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飼料イネの生産・利用による広域連携型耕畜連携の形成条件

) 11磯雄*

〔キーワード銅料イネ，耕畜連携，コントラク

ター，経済性

:はじめに

(1)水間利用と飼料イネ

飼料生産と結びついた土地利用型斎藤経営の確

立は，我が国農業の長年の課題である.特に，大家

畜部門における粗飼料生農は， {i也の農産物と比較し

て内外価格差が相対的に小さく，また地域の特性に

応じた多様な資源の生産・利用が可能であるため，

種々の取り組みがなされてきた.しかし，近年の純

国内藤紘飼料自給率は 1999年の 86%から 20例年に

は75%まで低下した.農水省では，食料・操業・農

村基本計会幽 (2005年)を受けて飼料土器産の取り組み

を強化し，粗鋼料については田内完全自給をお襟に

掲げるにヨさった(注1).

府県において粗鋼料の伎座拡大に重要な位置を

占めるのが，長期にわたる米の生産調整下にある水

田の活用である.畜産農家が夜接利用するような場

合に熔地化されて自給飼料基盤として定者した例

もあるが，多くの水田では土地条件や経営的理由か

ら館料作物の導入は進まず，土地利用率が低下する

というミスマッチが拡大した.

銅料イネは，水田でそのまま水稲を栽情する点で

安定性と替適性があり，潜在的な生産拡大の可能性

が大きい.その栽培箇積は全国で 2003年には

5，000haを越えるまで短期間で拡大し，その後一時

停滞したが 2006年以降再び増加し， 2009年には

1O， 000haを越えるまでになった.この背景には，

wcs (ホールクロップサイレージ)・ロールラップ

の調製・手Ijffl技術の開発が進んだこと，生産z 耕種

側では転作助成対象に位置づけられ一定の収益性

が確保されたこと，利用 z 畜護側iでは品費とコスト

の両面で適性が篠認されたことがあり，加えて居産

飼料の利用による「安全・安心j の確保，家斎排せ

っ物の李IJ活用や循環型社会の実現へ向けた取り組

みと意識の高まりも見逃せない要素と言えよう.

a司3央l設業総合研究センター(lsooTsunekawa) 

(2)耕畜連携と地域農業の組織化

館料イネには f耕道連携」の語を伴うことが多い.

これは，苦言産経営が多頭化・専門化し，労力と土地

確保の商で自ら飼料生産を行う余地が狭まってい

ることに対し，水田での飼料生産会耕積経営が担い，

その生産物を斎産側が利用するという，従来はな

かった隷造両部内部での取引・連携の関係が作られ

ることを意味している.加えて，堆肥利用をこの中

に組み込むことも大きな課題である.

銅料イネに関する技術的条件が整い，助成事業も

あって当面の経済性が得られたことが 10，000ha趨

とし寸数字に表れているが，家畜の部養頭数と組銅

料需給の実態，水田の有効利用の可能性を考えると，

生産を一層拡大する余地は大きいとみられる.これ

を実現するには各地域で耕寝間の連携をし、かに構

築するか，言い換えれば地域農業組織化のあり方と

その形成条件解暁が大きな課題として浮上する.

既往の耕畜連携の実態は様々であるが， wcs生

産では収穫龍製舟の機械利用体制が鍵となる.41[-に，

専用収穫磯は高額なので，経済，1全を確保できる操業

度，すなわち一定水準の作業面積の確保が重要な課

題となる.単位あたり機械費負担額は作業規模の拡

大で低下する.実際の費用は諸条件によって異なる

が， 混安は掴 lのとおりで， wcsの各地の取引価

格水準(1ローノレ280kgあたり 3，500~5 ， 000 円程度)

を考慮すれば，収穫機十ラップマシン 1セットで

20ha程度，最低でも 10ha以上の確保が望まれる.

この下限規模を確保するため，共同利用組織や集

落営農による取組みも多い.しかし，耕畜連携には

多数の関係者需の調整が必要で，経理・労務など運

営管理上の業務も多い.事業規模の拡大が収益性の

改善，堆肥孝Ijfflの拡大，事業の長期安定性などに及

ぼ、す効果を考慮すると，多くの機械類を一元的に装

備し，大規模で広域的な取組み体制を形成すること

が経済性と組織運営上の援位性を持っと考えられ

る.そのためにも，コーディネータ一機能をもっ推
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費用

(円/1ロール)

10，000 

一一品一一機械受1300万円十物J'a'i1l:→ーその他2万円

--0一一機械費650万円十物財費十その他2万円

一一・一一機械'Ul'l3007J円十物財資

取り組みを開始した.この背

景として，当地域は7l<.mネが

高く飼料基盤拡大には水田利

用が課題であったこと，さら

に当農協のリーダーが自給・

循環・安全・地域農業再建な

どの諸課題に対する問題意識

を強くもっており，館料イネ

による対応がふさわしいと判

i主)rしたことがあった.

9，000 

2，000 

1，000 

5 7.5 

--{:，.---機械受650万円十物対費

10 12.5 15 17.5 20 

機械1セットの作業関税(ha)

|翠 l 飼料イネ wcsの規模別収穫誠製費用(目安)

しかし，この農協は組織の

性格上，耕種部門との接点が

ほとんど、なかった.そのため，

数市町村の範開で水田経営の

中から大規模経営や法人経常

に協力を打診し，また可能なi主主体とコントラクタ一組織の確立が求められる.

以下では，コントラクターを設立し，複数の自治

体にまたがる広域的な耕者連携によって中長期的

な見通しの下で活動を開始した事例について紹介

するとともに，今後の課題についても今察する そ

の際のポイントとして，地域農業組織化の特徴と組

織体制の実態，経営経済的基盤とその根拠について

着目したい.

2. 広域連携型耕音連携による地域農業組織化

(1)山陰地域における取組事例

一専門農協が推進主体に-

1)取り組みの経緯

まず，専門(音産)農協が推進主体となって，短

期間で銅料イネの栽培臨積を拡大し，堆肥を全面的

に利用し，畜産物の生産から流通までを含めた広範

な取り組みに実績を上げている山陰地域の T地区

の事例を紹介したい.

この農協は地域内の酪農家を組合員に，放牧場の

運営や館料の共同購入など組合員の経営を支援す

る組織としてスタートした.その後，組合員の経営

支設として開始した雄子牛肥脊事業が拡大し，以前

から牛乳の産夜取引関係があった関西地区の生協

との照で牛肉の産直も始まった(注 2).この中で，

生協側から関産飼料の手Ijffl拡大が求められたこと，

農協・酪農家の1Jl.1Jで、も家主若排せっ物法による堆肥利

用の適正化を迫られたこと，館料イネの生産・李Ijffl

に対する助成が拡充したことなどから耕畜連携の

ところは地区単位でソト規模農家の協力者も募った.

そして，農協として専用機を導入し，コントラク

ター(任意組織)を設立して作業員を濯用した.館

料イネの栽培面積は 2001年の 20haから 2004年の

95haまで急上慢し，その後は横ばい~漸増して 2008

年には 118haとなった.収穫機も順次増備し，コン

トラクターは 2006年に法人化され農協の子会社と

なっている.この経過で特筆すべきは，当初から飼

料イネ栽培に関してよ栓肥の全面手IJ用をセットで、前

提とし，生産者を募った点である.堆肥はコントラ

クターが 3~4t/10a を全飼料イネ作付額場に散布し

ている.耕種側の収入はift2作助成金(自治体間で差)

と堆肥散布(現物)で，飼料イネを立毛でコントラ

クターに渡し，収穫調製委託料とこれに見合う

wcs販売代金を実費的に相殺している.多収穫の

場合はこれに潟産奨励金を上乗せている.

この取組みは必ずしもすべてが頼関に推移した

わけではなく，特に収穫作業の遅れから wcs品質

の低下問題を引き起こした時期があった.ただし，

品質問題は乳牛への給与で大きな問題になるが， T

地区では多様な利用先が存夜したため，日記育牛や育

成牛への利用， TMRへの混入などで廃楽盆を減ら

し，乗り切った.

2)組織体制と経営条件

この事例の組織体棋は図 2に示すとおりである

耕種農家で栽培された飼料イネはコントラクター

が wcsに調製し，酪農家とともに肥育センターと
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図 2 広域i剖15型緋*1袋携の組織体制 (rJJ陰地域の司王例)

TMRセンターなどでも使われる.コントラクター に比べて低位である.当地域の取り紐みは，上述の

は運営管理面で資産農協の支援を受けている.さら とおり wcs取引に関する道産(コントラクター)

に， wcsを利用して生産された牛乳と牛肉が産夜 側のこれ以外の負担として耕種農家に対する堆把

を通じて消費者に渡り，消費サイドからの食品製

造副産物が TMRセンターで利用されるという循環

を形成し，交流活動も盛んである.

ニの;jijl音連携に対する政策的助成として，斎産経

営(給与実証) ・耕穏経営(産地づくり交付金)

農協(機械導入助成)・コントラクター(資源循環

助成等)などがあり，助成事業をうまく活用してい

る点も注目される.

こうした活動も経済性が確保されねば成立しな

い.特にコントラクターの経営の安定が重姿である.

その際の大きな問題は，作業の季節性による繁閑の

差が大きいことであるが，イネ収穫期以外の作業と

して堆肥散布，数回規模の飼料イネ栽倍，農協業

務への一時的な出向などで対処している.また，法

人イとにより組織の自主性・磯動控を高め，耕畜連携

活動以外の事業を導入することも模索している.

コントラクターの収支概算は表 lのとおりで，約

100haで約 4，000万円の事業規模である.wcsの販

売価格は 3，000円/ロール(送料込み)で，収穫調

製輸送費用の2，980内にほぼ見合う額にとどめてお

り，他地域の一般的な水準 (3，500~5， 000丹稼度)

散布がある.表のとおり堆肥の運搬と数布で総額

し100万円(約1.1万丹/lOa)の経費を要しており，

畜産側が運搬経費の 364万円を直接負担し，残りは

取り組み全体，すなわち wcsの売ヒ収入から賄わ

れる.しかし，実際には「耕道連携・資源、循環助成J

の 910万円の収入があるため，結果的に wcs取引

価格の引き下げが可能となっている

この事例の背景には農協指導者の強いリーダー

シップと長期にわたる産夜運動があり，直ちに他で

真矧できない要素もあるが，方向性としては見なら

うべき点が多い.また，早い段階から積極的に取り

組んだことが諜々の劫成事業の活用にもつながっ

ている.斎産部門と専門農協からスタートしたこの

取り組みは，今後，総合農協も含めて広域的な農地

資源の利活用を通じた地域農業の再編に向けて展

開しようとしている.

(2)北関東地域における取組事例

一耕賓の農家等によるコントラクターの設立-

1)取り級みの経緯

次に，最近になって農業経営者が中心となってコ

ントラクター組織を設立し，彩1:畜連携の取り組みを



NMは，酪農家を中心に耕種部門も含む農業者が

出資の 78%を占める農業者主体の総識で、ある.この

ほか TMRセンターと際連会社が出資し， 日常的な

管理業務は主に TMRセンターの役員が担い，オペ

レークーは専従者 l名+臨時雇用である.また， NM

は当初jから試験機関の現地実証を積樋的に受け入

れ，実地の経験を通じて実用牲を確認し， 08年にコ

ンパイン型車Is断型収穫機を導入した.09年には全信

に先駆けて細断型汎用収穫機を酪農協リースの

属利用で導入し，銅料用コーン・麦の~又穫作業も一

部行っている.なお，輸送と貯j様コストの際題から，

現時点で wcsと TMRは農場段措での併用となっ

ている.

2)組織体制と経営条件

この事例の組織体制は図 3のとおりである.この

連携の中で剣料イネを栽培するのは専業的水田作

経営であり， 3市町の広域に散在している.NMは

飼料イネを買い取り， wcsに調製し酪農家に販売

する.TMR利用者懇談会の会員農家に加えて TMR

利用とは関係しない一般離農家にも販売している.

NMの最大の課題は独立組織としての経常安定で

あり，特に機械導入費の負扱を賄うため事業規模の

確保を最優先の目標とした.これには wcs供給;量

事務・保険・機械回送・増産奨励金等

@3，000fIJ (輸送費込み)8.3倒/10a

1.2万円/人・日

1，000円/tX 3.5t/ 10a X 7ili103ha， 

1.3万円/lOaX

45万円/10aX

2.6万円/lOaX17ha 

2.5万円/人釘 X

T地区のコントラクター組織の経済性(基本収支の概算)

(2010年)

単位あたり収支

円/10a 内/倒

24，900 3，000 

4，500 542 

4，900 590 

5，200 627 

639 

578 

24 
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開始した北関東の N地域の事例を紹介する.この地

域は資産が盛んで銅料作物の作付けも多いが，家音

頭数や堆肥利用とのバランスでみると倒料基盤は

十分とは言えない.当地で組織化の中心となったの

が，既に 1999年から操業を開始していた TMRセン

ターの利用者懇談会(センター設立の中心となった

酪農家集団)である.当センターは食品製造副産物

を主体とする発酵タイプ飼料の製造施設であり，低

コストで合躍的な飼料給与技術を求めていた酪農

家集団の要望を受け，飼料メーカーが主導して設立

された.粗鋼料に関しては各農家の自給館料あるい

は購入銅料を別立てで、併給する形で、あった.その後，

瀦農家サイドでは，飼料費の低減と供給の安定，堆

)JE利用の改善，地域内産飼料の利用拡大などの婆求

が強まり， TMRとの組み合わせがよいとされる館

料イネへの関心が高まった.他方で，当地域の耕穏

部門では主姿転作物の変・大豆生産の不安定性や水

1IIの地力低下が問題視されていた.こうした中で県

の指導部門が仲介役となり，大規模耕種農家にも呼

びかけて 2007年にコントラクター組織(株)NMが

された.当地域の餓料イネ栽培面積は 2007

の 6.5haから 2008年 41ha，2009年 61ha(他作物を

含めた作業笥積合計ーでは 88ha) に拡大した.

88.4ha全収支

万円

2，200 

398 

433 

460 

469 

424 

17 

765 

434 

412 

846 

4色81

364 

910 

農業および鴎芸

A
一
B

C

D

E

一F
一
G
一日一

I一
T
B
U
K
一
L

一M
一o
p

表 1

wcS販売収入会計

収穫調製芸者労働望号

JJ ラップρフイノレム・トワイン

燃料・その他

機械利用料

JJ 

JJ 

698 
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回

凶 3 広主主連携君主主lt畜連携の組織体ililJrr (北関東地域の事例)

=利用者の確保が前提となるため，地域内で積極的

に注文を取った.事業開始時が輪入餌料価格高騰と

重なったことから多くの注文が入り，結巣的に地域

内産で不足する WCSを地域外(他県)からの購入

奴売で対応しているすでにこうした広域流通が可

能となっている点にも注目しておきたい.

また，中長期にわたる安定的な事業展開の観点か

ら，耕種農家に対しでも一定の所得保証を行うこと

とし，銅料イネを従量制 (2009年単価 :9円/現物

1kg) で貿い取っている.これにより耕:穏側は 3~5

万円110a程度の所得が確保されている.この収益性

については，経営問での収量・コスト差の他に地

域・年次によって転作助成金と借地料の扱し、が異

なっていることから，実態は複雑である.

NMの経営収支の2008年の概要は表2の通りで，

事業費は約 4，100万丹である.NMは短期間

規模を拡大したが，銅料イネの資取り，補助対象以

外を含む機械投資，通年作業の未確立，悶場の分散

などがコストアップ要剖となっている.このため，

斎産側への叛売価格は収支均衡の観点から約 6，800

丹11 ロール(給与実証助成後約 5，700 円 48~

表 2 NMの収支概算 (2008年，単位万円)

売上(A) 4，120 

WCS販売(地域内藤 2，650

I! 仕入分 1，200

作業純受託 280 

製造原価(B)

WCS外部仕入れ 670 

労務費 440 

WCS運送費 500 

消耗品・資材費 410 

減価償却費 570 

その他 310 

一般管理費(C) 120 

純利益(A-B-C) 諸税負担 20 

通過金となる助成金収支を除く.

作業純受託は収穫調製作業のみの受託分
NM資料から作成.

58円/原物 1kg)としているが，これは wcs価格と

しては他より高い水準である.給与実証助成を前提

に，さらに組み合わせる濃厚餌料次第で初めてコス

ト的メリットが生じる状況であるが，それでも購入

希望は多い.その理由として，①輪入館料の価格と
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供給状況が不安定であること，②イネ wcsの品質

が良好で餓料価値が認められていること，③今後の

事業規模の拡大により wcs価格低減の可能性が見

込まれること，窃堆肥利用の拡大に結びつく可能性

が見込まれること，⑤今後の経営展開として地域内

産銅料利用への志向があること，などを指摘できる.

特に， NMが品質面も含めて f値ごろ感のある飼料J

の生産・供給を目標として事業を行い，また畜産側

もこれに応じて短期的なコスト語でのメリット追

求だけでなく，中長期的・総合的観点から wcsを

利用している点は注目される.

NMは農業者中心の自主的な組織で，特に早い段

階から経営基盤を確保することを優先したことも

あって現時点では畜窓側の負担がやや大きい.しか

し，今後は取引価格の見直しも含めて誠整の余地を

残している.また，酪農協をはじめとする関係機関

の支援，堆肥手Ijfflの拡大とこれに伴う助成事業の有

効活用も検討課題となっている.

3.考察と今後の課題

以上に，広域連携型耕斎連携の 2事例を取り上げ

た.双方とも専門のコントラクターを組織化し，短

期間で 100ha近くまで、作業規模を拡大した.この時

点での事業規模は 4，OOO~5 ， 000万円で， wcsの供

給先を積極的に確保している点も共通する.また，

具体的な関わり方は異なるが，ともに TMRセン

ターが存在し，その利用者との結びつきも耕畜連携

が成立する要因のひとつとなっている.

これに対し，組織の設立経緯とコントラクターの

成立基盤は状況が異なる.T地域の事例が，地域限

定の等門農協という比較的小田りのきく農協の組

織活動に全面的に組み込まれて展開し，当初から堆

肥利用も含めたシステムを形成したのに対し， N地

域の事例は農業者主導で自主性は強いが経営基盤

が弱く，耕種経営の所得確保も含めて早期の事業基

盤確保を優先するところから取組む必要があった.

この中で，地域的な条件の差が大きいのが水田作

の状況である.T地域ではイ也の転作物の生産条件が

悪く，小規模農家の割合が高く，地代水準が低いと

いう状況の中で，飼料イネ生産は農地保全を優先し

た転作対応と位置づけられ，耕種1Jl1Jの収益性へのイ

ンセンティブは地代要求も含めて高くはなく，その

分だけ畜産側の負担も軽い.

これに対して専業的な水田作経営が飼料イネ生

産の主体である N 地域は一定の収益性と地代水準

が求められる状況にあり，耕蜜連携の取り組みの中

でこれに対処せねばならない.借地依存の専業的耕

種経営における水田転作の地代負担問題という位

置づけである.今後は耕作者の地代負担を軽減する

ための実効ある方策が求められる また， N地域で

は耕蜜双方がコントラクター運営に関与しており，

このなかで生産費用や収益性に関わるデータを調

資・公表・共有し，これに基づいて取引価絡を調整

していくことが求められる.

2010年度からは飼料イネ生産への助成水準が高

まる克込みで，作付けの地加が予想、されるが，耕畜

連携は生産物の供給先の確保および収穫課製に関

わる機械投資と作業の担い手組織の形成が必要で

あるため，取り組みの継続性が求められる この点

で，今まで、の勃成策は短期間での変化・変更が激し

く，これが普及定義に障害となった面もあった.こ

の事情が直ちに解消するかどうか不明であるが，食

料自給率向上と農地の有効手Ij用という政策目標を

考えると，形はどうあれ水田飼料作への政策的助成

は継続しよう.したがって，地域の側で耕畜連携に

関わる耕穏・畜産・コントラクター・堆肥利用など

の関係者が全体として各種助成を受け止め，年時

間・部門間のアンバランスを相互に調整・矯正し，

将来の機械更新なども含めて積立・再配分していく

仕組みを形成することが求められる.この面からも，

推進主体を明篠にして耕膏連携を広域化をしてい

くことが重要である.

(注1)その後，臨産粗鋼料自給率は 2008年には

79%まで向上している.

(注 2)生乳の加工・販売は)3IJの専門農協(県単位)

が担っている.
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