羊にあってはそれぞれ2頭 とする。

第3条 (家畜預託を受ける者)こ の規程により,

家畜預託を受けることができる時は,次の各号の一

に掲げる者で本組合員たるものとする。

1.〇反歩以下の農地を経営する者

家畜預託制度の展開過程
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2.開拓者資金融通法に規定する開拓者

第 4条 (家畜預託の内容)家畜預託は,家畜預託

を受けた者 (以下「受託者」という。)が,預託期間

中,善良な管理者の注意をもってその家畜の肥育を

目的として飼養管理し,本組合はこれに対して報酬

を支払うことを内容とする。

第 5条 (預託の申請)家畜の預託を受けようとす

る者は, この規程を承知の上申し込む旨を記載した

家畜預託申込書を本組合に提出しなけれ ばな らな

い。

2.本組合は,前項の申込書を受理した場合におい

て,家畜の預託を適当と認めるときは,家畜引渡の

時期,家畜引渡の場所,そ の他必要な事項を,家畜

の預託を適当と認めないときはその旨を,申 込者に

通知するものとする。

第 6条 (羊毛の刈取)めん羊の預託を受 けた者

は,預託期間中本組合の指示する時期に羊毛の刈取

りをなし,その羊毛を本組合の指示するところに提

出するものとする。

第 7条 (家畜の返還)受託者は,その家畜を (め

ん羊の場合にあってはその子畜を含む。)本組合が家

畜の肥育の目的を達したと認めて指示したときに本

組合に返還しなければならない。

第 8条 (違約金)受託者が前条の規定に違反して

預託を受けた家畜 (め ん羊の場合にあっては羊毛及

びその子畜を含む。)を処分したときは,当該家畜の

購入価格の三倍に相当する額の違約金を本組合に支

払うものとする。

第 9条 (受託者の義務)受託者は,本組合がその

家畜につき去勢手術を行うときはこれを拒んではな

らない。

2.めん羊の受託者は,そ のめん羊から子めん羊が

生産されたときは,遅滞なく本組合に届け出なけれ

ばならない。

3.前項の受託者は,前項の子めん羊の処置につい

て,本組合が別に指示するところにより飼養し,又

は本組合に提出しなければならない。

4.受託者は,受託を受けた家畜 (めん羊にあって

は羊毛及びその子を含む。)につき,盗難,失そう,

疾病,死亡その他重大な事故があった場合には,遅

滞なくその状況を文書で本組合に報告しなければな

らない。

第 10条 (危険負担)前条第 4項の事故 に よって

発生した損害は第 12条に規定する費用を除 き,本

組合の負担とする。ただし,当該事故が受託者が善

良な管理者の注意を怠ったために発生 したものであ

ると認められるときは,受託者は購入価格の範囲内

で本組合が定める額の損害を 本組合に賠償しなけ

ればならない。

第 11条 (預託料)本組合は,家畜の預託 を受け

た者に対 し,第 4条の事務処理に要する費用及びそ

の報酬として,預託家畜 (め ん羊の場合 にあって

は,羊毛及びその子畜を含む。)を販売したときは,

直ちに,その販売代金から次の各号に協げる額の合

計額を控除した額を現金で支払うものとする。

1。 その販売に要した費用の額

2.その預託に係る家畜の購入に要した費用の額

3.家畜預託事業利用料

第 12条 (契約の解除)本組合 は,受 託者が第 6

条又は第 9条の規定に違反したときは家畜預託契約

を解除することがある。

2.本組合は,預託した家畜が将来順調な発育をす

る見込がないと認めるときは,預託期間の満了前

にその家畜の返還を命ずることができる。

第 13条 (費用の負担)本組合が引き渡した家畜

の飼養管理及び返還 (めん羊の場合にあっては,子

めん羊及び羊毛の本組合に対する引き渡しを含む。)

に関する費用は,受託者の負担とする。

この規程によると,家畜の所有権,損益の帰属,

債権保全対策等,その後の経過の中で問題とされ

明文化されたような事項については暖味さがない

とはいえない。しか し,言外に預託畜の所有者は

農協であることが,「 家畜の返還」とか事故発生時

の「賠償」といった表現の中に読みとれるし ,ま

た実質損益の金額が農家の手中に落ちるような計

算方法 となってお り,現行の現物預託方式と基本

的には変わるところがない。これはまた,戦前の

一部産業組合における「 畜牛」の預託規程とも実

質的に同一の内容をもつものであるが,戦前のそ

れは役畜を前提にしたものであり,肥育素畜の預

託規程としてはほとんどこれが現行預託規程の原

型とみなさるべきものであろう。

しか し,今にして思えば, この実施要綱は,素

蓄の所有権や損益の帰属について必ずしも明文規



定がなく,ま た債権保全対策についても考慮され

ていない欠点があり, これが後になって種々の紛

争を生む一因となっている。要綱が先行し,万仝

の吟味が行われていなかったとの批判もある17)。

また,内容を詳細に検討すると,「預託料」なる

一項 (第 11条)が あ り,ま た「報酬を支払 う」

(第 4条)と いう字句があり,委託飼育における委

託飼育料の支払いと錯覚させる よ うな表現もあ

る。しかし,用語の適不適はともかく,実質的に

はすべての損益が農家に帰属する一種の信用供与

制度であることに変わりがない。第 11条の3項

にある農家が支払うべき「家畜預託事業利用料」

とは戦前この事業が利用事業として位置づけられ

ていた時の名残 りのようであるが, これは金利相

当部分であると推定される (現行規程では金利と明

記され,ほとんどの場合利用料なる表現はとられてい

ない。)

この事業は主に豚牛の肥育素畜を対象として,

家畜導入費の20%,指導費の50%と いう高率助成

を行い, これを農家に預託飼育させ肥育終了後返

還させて,販売代金から素牛代金等を控除して残

額を「預託料」として支払うもので,農家は素畜

資金なしで家畜を導入できるという制度である。

この事業は36年度迄続き,そ の間に和牛 21千頭,

豚 127千頭, めん羊 Z千頭の導入実績をあげて

36年に終了し,次の事業に引継がれた (第 1表 )。

この事業は,結果として家畜商の流通支配に歯止

めをかけ,農協の肉畜共販事業へ道を開く役割を

果した。この事業にかけた農協の期待は大きく,

たんに家畜預託事業を助長しただけでなく,系統

の蓄産事業, とくに共販事業とその事業体制の確

立に途を開く結果となった。「系統農協が,こ の事

業に期待をかけ,推進したゆえんは, この事業が

農協による豚 (牛)の預託制度を積極的に奨励す

るものであり,従前は家畜商の独壇場にあった肉

畜の共販と販売の分野に,農協が進出する機会を

与えるものとみたからである。」「事実この事業の

発足は,牛乳共販運動とともに,系統農協に大き

な刺激となり, このころから肉畜とくに肉豚の共

販運動が各地で展開され, これら牛乳,肉豚の共

販運動は系統上部機関への鞭撻ともなり,30年頃

から府県経済連では,畜産部課を設置するものが

続出し,全販連も32年 1月 ,従来農林部の片すみ

にあった畜産課を畜産部に昇格,復活した。」18)。

(3)農協共販の確立と預託事業

国策による農協預託事業の支援が共販活動を活

撥化しただけでなく,共販運動を内部から盛上げ

る力が預託事業を必然化した側面も見逃せない。

肉畜共販の先駆例は,神奈川県相模原市の農協青

年部で,昭和 26年,豚商排除,農協への結集をス

ローガンに,豚商勢力と対決しつつ肉豚の共販態

勢確立の運動に立上った。

当時の肉畜共販は肉豚が主体であったが,その

共販率は極わめて低いものであり,豚肉流通の主

流は商人に握られていた。産地では豚商が活躍し,

彼等 は繁殖農家から種付料として受取った子豚

を副業的肥育農家へ「預託」し,出荷時に代金か

ら差引くという方式で資本の乏しい零細な養豚家

を傘下に収めていた。彼等は飼育技術から生活の

面倒迄みるキメの細い対応で農家を捕捉し, とき

には詐偽臓着的な取引行為を行って農家を収奪 し

た。農協共販を確立するには,彼等が果してきた

家畜預託制度の展開過程

第11表 中小農畜産振興対策事業の事業実積
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機能を農協が行い,商人流通と対決してこれを排

除する必要があった。農協共販は最初から,子豚

の預託によって出発せざるを得ない必然性があっ

た。

昭和 35年,多頭化ブーム,高度成長の到来を機

に,前記事業をさらに本格化した「肉用素畜導入

事業」が実施された(41年度む 。この事業は前記事

業 を吸収発展させたもの で,農協又は同連合会

の行う肉畜預託事業を対象とし,多頭化の進展を

背景に対象農家階層の制限をはずすとともに預託

規模を引き上げ,素畜導入資金の2.5%を助成す

るもので,金利助成によって預託事業の活撥化を

狙ったものである。とくに食肉市場への共同出荷

を条件として肉畜導入制度の確立,肉畜主産地の

造成を助長しようというもので,何よりも農協預

託制度を前提とした点が特色である。ここでも,

「肉用素畜導入事業模範実施規程例」が提示され,

今度は農協の他に連合会用が付加されたが,内容

本質は前記事業とほとんど変わるところがない。

昭和 32,35年 の2つの事業が相次いで打出した

「規程例」は,す でに一部で行われていた肉畜預託

事業の内容を追認し,その内容を明文化した面も

あるが,逆にこの事業の実施を契機に預託事業を

開始した農協が少なくない。預託事業の開始が古

い農協でもそのほとんどはこの事業,と くに35年

度実施の肉用素畜導入事業の実施期間中に開始し

たところが多い。その場合, この規程例がそのま

ま農協の規程となるケースが多く,現行規程の多

くが驚くほどこの「模範」規程に類似している。

この事業は昭和 41年度迄続き, 7年間に和牛

1第 2表 肉用素畜導入事業の実績 (頭)

年   度 豚

33,642

43,372

70,493

50,416

88,067

103,8"

91874

150千頭,豚07千頭を預託し,32年から実施さ

れた 中小農畜産振興対策事業に比 し, 和牛で 10

倍,豚で 5倍の事業実績を挙げている (第 2表 )。

農協の家畜預託事業を対象とする補助事業はこれ

をもって終了し,以後, この事業によって基礎を

与えられた農協,経済連の自己資金による預託事

業が加速度的に拡大 してゆくことになる。

一方,大家畜のうち主として乳牛,繁殖牛等の

固定資産たる家畜は,有畜農家創設事業 (昭27),

乳用雌牛 (ジ ャージー種)導入事業 (昭 28),寒冷地家

畜貸付事業 (昭 32)と 次々と生れたが,昭和 36年

に農業近代化資金助成法が成立して以来,主流は

制度金融へ移ることになる。もちろん,その後も

繁殖牛を中心に各種の家畜導入事業が実施され,

ときには肥育素牛の農協預託事業が金利等の補助

対象となったこともあるが (昭 53の 肉用牛生産合理

化資金等),融資や助成の対象 が もっば ら大家畜

(固定資産)中心に行われてきた ことは事実であ

る。制度金融が固定資産の取得を主対 象 と して

きたことは,家畜に限らず農業資産のすべてにい

えることで,資本蓄積の弱さを政策的に補い農業

経営の体質を強化することを主眼としたためであ

ろう。肥育牛は運転資本であり,それ自体が商品

化されるための素材 (原材料)であるか ら, 補助

事業や制度金融にはなじまないとされたのは一応

うなづけるといわざるを得ない。

しかし,肉畜の多頭飼育が急速に進展し,肥育

素畜の導入資金が巨額化するにつれ,畜舎,農機

具と並んで素畜導入費の調達問題がクローズアッ

プされ,ま たその収益性が低いことから導入資金

の金利負担がネックとされるに及んで,長期低利

の制度資金,又は金利助成策を求める声が起って

きた背景も見逃すことができない。とくに肥育牛

経営では素畜資本の長期的・固定的特質から,政
策的テコ入れを求める声が強く起ってきたのであ

る。

5.農協預託事業の展開

制度資金や補助事業から「見離された」肥育素

畜導入資金のニーズに応えたのは,農協預託事業

“
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３７

田

”

“

４１

昭

和   牛

1■ 211

11455

お,148

31,588

1■ 418
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2Q365

注)農 林省畜産局調べ,「農林省年報」



であった。30年代の半ば以後の多頭化ブームの中

で,各地に畜産団地が造成され,施設資金は制度

資金,素畜導入資金は農協預託というパターンが

定着化した。農協の畜産事業はまず肉畜共販事業

として出発し (昭和30年代前半),配合飼料の使用

量が増大するにつれて飼料事業のウェイトを増し

(30年代後半以降),さ らに食肉センターその他 の

流通施設が整備されるにつ れ (30年代後半～40年

代),総合的な事業効率が追求されるよ うになっ

た。畜産事業の量的集積 (飼育頭数羽又は生産量)

と事業シ ステム (施設及び各種経営安定対策)の 2

つを基準として「 畜産登録団地」制度 (昭48～)が

生れ,養豚・肉牛団地では素畜預託事業が団地シ

ステムの中核として位置づけられるようになって

きた。

この間における畜産経営の動向変化と預託事業

の関連について,特徴的な点をあげれば次の通 り

である。

第 3表 肉畜預託制度の開始年別農協数

開 始 年 肥  育  牛

θI

第 1に ,養豚における多頭化の進展過程で繁殖。

肥育の分業形態から一貫経営化が進行し,今や一

貫が養豚経営の主流をなすようになったことであ

る。肉畜の預託は当初,肥育子豚の預託で出発し

たが,子豚自給がすすむにつれて素畜導入費は飼

料費に還元され,素豚預託はしだいにその基盤を

失 い, 預託事業 の中心 は肉牛預託へと移行した

(第 3表 )。

第 2に,役牛から肥育牛への転換,若令肥育の

出現により和牛の素牛需要が高まる一方,乳雄牛

肥育の比重増大によって多頭化が一層すすみ,乳

雄牛の全国流通化がおこり,農協預託事業の活動

基盤が確立したことである。同時に,乳雄牛の県

間流通を媒介する県連の役割が高まり,県連預託

牛が一定の割合を占めるようになった。預託頭数

の増加によって農協の対応は資金的にも限界が生

じ, これも県連預託の役割を高める要因となって

いる19)。

第 3に,肉牛多頭化にともなう設備投資額が増

大し,農家の信用力,担保力がそのための制度資

金に吸収され,素畜導入資金を農協プロパー資金

に依存せざるを得なくなる一方,農協側でも資金

貸付や購買未収金では金融上の制約から対応し得

ず,比較的制約の少ない預託制度を活用するよう

になり,預託事業への期待が農家,農協の両サイ

ドから高まってきた。

第 4に,肉牛をめぐる販売,購買の事業分量が

増大し,かなりの事業割合を示す農協が生じ,戦

前のような利用事業的位置づけ,あ るいは信用事

業的位置づけでは運用 しにくくなり,素牛預託を

家畜預託制度の展開過程
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畜産事業という経済事業の中で総合的に位置づけ

る農協が圧倒的となっている。この点,同 じ預託

でも繁殖牛,繁殖豚の種畜預託が信用事業代替的

機能にとどまっているのとやや性格を異にしてい

る。

このように預託事業 の主体 が豚 から牛に転換

し,預託規模が拡大したものの,その性格は信用

供与行為でありながら信用事業ではなく,ま た肉

畜共販に対応する購買事業でもなく,ま た素牛導

入にはその選定や商品性確保という技術的要素が

伴うとしても指導事業でもなく,ま して戦前のよ

うな利用事業的位置づけにはとうていなじまない

といった暖味な性格のまま今日に至っている。し

かし,農協事業上,ま た農家経営の実態からして,

不可欠な制度であり,必然性をもって展開してき

たこともたしかである。

昭和 50年代に入 り,預託事業が肥育素牛中心と

なり,かつ乳用種がその過半を占め,県連預託も

一定の割合を占めるようになった。すなわち,昭

和 59年 10月 現在の全国の肥育牛預託頭数は 459

千頭, うち乳用種 50.5%,肉専用種 49.5%,そ の

うち県連預託が全体の29.2%を 占めるに至ってい

る (第 4表 )。 県連預託牛は乳用種でとくに比率が

高くなっており,乳用種が仝県的な肉牛事業シス

テムの対象となっていることを示している。

昭和 40年代末のオイルショックを境に,畜産の

成長率は鈍化し長期低迷期に入 り,50年代半ばに

大型酪農を皮切 りにいわゆる負債固定化問題が起

ってくる。折から多頭化時代を迎えつつあった肉

牛にもこれが及び,大型肥育経営を中心に負債の

累増,固定化が表面化 し,社会問題の様相さえ呈

してきた。

負債問題の要因として,経営収支悪化の他に住

宅・教育等の臨時支出が畜産部門から流出してい

ることも指摘され,畜産部門における資金管理の

ルーズさが問題となり, とくに預託制度への批判

が強くなってきた。批判の内容は,預託家畜は貸

付限度の範囲外におかれているが事実上の与信行

為であり,その金額も1農家当り数千万円と巨額

化していること,に もかかわらず適切な債権保全

対策が講じられていないこと,契約書の内容が不

備で係争時の対抗力が弱いこと等が挙げられ,さ

らに民法上,農協法上,その性格が不明確である

という法的問題点も指摘されるようになってきた

20)

これを受けて多くの農協では,当面の措置とし

て債権保全対策を契約の中に盛込む等の対応をと

ると同時に,平均払制度,専用口座制度等による

農家の損益管理,経営安定策を講ずる等の新しい

対応がみられるようになった。永い歴史的経過の

中で必然性をもって発生し,展開してきた制度で

はあるが,最近における情勢の変化からその問題

点も露呈しつつあり,検討・改善すべき時機にあ

るといえよう。

6.事業内容の変貌

(1)預託契約の原型

農協による家畜預託にかかわる契約内容の源流

は,すでに述べた通 り昭和初期の有畜農業奨励策

のもとで,主に畜牛を対象として産業組合が行っ

た預託制度に端を発している。しかし,用畜飼養

が未発達で,組合の蓄産事業も未確立であった当

時においては,主に役畜を対象に利用事業的位置

づけのもとで,小規模な預託が行われていたに過

ぎない。その意味で,今 日,農協預託事業の中心

となっている肥育素畜の契約内容の原型をなすも

のは,昭和 32年の「 中小農畜産振興対策要鋼」の

中で示された「家畜預託規程例」であろう。

この事業は後に「肉用素畜導入事業」に発展的

に吸収され,そ こでも再び「模範実施規程例」が

提示されたが,両規程の内容は本質的に同じもの

であり,肉畜預託事業及びその契約形式・内容の

出発点 はやはり32年 の事業に求めらるべきであ

ろう。

この規程例は当時,あ るいは戦前から各地です

でに実施されていた農協による預託事業の契約内

容を実質的に追認した部分を多く合んでいたが
,

国の補助事業の実施要領として流されたため, こ

れが一般化し,今日これとほぼ同内容の規程が少

なからず存在する。



家畜預託制度の展開過程 θθ

この規定例 (中小農畜産振興対策事業)に よると,

契約内容として,

①預託家畜の種類と預託頭数の限度 (第 2条 )

②善管注意義務 (第 4条)

③預託期間と家畜の返還義務 (第 7条)

④違約金 (第 8条 )

⑤受託者の義務 (指導受入,事故等報告)(第 9条)

⑥事故損失の負担区分 (第 10条 )

⑦預託料 (精算方法)(第 11条)

③費用の負担 (飼育費)(第 13条 )

の各項目が盛込まれている。

これらは,現物預託方式の契約書が最低具備す

べき要件を示したものであるが,同時に,当時に

おける一般的な契約内容を集約したものであると

いえる。

しかし,こ の規程はその後多頭化の進展により,

預託頭数が増加し,受託農家の欠損,負債固定化

等が表面化する中で,契約上の不備が種々問題と

されるに至った。例えば,預託家畜の所有権の所

在,最終損益の帰 属 (と くに欠損時)が 不 明記,

農協からみた債権保仝対策としての保証人,担保

等について不記載などが問題とされ,農協によっ

てはその後の再三の改正でこれらを追記するとこ

ろが多くなっていることは事実である。

(2)契約内容の変化

30年代前半 に生 れたこれらの規程例を下書き

にして,多 くの農協が実際に預託事業を開始した

のは昭和

“

年前後以降であると思われる。一般

に,繁殖素畜の預託に始まり,肥育素畜へと対象

を拡大した場合が多い。また,多頭化の進展とと

もに, 1組合員に対する預託頭数の上限が次々と

嵩上げされ,最近においては上限頭数とは別に但

し書きにより例外を認めるケースが増えている。

農林省の示した模範規程はたしかに,各地の規

程内容の骨格をなしてはいるが,必ずしも統一さ

れておらず,ま すます多様化の様相を強めている

のが実態である。後述するように,県 ごとに統一

見解が出され統一化する動きはあるが,今のとこ

ろ農協ごとに内容が少しづづ異なるのが現状であ

る。

国が示 した当初の規程例に対 し現行の多 くの規

程がどのように変化 してきたかを示すと,次のよ

うになる。

①預託頭数規模 :畜種別に 1組合員当りの上限

を設定するものが多いが,但 し書きによる特認を

設けているものもある。

②預託期間 :お おむね肥育期間と同等又は余裕

のある期間設定を行 っている。

③契約 :規程の他に契約書があり, 1頭毎に契

約するものと,印紙税節約,事務簡略化のため包

括契約するものとがある。

④家畜共済加入 :義務化 している ものが 多 い

(但 し,加入率は必ずしも高くなく, これに関 して違

約規定のあるものはほとんどみられない)。

⑤事故共済加入 :農協ごとに死亡等の相互共済

制度を設けている場合が多く,その場合は加入義

務を課 している。

③違約金 :農林省当初案が素畜代金の 3倍 とし

ているところから, 3倍 と規定 しているところが

多い。

50年代に入 り,受託農家のうち大規模経営を中

心に経営不振が多発 し,素畜 。飼料代等の負債固

定化問題が生ずるようにな り,一部では預託規程

の解釈を巡って負債農家と農協が法廷で争 うよう

な事態が発生した。これを機会に,預託事業及び

預託規程に対する疑義が各方面より提出されるよ

うになった。その主要点を挙げれば,次の通 りで

ある。

①民法上,預託とはいかなる契約概念であるか。

②農協法上,家畜預託事業は農協に許される事

業範囲に含まれるか (農協法第10条関係)。

③農協事業として実質的な信用供与であるにも

かかわらず,債権保全対策が不備ではないか。

④総 じて,預託事業のあいまいな性格が農家の

経営不振と負債累積の一因になっているのではな

いか。

これらの批判に対し,多 くの農協では債権保全

対策を中心に既存の規程を改正する動きを示し,

直接的に①連帯保証人の差入れ,②担保の設定を

行うようになった他,中には③飼料代とのセット
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契約 (預託畜1頭当り飼料代定額を貸付け, 肉畜出荷

時に回収)を取 り入れたり,④長期平均払制度との

連結をはかる等の対応がみられるようになった。

これらの対応策は預託規程 に盛 り込まれる場合

と,運用によって実施されている場合がある。

農協における長期平均払制度は,仝国畜産経営

安定基金協会の設立もあり,実施農協数が増える

とともに対象畜が肉豚から肉牛へ漸次拡大してき

たのが特徴である。これは家畜預託の対象畜が肉

豚から肉牛へ移行したのと軌を一にしている。ま

た,平均払制度は当初における肉価の経時的変動

の影響を平均化する目的から,最近は余剰の流出

を防止する損益管理的機能が重視されるようにな

ってきた。預託制度と平均払制度を結合して運用

するケースは,最近,益々増加している。

以上のような情況を背景に,い くつかの県中央

会で預託事業のあり方についての検討がすすめら

れ,制度の仕組みについて統一指導基準が作成さ

れたところもある (熊本。新潟・官城)21)。 県 中の

指導により契約内容がほぼ統一された県もあり,

さきに述べた熊本の「寄託方式」はその一例であ

る。しかし,仝国的にみると,種々の債権保全対

策,経営安定対策に関する事項で補強しつつ,規

程の内容は多様化の様相を強めてお り,不統一な

ものとなっている。

以上のように,現物預託方式の内容改訂によっ

て問題の解決をはかろうとする動きの他に,「預

託」から離脱し,購買事業 又は信用事業の中で

これを位置づけようとする動きもみられる。前者

は,営農貸越又は購買未収金のかたちで,明瞭に

現物売渡しの形式をとるケース,後者は,農協プ

ロパー資金又は近代化資金 (7号資金)の 適用 に

よるケースである。前者の場合,預託牛の名称が

残され,農家も農協の牛であると観念し,出荷義

務等の実質的拘束力をもっている場合もあり,形

式の相異が実質の相異に及んでいない場合もみら

れる。また,後者のうち7号資金によるものは,

農協サイドから手続きの繁雑性等を理由に歓迎さ

れない場合が多く,活発な資金需要があるとはい

い難い状況にある。

7.む すび

以上,家畜小作から農協預託に至る,明治以来

の小農に対する家畜導入諸制度を概観した。地主

制下の家畜小作関係は地主制の崩壊とともに農民

団体による預託制度へ変わり,分益的収奪の対象

から農協経済事業に包摂された実質的信用供与へ

と変質した。農業生産力,商品生産の発展ととも

に,対象畜は役畜 (牛馬耕,採肥のための牛馬小作,

貸借慣行)か ら用畜 (中小家畜から大家畜へ)へと変

わり,最近では肥育素牛が主流を占め るように

なっている。その過程は固定資本財から流動資本

財への変化の過程でもある。農協預託そのものも,

戦後の 1～2頭預託から多頭化とともに巨額化し,

金融的側面が大きく浮び上 り,農民的共販のため

の預託 (それは家畜商機能を農民の手に奪い取る)か

ら最近は県連を統合者とする肉牛事業システムの

中核的制度として,預託制度に新しい性格が付与

されつつある (それは委託飼育による商系インテグレ

ィションとの対極にある)。

素畜導入をめぐる農民の主体性の程度は,経営

の自立化の水準を表わす。裏を返えせば,素畜を

支配するものが畜産を制するともいえよう。地主。

封建制度との闘い中で生れた,農民的共販・協同

的・互助的預託制度が新たな結合型態へ転化する

か,預託制度はいまその岐路にある。

く付記>こ の小論は全国畜産経営安定基金協会

主宰の「 肉用牛生産組織事業研究会」における肉

牛預託事業に関する研究活動での筆者担当部分を

取纏めたものであり,共同研究・共同討議に負う

所が大きい。関係諸氏に謝意を表したい。

圧

1)50年代畜産危機の背景,性格,今後の対応策等

にふれたものに,次の論説がある。新井肇「低成

長期における畜産経営の動向 と課題」『 日本畜産

学会報』第 54巻第 7号。三浦昭一「肉畜・雑感」

『畜産経営と平均払』第 13号。大田幸男「畜産経

営の安定は可能であろうか」『同上』第 12号。同

上「畜産事業に対する農協の取組 み状況につい

て」『農村金融』第 35巻第 9号。同上「肉用牛肥



育事業をめぐる情勢と肉用牛生産農家・農協のあ

り方について」『同上』第 36巻第 9号。中島明郁

「畜産農家の経営と金融問題」農政ジャーナリス

トの会編『 日本畜産 の再検討』 (農林統計協会,

昭和 58年 )。

宮坂梧朗『 日本家畜小作制度論』 (私家版,昭

禾日36年)3:頁。

農林省畜産局編『畜産発達史 。別篇』 (農林省 ,

昭和 42年)230頁。

農林省畜産局編『前掲書』234頁。

近藤康男編『牧野 の研究』(東大出版会,昭和

34年),115頁 。

宮坂梧朗『前掲書』 4頁。

千葉県 。安房郡畜産農協共編『安房 酪 農百年

史』 (安房郡畜産農協,昭和 36年)108～ 109頁。

埼玉県では明治中期頃より豚商が起 り,貸豚制

度が普及し,県下飼養頭数の 4割を占めた。神奈

川県では豚商が子豚を農家に貸し販売時価の7分

を豚商,斃死は豚商の損失とする約定で部落の 5

分の 1,その他部落の3～ 5割が貸豚という実態

が報告されている (宮坂梧朗『産業資本の確立過

程におけ る家畜小作制度」『岡田温撰別巻・農業

経営論集』同刊行会,昭和 12年 ,355～356頁 )。

1 産業組合中央会編『 役畜利用組合事例報告』同

会,昭和 16年 ,57～ 58頁。 なおわが国で「有畜

農業」なる用語がはじめて登場したのは,昭和 3

年に畜産局から要求された予算項目「有畜農業奨

励費」に端を発している (桜井守正「有畜農業に

おける課題」『農業総合研究』 第 4巻 , 第 4号 ,

109頁 )。

1 官坂梧朗『前掲書』80頁。

1 産業組合中央会編『前掲書』58～ 59頁。

1 産業組合における利用事業は他の事業部門に較

べ最も発達が遅れ,大正 15年 の産業組合法改正

により漸く端緒につく。主たるものは籾櫂機,精

米麦機等の共同利用で,販売購買事業に付属した

事業が多かった (奥谷松治『 日本農業協同組合

史』 全国農業出版, 昭和 36年, 159頁 以下)。

1 産業組合中央会編『前掲書』81頁。

1 農林水産省編『農林水産省百史年 。中巻』 (農

林統計協会,昭和 57年)168頁。

1 農林省畜産局編『畜産年鑑 o1957年版』 (農林

θ5

協会,昭和 32年)135頁。

16)当時を回想して全中甲斐武至氏は,「農協 に し

てみれば,32年当時というと,3割 の赤字組合に

対する整備特別措置法の適用による再建,また経

済連は整促過程にあって,ど こも資金涸渇状態だ

ったし,農家も資金不足だった。そういうときに

畜産の多頭羽飼育による拡大を奨励す る となれ

ば,必要な融資に伴う債権保全に非常な不安があ

るということで,担保というよりも,家畜そのも

のを持っておく必要があるのではないかというこ

とも,「預託」という制度の一つの背景 に あった

と思う」と述べている (「座談会・家畜預託 事業

の当面する課題とその改善策」農協金融法務,52

年 1月号, 7～ 8頁 )。

17) 「当時は契約の法律上の諸関係であるとか,経

理上の処理であるとか,そ ういうことについての

細かい規定はされていなかったようで結果的に実

施要綱が先行したというところに,一つの問題が

あったと思う。実施要綱を先行して公けにした以

上,簡単に変えるわけにゆかないので,それに合

わせて無理をしていろいろ仕組みをつくっていっ

たということがある」 (「前掲稿」 7頁 )。

18)協同組合経営研究所編『農業協同組合制度史第

2巻』同研究所,昭和 43年,122～ 123頁。

19)一部の県連では,農協を介し,定額預託料を支

払うより統合力の強い独自の預託牛制度を実施し

ているところがある (新山陽子「肥育牛預託制度

の成立要因と存在形態」『農林業問題研究』 第 59

号,13頁 )。

20)家畜預託制度の問題点については,宇津木旭他

「座談会 。家畜預託事業をめぐる問題点」農協金

融法務,51年 2月 号,伊東光男「家畜預託事業の

現状とその考え方」農業協同組合経営実務,53年

7月号,須川和比古「系統農協預託事業の諸形態

と問題点」『低コス ト肉牛経営の形成・成立条件』

農政調査委,昭和 59年,参照。

21)熊本県農協中央会「預託家畜事業の見直しにつ

いて」53年 11月 , 新潟県農協中央会「預託家畜

契約の改善と債権管理」56年 10月 , 官城県農協

中央会「預託家畜契約の考え方について」58年 7

月。

受付 (昭和 60年 4月 30日 )

家畜預託制度の展開過程
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