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笹倉ら:水稲夜播栽培技術導入と組織運営改善効果

集落営農組織への水稲直播栽培技術導入の影響と

組織運営改善効果

笹倉修司・笹原和哉1).田口善勝2)・井上裕之

(2004年11月30日受理)

1.研究話的 営改善効果を明らかにする。

北部九州の水田地域，とりわけ筑後111流域の水田 2.研究方法

地域においては，集落を主要な活動範囲とした営農

組織の展開がみられるが，多くの組織で構成員の高

齢化や兼業の深化等に伴うオベレータや補助出役者

不足が問題となっている O また，水稲，麦類，大豆

によって構成される二毛作体系下においては，暖地

とはいえ作付切り替え時期における作業競合が生じ

ている O こうした問題への対処方策として，育苗や

苗運搬，あるいは作業機への頻繁な補給を必要とせ

ず，従ってワンマンオベレーテイング、が可能な水稲

寵播栽培技術の導入が試みられている。

7J'(稲薩播栽培技術の個別経営への導入効果等に関

しては既に多くの研究が存在する O 例えば松田ら 1)

は全国各地域における水稲直播の導入事例を分析し

ているが，現地資料等による簡単な経済性評価にと

どまっている O 一方，小室られは詳細な実在デー

タを基に全盟各地域で、の水稲産播の導入効果を分析

しているが，その対象は個別経営が中心であり，概

ね大規模経営においてその効果がより強く発揮され

るとする結果となっている O しかしながら，北部九

州の現状をみると，必ずしも大規模経営が広範に展

開する状況にはなく，このことを踏まえれば，より

現実的な導入場面としてはやはり営農組織が主な対

象となろう。ところが，既存の研究においては，集

落営農組織を対象としてその導入の影響や効果を明

らかにしたものは少く，このことが水稲直播栽培技

術が普及しにくい要因のーっとなっている O

そこで本稿では，組織的に水稲甚播栽培技術を導

入した福岡県夜須町S機械利舟組合を分析事例とし

て，導入に伴う出役構造やコスト構造の変化を分析

し，水稲直播栽培導入の組織運営への影響や組織運

1 )分析対象組織の概要

まず，分析対象とした S機械利用組合(以下， S 

組合と略す)の概要に触れておく o S組合は S集落

の大半の農家と隣接するM集落の一部の農家32戸で

講成されている O 組合員農家の経営水田面積は約

60haであるが，施設圏芸用のハウス用地等を除く

と，概ね50ha強が水田作に利用されている。その

ほぼ全面積に冬作の麦類が作付けられる一方，夏作

では生産調整割合が約4舗であることから水稲作付

面積が約30ha(うち直播栽培lOha強)，転作作物と

してはほぼ全てに大豆が作付けられている(面積約

20ha) 0 転作については数集落によって構成される

地域ブロック単位でブロックローテーションが実施

されているが， 4割の生産調整割合に対応、し，基本

的には 3年一巡と 2年一巡を組み合わせた 5年に

2回の転作を行う輪作体系によってローテーション

されている。

S組合が組織として実施する作業は，水稲の代か

き(藍播，移植とも)，田植，直播における塩水

選・種子粉衣・播種・除草剤散布，収穫・運搬およ

び麦類の収穫・運搬である。これらの作業は組合員

の出役によって実施するが，その他に組合所有機械

の組合員への貸し出し(所有機械の員内共同利吊)

も行っていて，乗用管理機を用いた麦類および大豆

の中耕・培土作業の利用面積が大きい。なお，転作

大豆に関わる作業は別の組織， SM大豆生産組合が

担っていることから， S組合は稲麦を対象とした集

落営農組織であるといえる O また，水稲の移描栽培

用の種子予措・播種・育苗や麦類播種，あるいは耕

九州沖縄農業研究センター総合研究部農村システム研究室:〒861-1192 熊本県菊池郡西合志町須屋2421

1 )現，九州沖縄農業研究センター総合研究部経営管理研究室

2 )現，九州沖縄農業研究センター総合研究部動向解析研究室



九州沖縄農業研究センター研究資料 第91号 (2005)

起作業は倍別農家が実施し S組合は関与しない。さ

らに，防除作業は地域内の中核的な農家が設立した

有限会社Fが一手に引き受け，乾;操・調製は一部は

入所有機械を利用するものの，大半は JAのカン

トリーエレベータに搬入されるというように，地域

の水田農業は重層的な組織によって担われている。

ところで集落営農については農水省が「農業集落

を単位として，農業生産過程の一部又は全部につい

ての共同化・統一化に関する合意の下に実施される

営農jという極めて広い定義付けを行っているが，

S組合の現状は，その中の集落共同作業組織と位置

づけることができる O

組合員の出役による共同作業と述べたが，出役状

況から組合員は次の 5つのグループに分類すること

ができる。

まず 1つ目は中核オベレータ群とも呼ぶべきグ

ループであり 4名が存在する O このうち 3名は水田

作複合専業経営の経営主であり，前述の大豆生産組

合や有限会社の構成員・オベレータでもあって，ま

さに地域の中核的な担い手といえよう。また l人は

兼業農家の経営主であるが，農繁期中はほぼ毎呂出

役する等中核オベレータとしての役割を担っている O

これらのオベレータは S組合が実施する各種作業に

ほぼ全期間出役しており， 40歳代から50歳代の働き

盛りである O

2つ自のグループは兼業オベレータ群である o 30 

歳代後半から50歳代で比較的安定した農外勤務に従

事しつつ，農繁期には機械作業のオベレータとして

従事するグループで 7人が存症している O

3つ自のグループは補助作業にのみ出役する補助

出役者群であり，年によって若干異なるが概ね12~

13人が該当する。この中には高齢者(オペレータの

親世代を含む)や女性，一部は野菜専業農家で野菜

部門が忙しいため補助作業にのみ出役する者がいる O

4つ日は組合長と副組合長の 2人の役員層(いず

れも60歳代)であり，全体を統括するとともに作業

の進捗状況を見ながら水利施設の調整も行う，いわ

ば監督的作業従事者群である O

最後に，全く出役しない非出役者群が8戸程度い

るO 出役はしていないが，前に述べた個別で実施す

る作業は行っていて貸付農家ではない。

S組合が所有する主要な機械を第 l表に示した。

トラクタは補助事業での導入であるが，既に償却済

みとなっているし，自脱コンパインも当初は補助事

業で導入したが，その後自己資金で、更新するなど，

大半の機械は自己資金(近代化資金借入)によって

装婿している。このことからも S組合の財政運営は

極めて健全であることが伺えよう O

ところで， s組合所有機械のみでは S組合が実施

第 1表 S組合における主要機械装備

機械・作業機 大きさ・機能 台数等

トラクタ 60ps l台

代かきハロー 3m l台

直播機 8条播 (2.4m) l ム仁1

自脱コンパイン 5条刈 2台

田植機 6条植(向時施肥機付) 2台

乗用管理機 21ps 1 r口L、

コーテイングマシン 1台

する作業全てをまかなうことができない。その場合

は，組合員が所有する機械を借り上げ(リース)と

いう形態で利用している O 主にリースしているのは，

収穫物の運搬や代かき時の水廼り，田植時の肥料運

搬等に使用するダンプトラック，軽トラック等の車

両と，代かきや播に使用するトラクタである。こ

れらについては S組合が定める時間借り上げ単価に

基づいて利用されている O

S組合の設立は1993年である O 当初は水稲は全て

移植栽培であった。しかし，それでは短期間に多人

数の出役者が必要であり，機械台数も多くならざる

を得ない。 s組合では通常，移植作業は 3人の組作

業編成(オペレータ十苗補給・肥料補給補助 2人)

で行うことにしているが，第2表に見るように，

播導入前には出役者数が確保できず2人体制での作

業が多い状態となっており，それに対する対応策が

求められていた。そうした状況の中で出会ったのが

水稲直播栽培技術である。

S組合が水稲TIlf播栽培を本格的に導入したのは

1998年である O 本格的導入に至る経緯について若干

触れておく。 1996年の直播サミットは福岡県で開催

され，九州農業試験場(当時)開発の代かき同時土

中点播直播技術に出会う。翌年，その九州農業試験

場が開始した本プロジェクト研究の営農試験地とな

り， s組合の中核オベレータが耕作する闇場が実証

圏となった。実証国での栽培状況を具にみて，オベ

レータや役員層は，出役者数の削減や作業時期の分
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笹倉ら:水稲直播栽培技術導入と組織運営改善効果

第2表 移植作業における田植機の総稼働台数と 3人未満組作業人員台数

年次
直播導入前

96年 97年 平均 98年

総稼働台数 19 17 18.0 12 

3人未満台数 9 3 6.0 l 

散等により組織運営改善に効果があると判断して本

格導入を決意し，自己資金で直播機を購入して1998

年から 10ha規模での栽培が開始されたのである O

以後，最大で、17ha，最小でもlOhaの水稲産播栽培

が実施されている。面積変動は，基本的には水掛か

りと車ii{乍ローテーションとの関イ系からくるものであ

る。

2 )分析方法

組織への水稲度播導入の影響，効果を知るという

観点からすれば，導入前後における比較が基本的な

分析方法となる o S組合は法人格を有しない任意組

合とはいえ，費目別の詳細な経費を算出し毎年の総

会に決算報告を行っている。主な費目として，支出

では人件費(オベレータおよび補助員賃金)，賃借

料(リース料)，農機具修理費，燃料費，格納庫借

料，借入金返済金，役員報酬，保険料，会議費等が

ある。収入の大半はもちろん作業料金であり，あと

は貸し出し機械の使用料収入が若干といったところ

である O また，出役については作業別，日別の出役

者名，出役時間，作業対象闘場(面積)を記載した

作業日誌を記帳している。

そこで，作業別，出役者グループ別の出役思数，

出役時間等については，導入前は1996年および97年

の2年間の，導入後は98年から2004年まで 7年間の

作業日誌データを用いて比較分析を行った。導入前

データとして1995年以前の値を患いなかったのは，

やや欠損値が存在すること，機械の機種構成が違い

(小型機の存在)，かえって正確な比較が行えないと

判断したためである。また，費用算出については主

に2003年の会計報告の基礎データを用いた。年次が

古くなると，例えば燃料費等の単価が異なりコスト

比較が困難なためである。その他国場作業時間等に

ついては， 1996年以降筆者らが実施した作業時間調

査データで補足した。なお， s組合における出役時

間は格納庫に集合した時点から解散までの待問を記

較しており，作業手)11貫等の打ち合わせや機械の準鵠，

終了前の片付け，国場へおよび関場開の移動時間等

産播導入後

99年 00年 01年 02年 03年 平均

16 12 10 12 8 11. 7 

1 1 O 1 O O. 7 

も含まれる。画場作業の時閣のみを用いる研究事例

が見受けられるが，それでは現実より過小に算出さ

れることになる O その意味で本稿の分析結果は，よ

り現実の組織活動に即したものといえる。

作業料金，出役労賃，リース料等を第3表に示し

た。作業料金は夜須町の標準作業料金よりもかなり

低い。一方，出役労賃，特にオベレータ賃金はかな

り高い設定となっている。オベレータ賃金について

は夜須町が福両市への通勤地域であることから，中

核的な働き手に対しては農外就業に見合う賃金が必

要との認識で設定したというが，これで組合の財政

が健全で、あるということは，槌めて効率的な作業遂

行が実現していることに他ならない。

ところで，これまでの筆者らの作業時間調査や S

組合の作業日誌等の分析結果からは，水稲直播栽培

導入の作業遂行への影響は春作業にのみ現れ，秋作

業においては移植との違いが認められない。そこで，

ここでの分析対象時期は春作業のみに限定する。た

だし，自脱コンパイン等による収穫作業のコスト算

出に当たっては，年間の稼働時間，稼働面積が必要

である O そこで，収穫作業に係る費用算出について

は稲刈りも含めて分析を行うこととした。

さて，水稲藍播栽堵技術導入による出役構造やコ

スト構造の変化を，導入前後の比較により明らかに

すると述べたが，具体的な分析手順について述べよ

つ。

目的の一つが春季農繁期，麦類から水稲への作付

切り替え期における作業競合回避の効果如何である

から，まず，各作業の作業時期や作業遂行状況を導

入前後で比較する。すなわち，麦類の収穫から代か

き，田構へとつながる組織活動が，代かき 直播が

加わることで，作業時期や l日の作業面積，出役時

間，使用機械台数等にどのような影響を与えるかを

分析する O 次に，多人数の出役者の確保が困難と

なっている状況に対して，直播導入はその解決策た

り得るか否かの解明が目的であるから，総出役時間

やそのグループ別割合等の変化を比較分析する O す
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第3表 S組合における作業料金・労賃・リース料と夜須町標準料金等

S組合 夜須町

作業料金

代かき

田植え

直播

水稲収穫

麦収穫

労賃

リース

トラタク

運搬車

3，000円/lOa

5，000円/lOa

5，000河/lOa

11，000円/lOa

7，000円/lOa

2，500円/時(収穫オベレータ)

2，200円/時(その他オベレータ)

1，500円/時(収穫補助)

1，300円/時(その他補助、水廻り)

1，700円/時

700円/時

軽トラック 300円/時

4，800円/lOa

6，800円/10a (手伝い人・蕗作り

16，300円/lOa (運搬・カッター付き)

13，200円/10a (運搬・カッター付き)

5， 500~6 ， 000円/8時

(一般農作業まかないなし)

注)1)夜須町の襟準料金等は「平成14年農作業労務基本賃金表(農業委員会)Jより O

2) S組合の問機えには補助(手伝い人)を含む。また，収穫作業は補助，運搬・カッタ-1すきの料金。

なわち，オペレータ群の出役や補助出役者，特に高

齢補助者の出役が移植のみの段階と直播導入後では

どのように変化したかを分析する O

以上の分析によって誼播導入による出役構造の変

化を明らかにし，その分析結果，出役時間の変化や

使用機械台数の変化を踏まえて，それらが組織とし

てのコストにどのように反嘆されるか，人件費や機

械償却費等のコスト構成や水準がとeのように変化す

るかを明らかにする。ここで留意すべきことは，あ

くまで組織としてのコストが対象であり，底接的な

直播と移植との比較ではない，ということである。

従って，前に述べたような組織として実施する作業，

麦類の収穫と，移植では水廻り，代かき，田植，直

播で、は塩水選・種子粉衣と水廼り，代かき，播種と

いう異なった作業の比較を行う O

ここで，なぜ、異なる作業を対象に， しかも「組織

コストJを用いるのか，ついて述べておきたい。研

究自的でも触れたように，大規模経営が広範に展開

していない北部九州においては，営農組織が水稲宜

播の導入対象となろう。組織の構成員やリーダーに

とっては，移植と直播という様式別のよじ較分析情報

も必要で、はあるが，実捺に組織が実施する作業を対

象にして，直播導入に伴い組織としての働き方がど

う変化しコストはどうなるのか，という情報のほう

がより現実的であり，直播導入の意思決定において

重要である。一方，新たな米政策改革においては，

集落営農の経営体への移行が強く求められている O

「経理の一元化jに向けて，組織における会計の健

全性如何を明確にする上でも経織コストの把握が必

要といえる。

3.結果

1)作業時期および呂作業面積の変化

作業種類別の作業日と 1日の作業面積を第 l閣に

示した。麦類の収穫時期はかなり大きな年次変動が

あるが， 1997年および2002年はほぼ平年の作業時期

を， 1996年および2000年は収護が遅い年の作業時期

を，水稲直播導入前後についてそれぞれ代表させて

いる。

ここから指摘できる第一の点は，代かきおよび移

植作業における 1日の作業面積が小さくなり，作業

ピークが緩和されたことである。その理由はもちろ

ん直播が導入されることで移植作業(必要)菌積が

減少し，かつ直播の作業時期が6月上旬に移動した

ため 6月中下旬の移植面積が減少したことにある。

1日当たりの移植面積の縮小は機械装備台数の削減

につながる。トラクタおよび田植機の台数，特に 1
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第l図 藍播導入前後における B作業面積の変化

日の最大投入台数の変化を第4表に示したが，直播

導入前においては 5 台のトラクタおよび3~4 台の

田植機を必要としていたものが，導入後は 3台のト

ラクタと 2台の呂植機での作業遂行が可能となって

いるのである O こうした必要機械台数の削減は組合

としての機械装備台数の削減による機械償却費の低

減，あるいは前述のような借り上げ方式においては

リース料の低減によって組織コスト低減に寄与する

ことになる O この点については後述する。

指摘すべき第二の点は，移稿作業終了日が早まり，

6月25日の適期内遂行が可能となった点である。対

象地区は複数の異なる水源から用水を確保している O

地区内を流下する小河川からの直接堰上げ，小河川

から叡水し一旦ため池に貯留した用水の利用，そし

て再筑用水(江川ダム)からの取水であるが，最大

かつ安定した水源である問筑用水の取水開始日が6

月18日であり，移植(およびそのための代かき)作

業はそれに規定される。しかし 6月25日を過ぎる

と収量への影響が現れてくることから，それ以前に

終了したいのである。第 1闘の終了時期の早まりは，

移植の必要面積が減少したことに伴い，この適期内

作業が可能になったことを示している O

指摘される第三の点は，直播作業が6月上旬に移

動したことに伴い，今度はこの時期に新たなピーク

が発生するとともに，麦類，特に小麦の収穫作業と

誼播およびそのための代かき作業とが同時期化した

点である。現在の水稲の主力品種であるとノヒカリ

の場合 6月中旬以降の播種は若干の不安定性を有

しており適期は 6月上旬である O すると，第 1国に

示されるように麦類の収穫がほぼ平年並みの年にそ

うした同時期化が発生することになる O このことは

同時に異種の機械作業が平行して実施されること，

つまり，それに応じたオベレータの確保が必要なこ

とを意味している O
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第4表 機械機種別にみた l日の最多投入台数

全移植体系 直播・移槌組み合わせ体系

96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年

トラクタ，1 5台 4台 3台 3台 3台 3台 3台 3台

田植機 4台 3台 3台 3台 3台 2台 2台 2台

自脱コンパイン 3台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台

注)a)会移植体系では全て移横対応、代かき用，直播・移槌組み合わせ体系では代かき+直播用
の台数を示す。

2 )作業種類別およびグループ別出役時間の変化

作業種類別の出役時間の推移を第2図に示した。

若干の年次変動はあるものの，直播導入前に比べ導

入後はやや増加しているようにも見える O しかし，

各作業の面積そのものにも若干の変動があることか

ら，平均的な同一面積で示したのが第 3図である O

ここでは S組合の平均値から，麦類の収穫面積を

51ha，水稲については33haとし，車播導入前はこ

れが全て移植，導入後は直播12haと移植21haとし

ている O また，前述の移植作業における労働過重な

組作業編成の実態を考慮し，ここでは必ず3人の組

出

1800 
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1400 

1200 

役 1000 い

支その他

;ロ水E室哲

!鼠盗綴

待 800
間

1- 口移長室
}悶代かきi

600 I 
曳丞盟J

400 

200 I… 

何年 97年 98年 約年 00年 01年 02年 03年

年次

第2罰総出役時間の推移(春作業、作業種類別)

注)96年， 97年が全移植， 98:fJ三以降が直播・移植組み
合わせの値。
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210∞ 
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800 I一
間

600 

400 

200 

96年 97年 98年 99年 00年例年 02年 03年
年次

第3図 面積同一化後の総出役時間推移(春作業，

作業種類加)

注)麦刈51ha，水稲33ha(会移植は全て移植，級み合
わせは直播12ha十移植21ha)に悶-1として補正。
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作業とすることを想定した補正を加えている O

これを見ると，麦類の著しい不作年であった1998

年の麦類収穫時間が短くなっているが，その点を除

くと，導入前後における総出役時間にはほとんど差

がないといえる。しかし，作業種類別にみると構成

はやや変化しており，移植時間は減少し，同一面積

である移植対直播+移植でみても減少額向が指摘で

きょう O それに対して 水廻り時間は明らかに増加

し，また代かき時間もやや増加傾向が認められる O

さらに，度播導入に伴って塩水選・種子粉衣時間が

付け加わっているのである O なぜ，水廻り時間や代

かき時間が増加するのか。この点についてはグルー

プ別出役時間の変化をみた後に再度その要因につい

て検言すすることにしよう O

そのグループ別出役時間の推移を構成比として示

したのが第4図である。ここでは補助出役者群をさ

らに，概ね70才代以上の高齢補助出役者群と，兼業

従事者や経営主の妻等の兼業等補助出役者群に分け

て示している。明らかに高齢補助出役者群の出役時

聞が減少し，これに対して兼業オベレータ群や兼業

等補助出役者群の出役時間が増加している O また，

補助出役時間全体としても減少額向が認められる。

そこで，各群別に作業種類別出役時間の変化をみ

たのが第 5閣から第 8図である。まず¥中核オベ
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80 

構
60

成

比
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~ 
20 

96年 97年 98年 99年∞年 01年 02年 03年

年次

第4図 グループ別出役時間構成割合の推移
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レータ群については構成比で示しているが，麦収穫

作業，代かき作業が4割，移植が2割程度の構成比

であったものが，麦収穫は 2割程度まで，移植作業

は l割強まで減少し，一方で，代かきは 5割まで増

加，その他も増加し，新たに車播が追加されて l割

弱を占めるようになっている。直播導入前は麦の収

穫と代かき・移植の時期が分離されていたため，中

核オベレータは麦の収穫と代かきに中心的に従事し，

さらに移植は代かき後 1~2B後に行うため，作業

期間後半では移植作業にまで従事していたのである

が，導入後は代かきと直播に特化する傾向となって

いる O 前述の麦収穫と代かき+直播作業の同時期化

の影響がここに現れており，同時期化した場合は，

最も熟練を要しその後の栽培管理にまで影響を与え

る，いわばキ一作業である代かきに集中し，麦収穫

は兼業オベレータに主として依存する構造に変化し

たことを意味している O

このことは第 6図の兼業オベレータの出役時間推

移をみれば明らかであり，麦収穫作業への出役時間

が大きく増加している O また，移植作業への出役時

間の増加も認められるが，それは次の役員層の出役

時間構成とも関連する O 第 7図にみるように，役員

層の出役時間構成は導入前後で大きく変化し，導入

前は移横作業や代かき作業にまで従事し，ある意味

でオベレータ的な役割も果たしていたのであるが，

導入後はほぼ水廼り作業にのみ従事することで，組

織全体の監督・調整役としての役割に特化してきた

のである O

このことは藍播導入の影響とともに組織の進化と

しての意味も有する O 単なる寄り集まり的な集団活

動，協業編成から，分業に基づく協業編成への進化

である。その産義的な契機となったのが直播導入で

ある。移植作業は代かき後 1~ 2日して同一掴場の

作業を行うのに対して，直播は代かきと向日作業で

あるため作業の進行管理がより重要になる O また，

作業期間が長期化したため，水源の状況，取水能力

を勘案した作業進行が求められることになる O その

ことが水廼り作業を，単なる水利施設の間関という

機能から諾作業全体の調整機能を持つ作業へと変化

させ，役員層が主に担う作業になったのである O

高齢補助者群の出役時間の推移からもそうした変

化は読み取れ，水廼り作業には役員層が主に従事す

るようになったことで高齢者の当該作業への出役時

間が減少している。また，移植補助の減少も著しい

が，これはもちろん直播導入による補助作業労働の

削減という直接的効果によるものといえよう O

水廻り作業が他の作業の付随的な位置から重要な

機能を有するものへと変化したことは，作業日誌の

。
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第8図 高齢補助者の作業種類別出役時間の推移

記帳状況にも現れている。当初は，他の作業の作業

日誌に追加的に記帳され，一部には記載j騎れもあっ

たというが，その後独立した冊子に記帳されるよう

になった。 1996年， 97年の水廻り時間が少ない要盟

の一つは，こうした記載漏れにある O

3 )単位面積当たり労働時間

前項では面積を同一にして比較しているから，当

該面積で除せば単位面讃当たりの出役時間となる。

しかし，水廻り作業の性格変化等があることから，

ここでは近年， 2001 ~2003年における移績と直播に

係る作業についてlOa当たりの出役時間を算出し，

これを労働時間とみなして両者を比較する O

それを示したのが第 9函である。前述のように対

象とする作業種類は異なっているが，合計値でみる

と，直播は移植に比べて約0.8時間， 23%の労働時

間削減を実現しており，確かに省力技術であるとい

える。構成をみると，移植作業の補助時間は大きく

減少しているが，水廼りは甚播がやや増加し，一方

で代かきはやや減少している O 水廼りの増加は前述

の水源の多様性に関係している。産播は 6月上旬に

実施されるが，その時期に水利用が可能な関場は眼

定される。生産調整のブロックローテーションの動

きによっては護数の水系で直播栽培を行わざるを得

ず，このことが安定した通水の下で、比較的まとまっ

た作業進行が可能な移植に比べてやや増加する要因

となっている O また代かきの減少についてであるが，

筆者らの作業時間調査では度播と移植ではほとんど

違いがない。にも関わらずこうした差が生じるのは

なぜか。実は，藍播機には水田ハローが装着され代

かき作業も可能であるため，直播機のオベレータは

他の園場における代かきの進捗状況を見つつ，自ら

も代かき作業を行っているものの，その時間と夜播

作業とを区別せずに直播作業への出役として記帳し

ているのである。つまり，代かき時間は現実よりや

や短くカウントされ，産播持間はやや長くカウント

されているのである O

以上のように，産播の代かき時間は，見かけ上

(組合の作業日誌データでは)移植よりも減少する。

ヰ E霊境71<選:fii
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。
藍播 移綴

第9国 直播と移植の10a当たり労働時間の比較

であれば，度播導入後の代かき時間全体も減少する

はずで、ある O にもかかわらず第 3図にみるように，

代かき時間はむしろ増加の額向を示している。直播

導入後，移植における代かき時間が増加したという

ことになる。なぜか。藍播栽培園場は比較的まと

まっているが，水系(水源)別に完全な団地には

なっておらず移植闘場が点在する。このことは，一

つには移動時間の増加をもたらして代かき時間の増

加を引き起こす。また，他の区域でも移植のための

代かき作業を行っており，零細な水源に頼る区域で

は，仕付け水確保に要する時間が増加し，水足を伸

ばしつつの代かき作業を余儀なくさせ，これも代か

き時間の増加につながる O 以上の結果が，直播導入

後の移植における代かき時間の増加となって現れて

いるのである O

4 )想定面積下における作業遂行モデル

以上， s組合の現実に即して分析を進めてきたが，

ここまでの結果をまとめつつやや一般化して把接す

るため，以下のような想定の下で作業進行をモデル

的に提示してみる。

ここに水田面積50haの集落があり，生産調整率

40%の下，全て大豆で転作している (20ha)0 大豆

後作は大麦とし，水稲 (30ha)後作は小麦とする O
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日ーテーション年次 1年目 2年目 3年目 4年自 5年自
夏 忽 夏 忽 夏 冬 夏 忽 夏 炎ζ

護矯 小麦 移撞 小麦 (大豆) 大麦 移植 Jj、麦 (大豆) 大麦
10ha (大東) 大麦 藍播 小麦 移植 小麦 (大豆) 大麦 移植 小麦

50ha I 10ha 移植 小麦 (大豆) 大麦 直播 小麦 移植 小麦 (大豆) 大麦
10ha (大豆) 大愛 移植 小麦 (大豆) 大麦 在主矯 小麦 移植 小麦
10ha 移横 小麦 (大豆) 大麦 移植 小麦 (大豆)之主直登 小麦

第10図 集落営農組織の作付構成と規模(5年 l巡ローテーション前提)

注) 1)組織的にショットガン直播を導入した福岡県S機械利用組合のデータを基に作成。

作業時期

作業種類と
面穣・臼数

2 )夜播・移槌組み合わせ体系の図，全移植体系では直播部分が移植になる O

3 )熟期の関係から水稲後は小麦，大豆後は大変。また，直播はスクミリンゴガイ回

避も想定して大豆一大麦後とした。

4 )水稲はヒノヒカリを想定。

5月下旬 6月上旬 6月中下旬 全期間

大変収穫20ha、58 小麦収穫30ha、7日 代かき30ha、7日
移植 30ha、7日

移使用機械 自脱出1¥'1/ 2合 自脱コン1¥'イン 2台 トう付+1¥白山 4台

i抽
田植機 3台

-ー
日出役者数と期間中出役時間 人目計待問計構成比覧

{ヰ ー・・ーーーーーー..司，司『匹骨骨停制軸幽値・b曲曲値ーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーー ー白血ー自由白..ーーーー....・・値帽輸.骨骨白骨駒場抽 白骨骨肉M 岨峰崎酔 4胸骨炉骨骨骨骨炉停骨回骨骨骨肉_..骨・押咽

中核オベ 2入、 75時間 2人、 112時間 3人、 239時間 44人白 426待問 28.6 
|系 兼業オベ 4人、 246時間 24人目 246詩隣 16.5 

指揮・調整 3人、 264時間 22人目 264詩酪 17.7 
収穫補助 2入、 75時間 2入、 112時潤 22人隠 187時間 12.5 
移植補助 6入、 368時間 38人8368待問 24. 7 
計 4人、 150時間 4人、 224時間 16入、 1117時間 150人隠1491時間

作業種類と 大麦収穫20ha、58 小麦収穫30ha、7臼 代かき20ha、7臼
|綻 面積・日数 塩水選 10ha、1臼 代かき 10ha、6日 移績 20ha、7臼

種子粉衣10ha、1日 寵播 10ha、68
|み

使用機械 Eき脱コンハ.イン 2台 自脱コンハ.イン 2会 卜う仲+1¥0- 3台
コーティング機 1台 トう仲+1¥日ー 2会 出槌機 2台

トう付+直播機 1台

11 

日出役者数と期間中出役時期 人目言十時間計構成比百

[せ白世田ーーーーーーーーーー・・ーー押岬柄・ー・b唾持動幽・_.働値値喧白白ーーーーーーーーーー白血ーー----自由自由出島曲値幽・_.・b也曲唾合唱胸骨骨働..ー骨伺_.骨骨骨 .骨桐骨----・_..司・-------司ー骨.-号車
中核オペ 3人、 84特需 3人、 137時間 3人、 201時間 49人民 421待隈 30.0 

体 兼業オペ ヰ人、 33待酪 2人、 112時間 2人、 123時間 32人8268詩簡 19. 1 
指揮・調整 2人、 106時間 2人、 176時間 25人8282時間 20. 1 

|系 収穫補助 2人、 75時間 2入、 112時間 22人民 187時間 13.3 
移植檎助 4人、 246時間 26人民 246時陪 17.5 
き十 9人、 192持鴎 9人、 467時凋 11人、 745時間 154人呂1404時間

第11図 想定規模下によおける全移植体系と直播・移植組み合わせ体系の組織作業内容等(春作業)

j主)1)水田規模50ha，生産調毅率40%，転作は大立を想定し大立路大麦 (20ha)，水稲跡、小麦 (30ha)。直播は 6月上旬

のみの制約下で l台導入の場合。降雨や麦収穫遅れリスクを考慮してlOha規模。lOha単位 5年一巡ローテー

ション(大立一大変一直播一小麦一移植一小麦一大豆一大麦一移栂一小麦)を前提。第10図参照。

2 )試算の前提条件は以下の通り。

①各作業の時間数はよ記想定作付面積を S総合の時間当たり作業面積の平均僚で徐した(小数点以下四捨五入)。

②日数は 1日の作業可能時間を10待問(麦刈は 9時間)とし，各作業の時間数をこれで除した(端数切り上げ)。

ただし，夜播代かきは~播と同日に実施のため l 日の可能時間を 8 待問として進度を合わせた。

③ただし，移植はS組合作業国場への間筑用水からの本格的な通水開始6月18臼から収量低下をもたらさないと

される258までの 8日間に作業を終了させることとし，代かき翌日から移植作業開始として設定。

③中核オペ3人がに優先して出役することにし，他作業と競合し中核オペのみでは対応不可能な場合に兼業オペ

が出役することとした。競合の場合，中核オペは代かきゃ直播を，兼業オペは麦収穫・移植を主に担当。

1]:補助は麦刈は 1人，移様は 2人とし，オペと何一時間の出役とした。また，指揮・監督は全体を指揮し水利施

設の調整を行うが， 1-也作業より早めの出役が必要なため l日の可能時聞を11時間として設定。
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ここに直播機 l台を導入すると考えるが，麦類の収

穫遅れや降雨による作業可能日数の制約を考患して

lOhaを藍播とし，残り 20haを移植とする。なお，

直播は 6月上旬のみ，移植は 6月中旬の後半から下

旬前半(第 4，5半句)とし，田植機は 2台を装備

する。これにより第10図のようなlOhaを単位とす

る5年l巡のローテーションが組まれているとする。

この体系を直播・移植組み合わせ体系と呼ぴ，産播

を導入しない体系を全移植体系と呼んで，その作業

進行の違いを示したのが第11図である。なお，全移

植体系では面積と期間との関係から田植機は 3台の

装備水準としている。全移植体系では 6月中下旬に

出役時間の約75%が投入され， 1日の最多出役者数

も16人と多人数を要する。しかし 5月下旬および

6月上旬は麦収穫作業しかなく，中核オベレータと

補助のみでの遂行が可能で、ある O これが組み合わせ

体系になると 6丹中下旬の投入時間が占める割合

は5割強と小さくなり 1日の最多出役者数も 11人

に削減される O しかし， 5月下旬は塩水選や種子粉

衣のため 6月上旬は代かきや直播のために出役者

数や出役持聞が増加し，それに伴って兼業オペレー

タが必要とされるようになるのである O とはいえ，

全体としてみれば，直播導入に伴うオベレータ比率

の高まりと総出役時間の減少が指摘できる O

ここから全移植体系は短期・多投入型構造を示し，

藍播・移植組み合わせ体系は長期・重複・少投入型

構造となっているといえよう O

5) 1"組織コストJに及ぼす影響

直播導入によるコスト変化は，春作業における直

播に関係する組織的活動と移植に関係する活動のコ

ストを比較することで明らかになるが，その前に，

麦類や水稲の収穫作業，すなわち自脱コンパイン関

連コストのS組合の実績について若干触れておく O

第5表に麦刈および稲刈の出役時間を示した。麦

刈は稲刈に比べて作業速度が早く商積が多い上に，

短期間に集中して作業を行うため移動時間も短い等

の要西から対稲刈比約1.61音の能率が得られている O

そこで，単位商績当たり出役時間でウエイト付けし，

第5表稲刈・麦刈作業における能率比較

収穫面積/時間稼働時間/lOa 労働時間/lOa

稲刈 16.8a 0.59時間 1. 19時間

麦刈 26.8 a 0.37持関 O. 75時間
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第13鴎直播と移植の10a当たり組織コスト

麦メU51ha，稲刈33haの面積で按分してlOa当たり

費用を算出した(第12図)0町の標準料金どころか

S組合の作業料金よりもさらに低くなっていて，い

かに効率的な作業が行われているかを示している O

それで、は水稲における移植と直播のコストはどう

か。それを示したのが第13閣である。 2者の明らか

な違いは労賃および機械償却費であり，労賃は移植

の6，230円が16%減の5，240円に，機械償却費のうち

田植機償却費の3，600円が甚播機十コーテイング機

償却費の1，390円へと61%もの削減につながってい

るのである。

ここでの比較は全移植体系における移植と直播・

移植組み合わせ体系における直播のコスト比較であ

るが，全移植体系と藍播・移植組み合わせ体系全体，

つまり車播と移植を含めた水稲全体のコストにおい

ても， 10 a当たり費用は1，000円強の削減となって

おり，組織としての費用節減効果が認められるので
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ある O

なお，ここで算出されたlOa当たり費用は，移植

については第3表でみた町の代かき÷田植の標準料

金並でしかない。しかし， IIIJの標準料金には田植え

の手伝入費用は含まれず，また，水管理労賃，つま

り水廼り労賃も含まれていない。さらに労賃評価が

大きく異なる。そこで，ここでの費用のうち労賃水

準を町の一般農作業労賃から750円/時間とし， 7J( 

廻り労賃や移植補助労賃を差し51いて求めると移植

の費用は8，840円/lOa，藍播では6，730円/lOaと

なり，町標準料金よりはかなり低い費用に抑え得て

いるといえる O

このように，対象や労賃水準をそろえれば町標準

料金より低い水準に押さえ得ているが， s組合の作

業料金と比較すると費用のほうが高い。つまり，春

季の水稲作業部門を独立させれば赤字状態にあると

いえ，料金設定の適正化が必要であろう O しかし，

収穫作業とほぼ同水準の労賃設定下での結果である

ことを考えると，春季の水稲作業が基本的に高コス

ト構造にあり，解決のための抜本的対策としては，

後述するように，より組織コストの小さい直播面積

の拡大が必要といえる。

4.考察

分析結果においても若干，考察にまで及んだとこ

ろもあるが，ここではそれらも合めて考察する O

水稲夜播栽培は省力性に特徴を有し分析結果から

もその点は明らかであるが，むしろ移植のみの体系

において生じる作業集中の解消，作業時期の分散の

効果が大きく現れるといえる。こうした作業集中の

解消は，機械装髄台数の削減による機械償却費の低

減効果として働くし，また 1日の必要出役者数の削

減は高齢化する農業労働力構成の中で，より少数の

出役者によって地域農業を維持することを可能にす

る。もちろん，直播導入の直接的な省力効果である

移植補助労働の削減が，組織コストにおける人件費

削減をもたらすことは，分析結果が示している O

しかし，麦類とのこ毛作体系下においては別の影

響を生じさせる。麦類の収穫作業との同時期化に伴

う兼業オベレータの必要性の高まりである。新たな

米政策改革では特定農業団体からさらに集落型経営

体への展開が展望されているが，この分析結果から

すれば，少数の中核的オベレータのみで集落の水田

農業を維持・発展させることは間難であり，兼業農

家もまた担い手として位置づけることの重要性が指

摘できょう。面として水を利用し，繁閑の差が必然

的に生じる水田農業においては，必要な時にのみ機

械作業を担う，こうした担い手の確保が不可欠なの

である。

いずれにしても，直播導入は組織の出役構造ある

いは機械装備も含めれば資源投入構造と言い換えて

もよいが，それを短期・多投入型から長期・重複・

少投入型へと変化させた。そのことがまた，単なる

協業編成から分業に基づく協業へと，組織における

労働編成にまで影響を与える契機となったのである。

資源投入構造の変化は，しかし，全ての集落営農

組織に適合するわけではない。当然，構成員の存在

状況によって異なり，特に，前述の兼業ベレータの

確保の可能性に左右されるといえる O 例えば，少数

の中核的なオベレータと多数の補助労働力の確保が

容易な組織においては組織コストは高くなるとはい

え，むしろ全移植体系のほうが適合的であろう O

なお，ここまで、の分析は水稲直播の播種適期を 6

月上旬に限定している。移植に比べて痘播の組織コ

ストが低いことを考えれば，直播面積の拡大(移植

面積の縮小)がより根本的なコスト低減に寄与する

ことになる O 他章で示されているように，スクミリ

ンゴガイの被害回避の視点を考慮しでも，大豆後は

全て直播とするところ(水稲面積の 3分の 2)まで

藍播を拡大できれば，補助出役時間の削減やさらな

る機械{賞却費の削減を通じて，一層のコスト削減が

可能で、あるといえよう。

ただし，その際に留意すべきことは，車播および

移植臨場の田地化と水手IJの改善で、ある O これらが栢

まってこそ，直播導入の効果はより明確に生じるの

である。

5.要約

集落営農組織への水稲直播栽培技術導入の影響と

組織運営改善効果について分析した。産播導入は集

落営農組織の資源投入構造を短期・多投入型から長

期・重複・少投入型に変え これに伴って機械装備

台数の削減や，移植補助出役者の減少による補助労

働時間の削減をもたらした。しかし，麦類の収穫作
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業と直播関連作業の問時期化に伴って新たな作業

ぜークが発生することとなり，そのために兼業オペ

レータの重要性が高まった。

また，直播導入を契機として組織内における協業

編成も変化し，単なる組作業編成から分業に基づく

協業編成へと進化した。

組織として実施する水稲春作業のlOa当たり労働

時間は，移植補助労働の削減により直播は移植より

約23%の減少が見込まれたO また，組織としての費

用も機械償却費の低減や労賃の削減により約 4分の

lの低減が可能となる等，組織運営の改善効果が認

められた。
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