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北陸地域における大規模稲作経営の展開

一特別栽培米への取り組みによる経営構造の変化一

納ロるり子
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！．はじめに　一課題と方法一

　今日の稲作を巡る状況は、米価の引下げ基調や市場開放の問題など、大変厳しい

局雨を迎えており、さらに今後、食管輝度の改編など、情勢の大福な変動が予想さ

れている。こうした中で、農業生産から撤退する1断層が増加する反面で、面積規模

の拡大を積極的に行い、小規模経営に対して生産力的優位性を発揮し得るような経

営が、一定の階層として存在し、農業生産の少なからぬ割合を担うようになってき

ている。

　現在の、大規模稲作経営が成立するための技術的基礎を与えられたのは、197Q年

前後の中型機械化体系の成立以降である。この時期には岡蒔に、米の生産調整が行

われ、自主流通米制度が発足して、消費者の要求に合わせた良食味米への生産誘導

が行われた。米価については、70年代は物価急騰などの影響がみられたため急激に

引き上げられたが、80年代に入って停滞傾向を見せ、さらに80年代後半からは引下

げが基調となっていった。このような経済的な与件の中で、稲作経営が積極的な経

営展開を図るためには、単なる規模拡大やコスト低減だけでなく、晶種の選定や販

売方法の変更あるいは経営の複合化など、様々な戦略的対応が必要とされた。すな

わち、こうした状況下における経営展開のためには、薪規圃場獲得・資金調達・販

売戦略・新規作物導入などの多方画にわたる経営者能力の発揮が必須であると思わ

れる。そこでは、与件の変化に対してどのように適切に対応するか、という段階に

留まらず、収益の増大や生産力の発展を阻害する諸条件の打破、すなわち与件その

ものの変革が要請されてきたのである。本稿では、このように経営をめぐる諸条件

が、経営展開よりもむしろ、経営縮小をもたらすような状況のもとで、経営がいか

に与件の変化に適応し、さらには与件自体の変革を企図するのかという点に焦点を

当てて、大規模稲作経営の生産力展開を、具体的な経営事例に即して明らかにする

事を課題とする。

　具体的な事例経営としては、瓢潟県上越市に所在する14ha規模の稲単一経営を取

り上げる。この経営は、74年以降颪積規模の拡大を行ってきたが、それに伴って次

第に圃場の分散状態が著しくなり、作業効率等が低下し、機械・施設装備の急激な

拡大が必要となる。また同時に米価水準の停滞ないし低下局面を迎え、経営の収益

性低’『ドが顕在化してくる。こうした状況に対して、高価格甲種であるコシヒカリの

作付けを拡大していき、さらに89隼以降は、特別栽培米に取組むことによって販売

単価の拡大が可能となり、飛躍的な紋益増大を実現した。：本稿では、近年における
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事例の主体的な経営対応として、この特別栽培米への取り組みと、そのための赫種

の変更に注Elする。そして、特別栽培米への取り組みを要講していった経営内外の

状況と、取り組みを可能にした経営の展開条件を、事例経営の作業日誌や帳簿の分

析及び聞き取り調査に基づいて明らかにする。そして最後に、こうした経営展開を、

経営主体の生産力展開に即して評価し、さらに生産力的な門門点の指摘を行う。

2．：事例経営の展開過程

1）事例の位置づけ

　始めに、事例経営の位置づけを述べる。事例経営は新潟漿上越市に析在するが、

上越市は新潟県の西部にあり、高田単野の西端に位置する。土壌は重粘土質であり、

排水性が悪い。気象条件は、稲作期閥中の春季～夏季はE｛照時間も長く、好天が続

く。しかし秋季から冬季は、口本海性気候で降雨や降雪により農作業や作物生産が

随害される。冬季の積雪量は年次により大きく異なるが、年次によっては3～4m

に達することもある。表1に示すように、水田率が94．O％という高さに加え、こう

した土壌・気象条件のため、農業生産は非常に水稲作に特化している。全農家戸数

の95．5％が稲単一経営であり、農業粗生産額に占める米の丁合は87．3％となってい

る。

　水田の圃場条件は、圃場整備が遅れており、20a未満区画が8割近くを占めてい

る。灘概は関川水系により、用水彙は比較的豊富である。

　農業生産の掲い手に関しては、全農家に占める専業農家率は5．9％（うち男子専

従者あり3．3％）と、北陸平均よりやや高くなっており、第2種兼業農家率は68．6

％と中位であり、上層農家（5ha以上）の割合もL2％で新潟県平均に近い。上越

市の特徴としては、上下農家の伸び率が高いことが挙げられる。経営耕地面積5ha

以上濃家戸数の85年対比90年の増加率は、上越市は2．15倍で、北陸や新潟県に比べ

て高くなっており、5ha以上の農家戸数は90年には58戸となっている。

　このように上越市においては、第2種兼業農家及び日給的農家が8割以上を占め

る中に、ごく一部の大規模経営が点在するという構造になっている。この大規模経

営は、自作地と借入地の鉱大によって規模を拡大してきたが、近年は儂地流動化の

進展とともに、借入によって規模を拡大する：事例が多くなっている。

　また、こうした大規模経営は、複数農家からの圃場の購入や借入によって面積拡
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表！ 新潟県上越市農業の概要

北陸 新潟県 上越市

専 専　　業 15，！58戸 8，703声 279戸
（害旦合） （5。1％） （6．／％） （5．9％）

兼 うち男子生産年齢人口あり 7，871 5，ユ！7 ！58

（三園） （2．6） （3．6） （3．3）

別 第1種兼業 27，053 19，509 490

（割合） （9コ） （！3．7） （10．3）

農 第2種兼業 206，406 92，655 3，260

（割合） （69．5） （65．0） （68．6）

家 自給的農家 48，4Q7 21，745 720

（害出合） （！6．3） （15．2） （15．2）

数

農家戸数合計 297，023 142，612 4，749

経 稲単一 209，652戸 101，897戸 3，778戸

営 （害旺合） （86．5％） （86．7％） （95．5％

組 酪農・養豚等畜産単一 1，608 875 17

識 その他単一 6，8茎0 2，635 27

別 複合経営 24，422 12，087 131

＿」ヂニ‡

数 農産物販売農家合計 242，492 117，494 3，953

1戸当り平均耕地面積 1。！ha 1．2ha 1．2ha

経営耕地面積3ha以上農家割合 ％ 7．2％ 4．8％

〃　　5ha以上農家割合 o．9％ L2％ L2％
5ha以上農家数の伸び L52 1．57 2．15

（90年／85年）

水 田　　　　率 89．／％ 88．0％ 94．0％

綴 米 66．5　％ 67．8％ 87．3％
収 麦　　類 0．8 0．3 0．0

益 雑穀・豆類 1．3 0．7 0．1

割 野　　菜 10．0 9．8 6．！

合 畜　　塵 14．4 14．2 4．0

その他 7．o 7．2 2．5

資料：1990年農林業センサス、1989年生産農業所得統計
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大を図ってきたため、圃場の零細分散三三制Pが大きな経営問題となっている。そ

のため、その経営展開に当たっては、零細で分散的な圃場をどのように効率的に利

用し、また、圃場の集団化をどのように図っていくか、という点が重要となる。

　事例経営は、上越市において先進的に規模拡大を開始した経営であり、そのため

もあって購入による拡大面積の劉合が高くなっている。次にこの経営の展開の特徴

を簡単に述べる。

　2）経営展開の特徴21

　　事例経営の展開を図1に示したが、戦後約2haの自作地を家族労働力で耕作して

　きた経営で、馬耕・耕うん機耕の時代から作業受託を行っていたことが特徴である。

　　15
経

営

耕
」邑

1爾

積

　　io　‘
（1・a）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営耕地両懸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

労

力

（人）’

5

4

3

2

f

噸　　　7　　9　　　■　　　◎　　　◎　　q　　　o　　　o　　　9 ◎

　　　　　　　＼
一…　　1；i作∫琶1鰍

　　　　　　　、／労鋤力　　　　　　　　　0　9
0　　　　　　　　　㊥　　　0　　④　　，　　O　　O　　O　　◎　　，　　　9　　0　　0　　　0

隼町 60　　6i　　62　　63　　6婿　　65　　66　　67　　68　　69　　70　　71　　72　　73　　74　　75　　76　　77 78　79 80　8正 82　83　84　85　86　87 88 8S　gC　91　92

か　　　　　軸
~　　　　田 5．5ha 7，5ha 4卜a 5 6　ha

耕うん 圃嚇鍵鵬と地・鵬3伽程度　　　　　　　葡1、 2為a
毒 3．3為8

衝　　殖 2．31旧 3．4～5ha 2，4卜a

刈　　取 2　｝田 轟翻a　　　gh3 7b3 縄　h昂

睾井転麗 ト　　　ラ　　　ク　　　タ

耕うん
？ps 15　　ps　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27　　P5　　　　　　　　　　　　　　　32　ps　　　　　　　41　ps　　　　　　　　　　38　P＄

田　　　　　　　麺　　　　　　　難
田　　構 季　　　殖

歩2条　　　　　　　　　　　　　　歩4条　　　　　　　　　　　　　　　　　舞ミ6条　　　　　　　　　　　　　　乗8築　　　　　　　僻1条麓…肥乗珂18条

自脱型コンバイン刈　　取

E　　鍛

手薄リ

手メllリ

ｶ　籾
E　般

頻策型

?取騒 2　　条 3　条　　　　4　条　　　　　　5　条

賑駆型苧乞幾殺 塾風週織　ライスセンター乾　　燥

ﾀ　　製
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平型乾燥騒

撃諸�迪y　畏台 し5し　藍台　　　　3撫し　2台 循環型3．2し6台／5戸 ／4　÷8しハ　剛3戸

麟暢分散翻飯 1　　麟　所　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　5 6

図1 事例経営の展開過程
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1962年に、集落内の4戸共伺で15psのトラクタを導入し、圃場整備あと地の耕うん

受託を行った。中型機械化体系が成立したのは、1968年であるが、地域内の水田の

流動化や作業受委託はまだ開始されていなかったので、愛知・石川・長野各県への

機械持ち出稼ぎを行った。その後徐々に地域内の作業受託に移行していくとともに、

74年に農協青年部の仲間7人で作業受託組織を結戒した。また、74年に隣村（市町

村が異なる）の水田183aを購入するのを手始めに、急速に規模拡大を行っていく。

規模拡大は、主に購入によって宥ってきた。こ1の理賄は、農用地利用増進事業が導

入される以前から、地域においても先進的に規模拡大を行ってきたことや、上越市

の地価が、北陸平坦地域の中では比較的安いことなどによると思われる。

　1978年に作業受託組織を再：晒し、5戸の中核農家による生産組織を結成する。地

域農政整備事業の導入によって、1．2万枚規模の育苗センターと、50ha規模のライ

スセンターを共同で建設し、田植機及び自脱型コンバインを導入した（個朋利用な

ので実質的には各自の機械の更新となった）。紐織の機能としては、共同作業（播

種作業と籾摺作業）、作業受託地や借地の構成員問の調整、生産資材の共同購入な

どがある。生産綴織の構成員は、その後諸般の事情によって減少し、92年現在、4

戸（センターを利用しているのは3戸のみ）である。

　この経営では現在に到るまで、毎年のように颪積の拡大を行い、92年の経営面積

は14，2ha、水稲作付i爾積は11．3haとなっている。家族南下力は経営主夫婦（54歳・

52歳）に加えて、後継者（24歳）が91年か甥究慣している。次に、規模拡大を開始

した1974年以降について、経営展開の画期区分を行う。同時期の事例経営の展開を

見ると、・一方で労働手段体系の高度化による労働生産性の向上と、面積規模の拡大

がおこなわれ、他方では面積当たりの収量の増大と生産物単価の引き上げによる単

位面積当たり粗収益の拡大が併行して行われてきたことがわかる（図2）。

　しかし、農地の集積状況や零細分散：野冊鋼の状況、米価水準と晶種別農家手取り

価格、機械装備水準等の条件が、87年頃を境に変化している。そこで次に、74年か

ら87年を前期、88年から93年までを後期として、経営展開の型押区分を行い、それ

ぞれの時期の、面積拡大と圃場の状況、機械化体系、労働力、品種と単収水準など

について概況を述べる。

3）展開の画期区分

（1）1974年から87隼まで

　まず経営面積の拡大については、この時期に購入によって5ha、借入により0．5
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図2　事例経営の規模拡大とコシヒカリ作付割合の年次変化

　　　　　　注；自宅付近圃場とは、ここでは自宅から4k田以内の圃場をさす。

1｝a拡大する。拡大した水鐵の75％が通作距離5～12k冊の遠隔団地にあり、作業受託

面積も増大して、零細分散錯圃制の影響による作業能率の低下などの問題が急速に

拡大する。労働手段体系は、トラクタ・自脱型コンバイン・田植機等の大型化や多

条化がすすめられ、作業能率の両上と同時に軽労働化が図られた。78年以降は前述

したように共陶の育苗センター・ライスセンターが設概され、米の出荷もltパッ

クになり、省力化かっ軽労働化された。労働力は夫婦2入であり、田植補助・補植

やひえ抜きに年闘延べ60～7G人の臨時雇規をいれていた。
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　次に経営成果を、品種と単収水準からみる。この時期には面積規模が拡大し、年

々新規圃場が擁わることにより、それまで以上に入念な栽培管理が必要になる。ま

た正規圃場の区画の拡大や均平、末整備驚水路へのU字溝の敷設など、用排水管理

と機械作業が容易に行いうるように、様々な圃場整備を個人で行っており、これも

徐々に単収増舶につながる。作付晶種は、表2に示すように、額潟軍生・アキヒカ

リなどの栽培し易い多収品種を中心に選択され、圃場条件や二三距離に合わせた品

種構成が重視される。例えば、後半の用水確保が困難な団地には早生二種を作付け

る等である。コシヒカリの作付二合は、10％以下どなっているが、これは倒伏しや

すいなど、作りにくい二種であるためである。経営全体の作業遂行、特に秋作業の

円滑な遂行を考慮して、晶種構成（早・中・晩）が決定されている。また、刈取り

作業受託が9haまで増撫し、作業を委託する小規模兼業農家のコシヒカリの作付割

合が高いために、自己の経営の品種構成が規制されている。

　また、不整形・区爾小などの条件の悪い圃場は優先的に転作圃場にしている。転

作は、飼料作物などで、実質駒には耕作地からの除外が行われており、それにより、

経営全体の作業能率の向上に寄与している。

　このように、欄別経営としての圃場の整備、多心乱種の作付け、圃場条件に合わ

せた品種選択、条件不良圃場の除外などの経営対応によって、この蒔期の単収は徐

々に上昇する（図2）。

（2）1988年以降

　この時期、88年から92年までに、経営面；積は購入により3．7ha、借入により3ha

拡大するが、前期とは異なり、全ての圃場が通作距離4k田以内で、条件の良い圃場

に限って拡大されている。その結果、経営面積に占める4k“似内の圃場の割合は、

87年時点では50％程度であったものが、91無には約70％まで増撫している。これは、

事例経回が主体的に二二を選択して条件の良い圃場のみを経営に取り込んできたこ

と、経鴬耕地を拡大しようとする重点集落を設定し、そこで集中的に圃場を増舶さ

せてきたことの成果である。同時に、以前はまだ担い手が確保されていた地域でも、

兼業が深化して担い手が減少してきたことのあらわれともいえる。

　作業受託面積は、春作業については大きな変化はないが、刈取り及び乾燥・調製

作業については、経営水田（自作地水田及び借入地水田をさす）の作付自由度を高

め、コシヒカリの作付を二王させるために、意図的に減らしている。借地に移行し

たものもあるが、離れた集落の圃場は、その集落の担い手に引き受けてもらった。
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また、農協のカントリーエレベータの稼働にともなって、減少したものもあった。

乾燥・調製作業は、全体で6．9haが2．5haに減少した。

　労働手段体系は、基幹的な機械については大きな変化はない。管理作業に係わる、

畦塗り機（89）・自走式草刈機（91）等の導入や、田植機の罰条施肥機付き機種へ

の変更（88）、コンバインの湿田型への更新（92）が主要な変化である。特筆すべ

きは、コンバインの下り取り能力向上と、乾燥機の利用可能台数の増加である。刈

り取り作業能率が向上して、岡時に、生産組織で共同利用している乾燥機の増設

（89）と利∫lj農家戸数の減少によって、井田し得る乾燥機の能力が飛躍的に増撫し

た。これについては後述するが、コシヒカリ作付集中への大きな条件となっている。

表2 事例経営の品種別作付面積の推移

品　　種 1980 1981 圭982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Iggo 1991

早　生 越南工O王 92 90 140

はつこしじ 36 42 40

ヒデコモチ 主2G

アキヒカリ 229 12王

アキチカラ 正2

北陸！05号 圭00 140 232 100

新潟早生 25 160 70 140 70 199 98 238 Σ27 127

はなの舞 127 Σ27

籍潟30号 45

計 217 390 458 182 350 玉99 339 359 127 王27 127 172

中　生 越みのり 100

ナゴユタカ 80 150

コシヒカリ 50 3Q 4Q 38 4Q 5Q 5嵐 82 372 353 478 846

北陸工00号 191 115 89 107

新潟旱生値播） 30 30 30 30 30 30 40

キヌヒカリ 229 357 104

計 230 60 70 218 70 271 196 211 繧79 582 835 950

晩　生 コチヒビキ 4 140 120

アキニシキ 100 三〇〇 工20 128 121 239 235

計 100 IOO 4 140 120 120 128 121 239 235 0 0

合　　　　言十 547 550 532 540 540 590 663 691 845 944 962 1122

作　付 早　　　生 39．7 70．9 86．0 33．7． 64．8 33．7 51．1 52．O 15．G 13．繧 13．2 15．3

劉　合 中　　　生 42．0 圭o．9 13．2 40．4 13．0 46．0 29．6 30．5 56．7 61．7 86．8 84．7

（％） 晩　　　生 18．3 18．2 O．8 25．9 22．2 20．3 19．3 17．5 28．3 24．9 0．0 O．0
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　次に作付け品種と単収水準については、まず、販売単価を上げるために、コシヒ

カリの作付を急激に拡大したことが特徴的である。同時に89年越り京劇栽培米に取

り継み、全面的ともいえるほどにコシヒカリに作付を集嘉する。圃場条件から（暗

渠未施工）作付が不可能な圃地以外には、ほとんど全てコシヒカリを作付けている。

また、奴最よりも食味重視の栽培管理に転換し、単収水準は87年以前に比べて低下

する。特に栽培管理作業が粗略になりがちな遠隔圃場は、近距離圃場に比べて、

0．5～1俵程度、目標水準を引き下げて栽培する。これは、倒伏を極力避けるため

であるが、コシヒカリでも、多灘栽培を行うと食味が低下する：事をも配慮している。

また、90年末に、有限会社として一戸一一法入化する。法輪化のねらいは、経営とし

ての信用力を増すことと、家計と経営との分離（特に経営耕地の扱いについて、自

作地についても小作料を明確化すること）を意図していたようである。

　次に、これまでに述べた二つの時期の経営展開の方向がなぜ変化したのか、外部

与件の変化と、経営内部の条件を確認し、経営展開を概観する。

3）経営展開の論理

　事例経鴬の場合、経営主によれば「1980年に6haの経営規模になった頃からコス

ト引下げの効果が実感できなくなった。つまり労働蒔間を削減しても、その削減し

た労働力を活用するためには経営規模の拡大が必要であり、規模拡大を行うとそれ

に対応するために新たな農機具への投資が必要となる。そんなことの繰り返しで、

いくら努力してもなかなか所得の増加につながらなかった」3｝という。この言

葉を手がかりとして、事例経営の経営展開の論理を考えてみる。すなわち、零細分

散錯圃制のもとで規模拡大を行った場合の、単収・晶種構成・機械装備の変化ど、

事例経営展開期における借入金及び償還金の変化及びこの時期の米価の動向等を総

合的に考慮して、圃場の分散状態に適した多組立種主体の段階から、コシヒカリ中

心の特別栽培米取り組みに向かっていった経営論理を考察する。

　まず政府米価の対前年上昇率は、77無までは4％以上であったが、78年から84年

までは0．1～2．3％であり、85隼以降は○ないしはマイナスに転じている。このため、

事例経営で中心晶種としていた販売単価の低い西収晶種の作付では、収益の伸びが

頭打ちになってきた。また、新規圃場が増撫し、圃場分散が拡大することにより、

大幅な単収の増大も困難となる。一一方、74年以降の面積規模拡大は購入によって行

ってきたが、その資金は、総合資金や農地取得資金などの制度資金を利用している。

この資金の年問元利償還額が、80年までは50～170万円であったものが、80年以降
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は急激に増加し、87年には300刀円以上に達する．さらに、規模拡大と圃場分散の

拡大による能率低下を補うために、機械・施設装備の短期悶の更薪を行っている。

78年以降のトラクタ・田植機・自脱型コンバインの更新年限を平均してみると、そ

れぞれ、4．3年・3．3年・3．5年と、きわめて短くなっている。これは、事例経営主

の性格（新しいもの好き）もあろうが、むしろそれよりも、段階的に経営規模拡大

を行い、また、メーカーの機械の性能が徐々に改良されている（側条施肥機つき田

植機等）段階では、短期間の二二を繰り返す必然性が生じているといえる。

　事例経営ではこのような諸要因によって、87年まで徐々に経営収支が厳しくなっ

てきたとみられる。このような経営の行き詰まりに対して転機となるのは、87年に

発足した特別栽培米二度への取り組みである。事例経営では89年から特霧栽培米に

取り組むことになる。次にその取り組みの概要と、：コシヒカリ作付け拡大を可能に

した具体的な技術的・経営的条件について考察する。

3．コシヒカリ作付拡大と特別栽培米への取り継み

ユ）特溺栽培米への取り綴みの概要

　まず最初に、正信栽培米の法律的な要件を確認し、事例経営の技術内容を明らか

にする。食糧管理法施行規則によれば、　「特甥栽培米とは特別な栽培方法により生

産された米穀として、特定の消費者が特定の生塵者と結び付いて供総を受けようと

する」ものであり、　「特別の栽培方法」とは「有機栽培や無農薬栽培のように通常

の栽培方法と著しく異なる方法を言う」と解説はしているものの、これについて明

確な基準が設定されている訳ではない。事例経営では、有機質犯料（購入）の使用、

二二虫防除の中止（地上防除地域のみ）、除草剤は1回のみ、などを栽培技術の内

容としており、病審虫発生の抑制と、コシヒカリの倒伏防止のために、窒素施肥彙

は控えている。完全な無農薬栽培等ではないが、大規模経営として可能な範囲にお

ける、低農薬・低投入的な栽培方法となっている。

　精米については、88年は外部に作業を委託していたが、89年に土地利用型農業経

営体質強化資金を利用して精米場を建設し、現在は経営内で行っている。米の配達

は宅醜便を利用し、代金の支払は顧客が郵便振替で行う。顧客は、食糧事務所に提

出する名簿に登録されており、注文方法は、毎月上・中・下句の定期的な購買契約

と、随蒔注文がある。顧客からの受注及び発送伝票の詑載などは、89年からはNT
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Tの「秘書サービス」を利増している。88年には家族労働力で対応していたが、電

話の対応だけでも非常に煩雑であるので、外部サービスを利用する事にした。顧客

は、地元は少なく、ほとんどが関東地域に在住する高所得階層であると言う。

　次に、特段栽培米の取り組みと岡時併行的に行われ、消費者への直接販売のため

の不可欠な条件となっていった、コシヒカリの作付拡大について、それを可能にし

た技術的及び経営的要因を、4点から分析する。

2）コシヒカリ作付拡大の条件

（1）春作業の早期化

　コシヒカリは耐倒伏性の低い晶種であり、その安定栽培のためには、基本技術の

励行が重要となる。ここでいう基本技術とは、コシヒカリのためだけの特殊な栽培

法ではなく、追麗や精緻な水管理によって生育をコントロ～ルするという、近年の

稲作技術の基本の厳密な履行にあるといってよい4’。基本技術の第一は、魚苗の早

期移植である。健苗の早期移植によって、早期に生育量を確保し、その後の水管理

・施肥管理による生育：コントロールを容易にする。図3に、85年以来8年間（欠落

年が2年ある）の春作業の遂行状態を示している。最も特徴的な点は、播種日が早

期化した事である。播種は生産救癩で共同で行っており、播種回数は3回である。

92年の播種日は、85年よりも半月以上早まっている。これは、コシヒカリの安定栽

培のために春作業の早期化が必要であり、87年以降92年まで少雪年が続き、春先の

消雪が早かったことも手伝って、播種・育苗の早期化が図られたものである。さら

に、育苗の畢期化に伴い、田植開始が6日程度早まり、田植終了日も4～5日早期

化している。

　また、図3から読み取れるもう！点の年次的な変化は、87年までは数田おきに交

互に行われていた代かきと田植が、88隼以降は、併行して行われる傾向が強まった

事である。この要因を明らかにするために、85年と92年の田植最盛期の組作業編成

を図4に示しているが、92隼は、85年に比べて、毎臼の組作業編成が単純化してい

ることがわかる。85年には、代かきと田植の他に、畦シート張り、除草剤散布、追

肥の諸作業が併行して行われており、そのために代かき作業が分断されている。92

年の作業では、それらの作業がなくなり、田植と代かき作業に単純化されている。

これは、畦塗り機の導入と利用による代かき時の畦シート張りの中止（田植終了後

に移行）、側条施肥田植機の導入による田植直後追肥の不要化、除草剤の変：更（初

期一身期の2同施用体系から一発除草剤に変更し、匠1植終了後に移行した）などに
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月　／　日 1985年 1986年 1987年 玉988年 1989年 1992年

4　／　王

@　2
@　3

◎

45

◎
678

◎ ◎

9iO

◎ ◎ ◎

目 ◎　　　・

12
｝3 ◎

14 ◎

i5 ◎

16 ◎

i7 ◎ ◎

18
孟9 ◎

20 ⑭

2i ◎ ◎ ○ ○ ○

22 ○ ○

23 ○ ○　⑮ ○

2希 ㈱　O
25 ◎ ○ ○

26 ⑭ O O ㈱

27 O ㈱0 ⑳　○ O
28 ⑨○ 鯉 O　㈱
29 O O ○ ○ O
30 O O翻 O 爾 ○

5　／　1 ㊥ O　⑭ O
2 O ○

3 ○ ○ 画 画

4 O　㊥ ○ △ △　囲

5 O 《 禽　圏 △　岡

6 ○ o 《　△ 《　ム　ロ 園

7 ○ △ 蕊　圏 口 △　〔コ

8 ○ 《　o 願 △　血　こ｝ △　《　口

9 △ 口 畷　α 口 《　口

10 △ O 囎 《　〔コ　麗 △　麗 △　臨

目 o △ △　鼠　騒 △　o　翻 口　駆 臨　⊂三

12 《　【コ △ △ △　口 △　日 △　〔〕

｝3 《 △　《　口 日 口 臼 顯

14 △ 翻 闘 ロ　ム △　〔コ △　口

15 翻 灘 翻 o
；6 圏 臨 口 日 △　〔｝ △　〔コ

17 《 愈　囲 △ △　〔コ 口 △　o
18 o　囲 △　日 △ ム　ロ 〔】 目

19 o △　［コ △ o 口 o
2｛｝ ム　ロ 日 臼

21 口 臼 o 口

22 o 剛

23 口 △

24 △　o
25 日

26 日

27 △　〔】

◎：播種（盤産絹織）　Ol耕うん　⑳：耕うん（作業受説）
△＝代かき　禽：代力、き（イ乍業受調）　 口：「i：i植　 翻：田植（イ乍業受託〉

事例経鴬の春作業遂行のイ：｝三次変化
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よって、可能になったものである。

　それによって、最も激しい労働ピークである田植蒔の作業構成の単純化を行い、

代かき一田植作業を最優先的に終了させることによって、圃場分散の拡大にもかか

わらず、早期に移植を終了させ得る体制を整えてきたと言える。さらにもう一点、

92年の田植作業は3人の組作業で行われているが、これは、1入（後継者または経

営主の妻）はオペレ依、1人は助手、そしてもう1人は苗運び及び隅植・補植を行う。

9i年から後継者が就農して田植機のオペレータを行うようになったため、後継者が

作業に加わるE1には、経営者の妻は苗運び（自宅付近の苗代から圃場までの運搬）

を行うことができ、このことも経営主が代かきに専念できる大きな要因となってい

る。また88年以前は、田植作業がすべて終了してから臨時雇用を入れて砲戦を行っ

ていたが、瞬場内の稲の早期・斉一な生育を目指すために、これを変更して、田植

時に同時に行うことにしたという。

（2）水管理の稠密化

　コシヒカリ安定生産の第2のポイントは、適正な水管理である。田植直後の保温

的水管理、早期の中干し開始と地耐力の確保（収穫時のコンバイン運行のため）、

穂ばらみ期から登熟期にカ・けての適正な灌水などが、コシヒカリを倒伏させずに安

定収最を得るために重要であるとされる。

　大規模経営において、省力的に効率的な水管理を行うためには、圃場整備の実施

による潮排水路の整備と暗渠排水の施工が重要である。しかし、経営圃場が分散し

ている状態における圃場整備は、本来的には地域全体で組織化して行わなければ、

大きな効果は期待できない。個甥経営で行う圃場整備は、その種類や効果に限界は

あるものの、一定の効果が期待されるため、事例経営においても積極的に行われて

いる。

　比較的実施し易い工事は、擁水路へのU字溝の敷設である。上越地域では一般に

圃場整備が遅れており、駕水路は土溝のものが多い。この用水路にコンクリートの

U字溝を敷設する事により、導水二間の短縮が図られ、代かき作業や日常の水管理

作業を省力化する事が可能となる。また、代水導水がすばやく行えるようになるた

め、代かき作業時の助手が不要となり、代かきの一入作業が可能になったという。

　また、89年に畦塗り機を導入した事により、面積規模を拡大してからほとんど履

行できなかった畦塗り作業を復活させ、畔塗りを行う事によって、圃場の畦畔から

の漏水を防止し、水持ちが良くなることで水管理を容易にした。
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1985年 1992隼

月日 従宴者 午1】町｛乍業 年後作業

5／王4 経鴬主

@妻

代かき

lシート張り

代かき

?シート張り

15 纈主
@妻

ﾕ灘
ﾕ窟

叢運び

�M1｛植耐ぺ）

��c殖（助手）

ﾖ運び

頗莚び、除輔】散布

�垂秩I植（駅）

��c植（助手）

L難び

16 縫繋累

@妻

ﾕ届
ﾕ承｛

柵、追肥
w撫闇闇ぺ）
��c櫃（助手）

ﾇ肥

疏運び

��gi植（駅）

��c植（助手）

c遅び

17 経営主

@妻

ﾕ漸1

代かき

�e噸（境ぺ）

�k噸（助乎）

代かき

��c植｛堆ぺ）、闘捗一｝張｝）

�?１1殖（助手）、晦一泓｝，

茎8 経営主

@妻

U事
ﾖ軸

水管理

c殖（オペ）

c殖（樋購寺手偽・）

c植働：F）

田植侮へ’）

P珂横（1吻手）

凹求i機階手伝い）

c刷く助1葬）

茎9 響な二1三

@妻

ｷ男
汳j
ﾕ縦

1㌢魂び

c殖（オへ．）

齔ﾂ灘び

竦B

1～礎び

c殖（オペ）

c植（助手）

齒V直

20 綴奪主

@妻

ﾕ雇

代かき

`1臓

G撤

臨霞儲ぺ）

c植（助手）

21 経営主

@嚢

離礁（ダ）

P的播（助手）

田嫉⑫ぺ〉

R緬（助手）

22 出営主

@妻

ﾕ麗

水管理、除革斉轍布

c械（痔ぺ）

c嫉（助手）

薪運び

c顛侮へ●）

ﾊ繋（助手〉

23 縫営主

@妻

汳j
q雇

露偲び

c緬（君へ’）

齠c植（助事）

追肥

c植＠ぺ）

ﾇ肥
c殖（助手）

∫据 従事者 午謝櫟 午後作業

5／6 経鴬主

@妻

ﾕ瀦
ﾕ簾

苗運び

��c植＠ぺ）

��c植（助手）

��c櫃（助手）

．菌運び

�G壁皿硲）
�G託【｛蔽（助手）

��ｻ靴（助手）

7 織主
@妻

ﾕ湿
ﾕ本

代かき

c械爆ぺ）

c植（助手）

c植（助手）

代かき

c植賜べ）

撃g植（助手）

c植（助手）

8 経営主

@妻

ﾕ雇
ﾕ雇

代かき

c植姻）
aI植（助手）

c植（助手）

受託代かき

c町鋸）
c植働手）

c植（助手）

9 綴ξ主

@山

G灘
ﾕ縦

薄管理、闇闇斉撒布

P…i照顧へ’）

窒撃炎B（助手）

c植（助手）

受託代かき

c植αぺ｝

P目弾（助手）

gi植（助手）

10 縷；ξ、亀

@嚢

ｷ男

代かき

��P噸（助手）

�e1瓶儲へ’）

代かき

��c殖（助手）

��c植伽）

1夏 経営主

@妻

ﾕ雇

闇闇麟＠へ．）

��P嚥（助手）

��許體ｭ手）

田植侮ぺ）

c補（助手）

ｽ懸（助手〉

12 紺｝注

@妻

ﾕ雇
ﾕ雇

戴かき

m！燃＠ぺ）

c植（助手）

c植（助手）

代かき

c植㊤ぺ）

c植（助手）

H趣（助手）

13 経旧主

@妻

ｷ男
ﾕ蕪
ﾕ羅

水圏理

c植似）

齊?殖（助手）

c殖（助手）

水管理

c械鋤孚）

c植＠ぺ）

c植（助手）

ｲ装（助手〉

14 経営主

@妻

ｷ男
ﾕ雇

代かき

c掻＠へ．）

o田植（助手）

代かき

c植（助手）

c植（駅）

15 繍ξ主

@妻

ｷ男
ｰ船
ﾊ雇

暇1植②へ’）

c械（助手）

c殖（助手）

c植（助手）

c植（助手）

田無馨ぺ）

縁R（助手）

c植（助手）

c植（助乎）

c植（助手）

図　4 事例経営の春作業労働力編成の年次比較
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（3）刈取り及び乾燥・調製に係わる機械・施設の高度化

　コシヒカリへの作付集中を可能にするための、最も直接的な条件整備は、秋作業

の処理能力の高度化である。コシヒカリの刈取り適期は、新潟県の栽培基準によれ

ば、出穂後4帽を中心とする10日間である。圃場が分散している経営では、圃場条

件によって刈取り適期が異なり、経営全体の作業適期が拡大する可能性はある。し

かし、早・申・晩生品種に分散：している場合に比べて、特定晶種に集中している場

合は、より短い期閲に秋作業を終了させる必要がある。秋作業は、刈取り作業と乾

燥・調製作業よりなるが、ここでは両作業の継起性に留意して、秋作業の作業遂行

状態の変化を分析する。

　まず機械装備の変化であるが、自脱型：コンバインは、84年には4条刈であるが、

86年以降は5条刈に能力をアップした。89年に同じく5条刈で更新、92年に更に湿

田向きの機種に更新している。次に、乾燥機については、生産組織で保有している

ものを、共同で利用している。ただし、それぞれの乾燥機は、特定の農家が使用す

ることを原則としており、個々の構成員の刈取りの状況に応じて弾力的に融通して

いる。87年までは、3．2t7台目5戸で利用していたが、88年には利用戸数が4戸

に減り、89年には、利用農家の規模が拡大した事に伴って、8t用を！台新規に導

入した．さらに、91年には利用農家が3戸に減少し、さらに！戸当たり利用可能乾

燥機台数は増大した。1戸当たり乾燥機利用可能t数を表3に示しているが、84年

置4．5tから年々増大し、92年には10．！tまで拡大している。さらに、91年からは

後継者が就農して家族労働力が3名となり、さらに翌92年からは籾運搬のための自

動車を軽トラック1台から軽ダンプ2台に拡大し、1日当たり作業童拡大のための

条件を整えた。

　以上の機械・施設の拡大によって、！Ei当たり平均刈取り面積は、表3に示した

ように84年の55aから、92年の82　aへと、徐々に拡大し、8年間で1．5倍に拡大し

ている。現在の共同のライスセンターの乾燥機のほとんどが更新期を迎えているが、

今後の投資計函としては、構成農家の特瑚栽培米への取り組みが益々拡大する中で、

食味を損なわない乾燥方式として宣伝されており、同時に1日当たりの張込み量が

無制限であるというメリットを持つ、常温型の乾燥機への更新を検討している。

　刈取り作業の実施状況の推移を示したのが、図5である。年次による生育状況や

刈取り時期の天候の変動があるため一概には言えないが、コシヒカリへの作付集中

とともに、刈取り作業が短期に集中してきている傾向がある。しかし、北陸地域の

秋の天候は、かなり不安定であり、平均すると3日にユ臼は雨天である。コシヒカ
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リへの過度の集中は、刈り遅れによる米質の劣化など、大きなリスクを抱える事に

もなる。

表3 事例経営における秋作業能率の変化

卑次　　！戸当乾燥機　　　　1日当平均刈取　1時間当平均　　　　自脱型　　　籾運搬用　　家族労働

　　　利目可能t数（t）面積（a／臼）　刈取面積（a／h）　コンバイン　　トラック（台）　力数（人）

！984　　　4．5
　85　　　4．5
　86　　　4．5
　87　　　4．5
　88　　　5．6
　89　　　7．6
　90　　　7．6
　91　　10．1
　92　　ユ0。1

55
57
51
58
68
75
　？

　？

82

7．9
8．3
9．0
11．6
工1．0
16，1
　？
　？
！3．4

4条刈
4条刈

5条刈

5条刈

5条刈

5条刈

5条メ肛（更新）軽トラ1

5条刈（更新）軽トラ1

軽トラ1

軽トラ1

丁目ラ1

軽トラ1

軽トラ1

軽トラ1

5条メ嘩（更新）軽ダンプ2

2

2

2

2

2
2

2

3

3

（4）作業受託の縮小と農地貸借への移行

　次に87年以降、経営耕地が拡大し作業受託面積が減少する事によって、品種構成

の自由度が高まり、コシヒカリ作付劉合の増大を可能にした点について述べる。

　事例経営では86年以前は、秋作業の刈取リ及び乾燥・調製作業受託の割合が高い

ことが、経営水田の作付品種の制約要困となっていた。すなわち、作業委託を行っ

ている、小規模兼業農家のコシヒカリ作付罰合が高いために、受託する大規模経営

の方がコシヒカリを作付られずに、早生晶種や晩生品種の割合を高くせざるを得な

かった。しかし87卑以降、作業受託地の一部は農地貸借に移行し、一部は購入によ

って露作地となった。さらに、稼働を開始した農協営のカントリーエレベータを利

用する農家もあり、離れた集落の圃場は、その集落内の担い手に任せるなどした結

果、秋作業における作業受託の割合は急速に低下した。これによって、経営水田の

コシヒカリ割合を高める条件ができた。この関係を、乾燥機の利用と経営耕地・作

業受託の作付品種と、乾燥機の利用台数で見たのが、図6である。87年と92年の事

例経営の乾燥機利用面積は、1，378aと1，371　aで、ほぼ同じである。しかし、87年

には作業受託地のコシヒカリ面積が多く、経営水国ではほとんど同品種が作付られ

ていないのに比べ、92年には、作業受託地のコシヒカリが減り、その分経営水田の

同晶種が増加している。
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　このように、作業受託面積の減少と経営耕地面積の増加が、乾燥機利用台数の増

大や自脱型コンバインの刈り取り能力向上とあいまって、秋作業遂行の自由度を高

め、事例経営におけるコシヒカリ割合増大に影響を与えてきたことがわかる。この

動きは、農地の流動化の進展に伴っていわば外部条件の変化に起因する動向といえ

るが、岡晴に、積極的な経営行動として、通作距離が長くて団地としての面積が確

保されていない作業受託地については、他の済い手に譲るなど、単なる面積規模の

拡大を目指すのではなく、将来における圃場の藥団化と農地貸借への移行の可能性

等を考慮して、作業受託地の取捨選択を行っている事を指摘しておく。

2）特甥栽培米への取り組みによる収益性の向上

　以上述べたような、経営的・技術的な条件整備によって、コシヒカリへの作付集

中を図り、それにより取り組みが可能になった特別栽培米であるが、次に事例経営

の玄米生産コストと、特甥栽培米として販売するためのコストを算撮し、特甥栽培

米への取り組みが奴益的にどのように評価できるか、という吟昧を行う。まず表4

に9玉年産米の玄米6Qk菖当りの生産コストを示す。60kg当たり第一次生産費は10，000

円程度で、米生産費調査のデータと比較するために減価償却を定額法で行った場合

は10，399円、婁例経営が行っているように定率法で算：出した場合は、1L386円であ

る。：事例経営の10a当り労働時間は14時間程度と短く、労働費は5ha以上層の約60

％となっているが、農機具費が約1．5倍と高くなっている事が特徴的である。これ

は、前述したように、面積規模の拡大による零細分散錯戸〆の激化に対応し、さら

にコシヒカリに作付を集中するために、機械の高性能化、多機能化を進め、管理作

業機の導入を進めてきた結果であると思われる。資本利子・地代全額算入生産費は、

14，110円ないし15，097円で、米生国費調査の5ha以上磨の数値とほぼ同額である。

農機具費の減価償却費が高いのにもかかわらず、利子額が低くなっているのは、育

蕾・乾燥調製関係の機械・施設を生塵組織で共同で所有しており、この分は料金で

決裁しているため、自己経営の資産と見なしていないためである。

　次に、特別栽培米の収益姓を、自主流通米として販売する場合に比較して算出し、

図7に示す。まず玄米生産費であるが、事例経営の決算方式を尊重して、定率法を

用いる。自主流通米価格60kg当り23，743円は、地元農協に出荷した場合の、コシヒ

カリユ等（90年麗米）の農家最終手取り価格である。自主流通米として出荷した場

合の剰余は、玄米60k墓当り8，646円となる。

　これに対し、特別栽培米の場合は、精米10k£当り販売価格を6，000円（92年まで
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月日 1984 1985 1986 三987 1988 1989 1992

9ノ王 0 醗 ⑳

2 ○ ㈱

3 ○ ⑭

4 ㈱○
5 ⑲ ㈱ 醗

6 ○ ⑭ ⑲ ⑲

7 ○ ⑭O ⑭ ㈱

8 ⑱ ○ ○ ○ ⑭ ⑳ ⑯
9 ⑭ ○ ⑭○ ○ ㊥ ㈱

10 ㊥ ○ ⑭ ⑳ ⑭

11 ㊥ ○ 0 ⑳O ○

12 ⑭ ㈱ 騨○ ㈱○ ㊥ O 囎○
13 ⑭ ⑭ ⑱ ㈱ ⑭ ⑱○
14 ⑭ ⑭ ㈱ ㊥ 翻○
15 ⑳ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ㈱○
16 ⑭○ 0
17 麟 ⑳ O ⑳

董8 ⑭ ○ ⑳ ⑭ ㊥

19 ○ ⑳○ ⑳ 囎○
20 ⑱

21 ○ ⑳ ⑭ 働○ ⑯○ ○ ○

22 ⑭ ㊥ ○ ○ ○

23 ⑭ ⑳ ○ ⑳○ ○

24 囎○ ○ ○ 0
25 働○ ㊥ 囎○ ○

26 ⑭○． ⑭○ ○

27 ⑭ ⑭ ○ ○

28 ⑯ ⑱ ⑭○ ○

29 ○ ㈱ ○ ⑭○
30 ㊧ ㈱○ ⑳○

1G／三 ○ 囎 ○ ○
2 O ⑭○ ○ ㈱○ ○

3 ○ 働 ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○

6 O ○

7 O ○

8 ○
9 ○ ○

10 ○ ○ ○

11 ○

｝2 ○

13 ○

14 0
圭5 ⑭○

0：経営水田　㊥：作業受託

図5　　事例経営の刈取り作業実施臼
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圭　9　8　7年
月緯

経鴬耕地 作業受託

9！　i はつこし　じ

2

3 北川105野
4 新潟阜｛｛…

5
新潟早生④

6 トドロギ新訂

7 新潟厚生②
8 アキ紬リ　　②

9 アキ助・新準

’10 萩潟早互…

1i 覇潟準型…②

12 析二二餐…

…3 コ　シ　ヒカ　リ

14 コシヒ溺　　③

15 コシヒカ　リ

韮6

17 北100・コシヒカ

18

i9

20 コシヒ削　　　③

21 ナゴユタカ

22 コシ鋤り　　③

23 北陵100移

24 画幅・北loo

25

26

27

28 アキニシキ

29 アキニシキ

30 アキニ　シキ

31

loハ アキニ　シキ

2 アキニシキ　　②

圭　9　9　2隼
月日

経営耕地 作業受翫

9！　1

2 はなの舞

3 はなの舞

4

5 ゆきの精

6

7

8 コシヒカ　リ

9 コ　シヒカ　リ コ　シヒカ　リ

髭0 ：コシヒ　カ　リ

1韮 コシヒ刺　　　③

韮2 コシヒカ　リ

i3

14

韮5 コシヒ劒　　　②

16 コシヒ削　　　② コシヒ鰐　　　②

17 コシヒ甥　　　③

玉8 コシヒ鰐　　　②

19

20 コ　シヒカ　リ

21 コシヒカ　ザ キヌ　ヒカ　リ

22 コシヒカ　リ

23 コシヒ削　　　② キヌ　ヒカ　リ

24 コシヒカ　リ

25 コシヒ溺　　　③

26

27 鯵ヒ爵り　　②

28

29 キヌヒ溺　　　②

30

31

iO／i

2

注；丸数字は、　乾燥機の利用台数

　　図　6　　乾燥機の三期にみる品種構成の変化（1987－1992）
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表4 事例経営平成3年度産米生塵費（60kg当たり）

事例経営 米生産費調査5舶以上

種苗費 140 200

肥料費 222 910

農業薬剤費 623 723

光熱動力費 145 383

その他の諸材料費 198 269

土地改良及び水利費 1，421 933

賃借料及び料金 し162 477

物件税及び公課諸負担 885 231

建物費 。 454

農機具費

償却費

修繕・購入

3，370
（4，356）

2，030
（3，016）

1，340

2，246

1，705

541

生産管理費 。 21

労働費 2，233 3，850

生産費 10，399
（11，386）

10，697

利子 663 719

地代 3，048 3，720

資本利子・地代全額算入生産費 14，UO
（15，097）

14，646

注　1．　事例経営の（以下2～6も尚様）単収は　502kg／10a
　　2．　種苗費・光熱動力費・その他の諸材料費が島く、賃借料・建物費が低いの
　　　　は、生産組織で共同で育苗と乾燥調製を行っているため。
　　3．　物件税及び公課諸負掲が高いのは、　自作地が多く、固定資産税等が多いた
　　　　め。
　　4．　農機具費でかっこ書きの数値は、減価償却を定率法で行ったもの。事例経
　　　　営では実；際には定率法を採用している。
　　5．　労働費は、労働時間については平成元年の数値を使用。家族労働単価は、
　　　　平成3年藍米生麓費調査（速報）の全国平均の数値を用いており、雇鰐労
　　　　働賃金単価については、上越市の標準料金を使用している。
　　6．　比較に熔いているのは、米生産費調査全国5ha以上の数値である。
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牛査定q栽£日米　　32，400　円

自主流通米

@23，743円

玄米生産費

@　！5，097円

玄米生産費

@　15，097円

精米・特別栽培米
ｸ価償却費・物財’費

@　　　3，800円

米仮（

剃余

@8，646円
剰余

@12，136円

米出荷関係
　　労働費

　　974円
仮売リスク
（未収損失金）

　　393円

図7 自主流通米と特別栽培米の収益性構造（玄米60kg当り）

注 1）霞空流通米価格は、事例経営の地域の農協へ繊荷した場合の、コシヒカリ
　　1等60kダ皆り手取り価格（90年熊米）である，，

　　特別栽培米価格は、精米ユOkg当り6，000円を精米ロス（米ぬか分）10％で計算

　　した玄米6錬g当り緬格である。

2）精米・特朋栽培米減価償却費・物別費の内容は、精米工場建物・工場設備
　　・梱包機・精米機・電気代・通信費・広皆宣伝費・牛錫旺栽培米検査料等で
　　ある。

3）精米・出荷関係労働には、精米労働・荷づくり・事務（：事務全体の2／3）を

　　ふくみ、玄米60kg当り0．7填時間である。家族労働報酬単価は、91年米生産
　　費調査の、全国・全農家平均の数値（1，316円／！時闘）を用いている。
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6，000円、93年以降6，300円に値上げした；送料・箱代は別途請求する）とし、精米

ロス（米ぬか）を｝0％として、玄米60kg当り販売単価を32，400円とする。玄米生産

費は、自主流通米と同じく15，097円とする。これにまず、精米経費・特別栽培米と

して販売するための減価償却費・物財費を加える。この経費の内容は、精米工場・

工場設備・梱包機・精断機の減価償却費、精米工：場を稼働させる電気代、通信費・

広告宣伝費・特別栽培米検査料等であり、玄米60kg当たり3，800円である。次に、

精米・鹿野関係の労働費であるが、精米労働・荷づくり・事務（経営全体の管理に

関する部分を差引き、事務労働時聞の2／3とする）の諸作業をふくみ、玄米60kg当

り0．74蒔問となる。先ほどと聞様の労働単価を用いて計算すると、　974円になる。

さらに、年問の未収損失金を、販売リスクとして、販売量当たりで負担させると、

393門となる。以上の経費を合計すると20，264円となり、32，400円から差し引くと、

12，i36円の剰余となる。

　霞主流通米として販売する場合と、特別栽培米として販売する場合の剰余の差は、

玄米60kg当たり3，490円で、経営全体（56，850kg）では、3，306，775円となる。この

金額は、農地・機械施設購入関係の借入金の年間元利償還額（92郊）の約80％にあ

たり、特に農地関係の膨大な借入金の重圧化にある本事例で、これだけの収益増大

を図ることが可能である特別栽培米に取組んだ効果は大きいと評価できよう。

　しかし一方では、特甥栽培米として需要の高い下種である、コシヒカリに作付を

集中するために、かなりの機械装備への投資を行っている点を考慮すると、やや異

なった評価になる。コシヒカリに作付を集中させず、分散しているそれぞれの圃場

の条件に合わせた品種を組み合わせ、適切な品種構成でそれぞれの晶種の特性を生

かして高単収をあげれば、ここで算出したコストよりも低い生産費で膚主流通米を

生産し得る可能性があるからである。

　さらに、経営全体の管理部門としての経費が、年間580万円程度かかっている。

この内容は、農：事研修費・被服費・厚生費・接待交際費・事務配備晶消耗町費等で

ある。これらの経費は、家計費と仕訳が難しい部分も含んでいるが、事例のような

企業的な大規模経営では、この管理費部分が租当な負担となっている。先ほどの特

別栽培米によるメリットの一部は、この経営管理費を補填するべき部分と見るべき

ではないかと：思われる。すなわち、特甥栽培米に取り組んでいなくても、管理部門

経費は必要であるが、特別栽培米に取り組むことによって、農事研修費・接待交際

費・事務用備品消耗品費などは、増額になっていると思われるからである。

　以上、単年度の収入や経費の水準から事例経営の地歴栽培米への取り組みの収益
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的な評価を行った。次に、これまで特別栽培米への敢り組みにともなって変化した

経営構造全体を視野にいれて、この取り組みを、担い手に即した生産力発展の道筋

において評価する。

4．特別栽培米への取り組みどそれに伴う経営構造の変化の生産力的意義

1）生塵力的な積極的評価

　本報告では、大規模稲作経営が、1960年代のトラクタの導入以降、作業受託によ

って所得増大を図り、以降、労働手段の高度化と颪積規模の拡大、作業受託諭積の

拡大を図りながら、岡蒔に単収増大にも努力し、継続的に「作業処理能力」と「単

収発揮能力」5｝を高めてきたこと、そしてその方向性の上で特別栽培米への取り組

みを進めてきたことを述べた。その際の条件整備として、稠密な水管理・栽培管理

を行い得るような圃場条件の整備を行い、同時に、従来手作業で行われてきた管理

作業の機械化や軽労働化が図られた。すなわち、一方の「作業処理能カユ向上が、

機械・施設への投資とその稼働能力の拡大によってなされてきたことは言うまでも

ないが、他方の「単収発揮能力」についても、圃場整備及び労働手段体系の高度化

によって高められてきた事が特徴的であるといえる。また、特別栽培米への取り組

みに当たっては、膨大な投資を行い、精米工場を建設している。

　このようにして、機械・施設投資を行い、それによって面積規模の拡大と高単価

品種であるコシヒカリの作付拡大・安定栽培を可能にしてきたことは、　「経営規模

を拡大し資本を活用する」という基本的な農業発展の方向に適合した経営展開であ

るら｝。そこでは資本投下規模の優位が経営の生産力的優位を示すものであり、資本

多投型という意昧において、事例経営の経営行動が企業者的であるといえる。

　さらに、特別栽培米への取り組みは、顧客確保・販売管理・販売戦略・外部サー

ビスの利用などの諸点において、生産物を農協に繊荷している場合と比較して、格

段に高い経営者能力の発揮が要請される。この点は、兼業平家などではとうてい対

応しきれない、企業者的な諸能力であり、企業的大規模経営と中・小規模経営との

間み生産力格差を拡大するものである。

　また、米の販売は、従来は厳格な国家管理のもとに統制が行われてきて、個甥農

家は生産過程のみに携わり、販売についてはすべて農協などに外部委託してきた。

現看1においても、大部分の米生産者は、米を農協に出営し、価格形成・販路の開拓
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などのマーケッティング活動はすべて外部化し、個別経営としては何等の活動をも

行っていない。これに対し、事例経営の特別栽培米への取り組みは、いわば分業化

してしまった生産活動と販売活動を再び農家主体として蒋結合する試みともいえる。

　すなわち、事例経営の特別栽培米への取り組みは、相対的に狭下野した米市場を

対象に、憎しい需要を創造していく試みであり、そうした経営展開は、　「市場調査

に基づいて消費者の意向と要求を製品計画に反映させ、それを薪製品の性能、デザ

イン、モデルなどに具体化し、それらの晶質、性能等の既存製晶との差別化を通じ

て新規需要を積極的に開発創造していく」、マーケティング・ミックスの段階にあ

る7｝といってよい。この段階における販売管理は、従来の経営の最終段階を受け持

つ販売業務の管理から、企業の発展方向と性格を左右する中枢的な総括総合管理へ

と性格変化を遂げるとされている。

　このように、米生地者として、消費動向に対応して自らの経営構造を変化させて

きた経営活動は、明らかに企業者的農業経営者の行動として評価でき、第二種兼業

農家を始めとして企業者的センスを持ち合わせない大部分の農業経営の追従を許さ

ないものである。

　すなわち、特甥栽培米への取り組みによる事例経営の経営展開を可能にした条件

は、機械・施設と圃場基盤への大規模な投資と、経営者の企業者的な経営行動であ

り、こうした経営展開を行うことにより、経営体質自体がさらに企業的に変質した

といえよう。

2）経営展開に伴う生産力的閥題点

　事例経営の経営展開は、以上のように評価できるが、同時にその反面、地域農業

の担い手として見た場合、いくつかの生産力的な漸漸点が指摘できる。

　まず、零細分散状態の圃場の利用において、作業能率向上のために、不整形圃場

・小面積圃場を、転作圃場として割当て、事実上は耕作地からの切り捨てを行って

いる点である。これによって稲作付圃場の作業能率は向上するが、地域的には土地

利用率の低下を招くことになる。

　次に、コシヒカリへの作付集中に対応して、労働手段体系、例えば側玉筆肥機付

田植機の導入や自脱型コンバインの短期更新、乾燥機の台数増茄などが行われてい

るが、これによる生産コストの増大である。この生産コスト増大は、生産力の担い

手としての競争力の低下を意味する。いかに特別栽培米という配陣化商晶であって

もやはり、コスト低減のための努力は必要である。また、死期集申による秋作業遂
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行の不安定性の閥題もある。また、一品種への過度の集中は、異常気象時における

被害拡大につながる恐れもある。

　最後に、コシヒカリへの作付集中と特別栽培米への取り組みは、水稲単作へのさ

らなる深化を招いていることを、指摘したい。すなわち、①コシヒカリという中生

華墨への集中により、前後作、特に後作作物が限定される。②稲作への拡大された

投資は、稲作で回収する必要があり、さらなる水稲作の規模拡大への誘引となる。

③特別栽培米関係の、精米・出荷労働などにより、労働時間が増加し、農閑期が縮

小する。④不良条件圃場が作付されないことにより、水稲作付田の面積当たり収益

を増大する必要性が高まる。等の要因により、稲単作化が益々深化することが懸念

される。

5．おわりに

　本稿でみてきた事例経営の展開は、米の生塵過剰局面において、特別栽培米とい

う差別化商品の生産に取り組み、その販売を通じて、収益の拡大を実現していく過

程であった。分析を通じて特徴的であった点は、販売戦略に基づいて、生麓に係わ

る経営構造の変革をも余儀なくされている点である。この経営構造の変革は、概ね

生灌力の発展方向に適合したものであり、経営規模の拡大と機械・施設への資本投

下を内容としていた。また、経営規模拡大の中には、面積焼模拡大とともに、作業

受託から貸借への移行や、通作距離の短い、条件の良い圃蝪の割合の増加など、零

細分散錯圃制に対する一定の経営対応を含んでいた。しかし、零細分散錯圃制の本

格的な止揚は、今後の課題として残っており、これについては、個刷経営の規模拡

大を基本的なモーメントとしっっも、何らかの地域的な調整が必要となろう。

　また、こうした販売戦略とそれに対応した経営構造の改編は、経営行動として、

より多額の投資や多方面にわたる経営能力の発揮を要請した。すなわちこうした経

営構造の変革を通して、経営主体の性格が、より企業考的に変化したということが

できよう。その一つのあらわれが、90年末に有限会社として一戸一法人化したこと

である。

　今後の経営展開に関連して最後に述べるが、事例経営が現在抱えている大きな課

題の…・つに、自家経営の米の生産量が特別栽培米の需要量を満たせないという切実

な問題がある。今後この二者をどのように整合させていくかは、一つの経営課題で
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あるが、経営主の意向としては、地域（例えば集落）内の希望農家の米を特甥栽培

米として…・括して販売していく方向などが考えられるという。その際には、事例経

営が、法人化しているメリットを生かして、他の農豪にも法入に参加してもらうこ

とも含めて検討していきたいという。今後も、新たな経営展開の要請が、経営の性

格自体を変質させていく側薩が見られそうである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）

1＞ここで用いている「零細分散錯圃制」の意昧するところは、次の文献に即して、

　　「豊沃性、1圃当たりの零細性、分散性、錯圃性」をさすものとする。佐藤了

　　「農繁期分析からみた零細分散錯圃問題」『高生産性土地利燭型営農主体の形

　　威条件及び経営管理方式の解明（第1報）一関東地域一諺1986年、農業研究セ

　　ンター農業計｛面部・経営管理部

2）事例経営の1987年までの経営展開の詳細は、納1コるり子「大規模稲作経営の生

　　産力構造と巖開過程」　『北陸農試農業経営研究資料』第30号、！988年、北陸農

　　業試験場経鴬土地利用部、参照。

3）　『公庫刀報滋第38巻第11号　1991．2　融資事例の記事より。

4）『コシヒカリ生産30周年記念新潟コシヒカリ30年のあゆみ讃1986年新「新

　　回米」生産推進運動委員会、　pp．13～15、参照。

5）七戸長生『口本農業の経営問題』第1章、1988年、参照。

6）桜井豊「労働生産力と土地生産力」『昭和後期農業閥題論集　17　生産力構造

　　論』、1984年、参照。

7）河野敏明「農産物の市場対応と販売管理」『農業経営学講座5　農業経営管

　　卸里論』　、　1980年、　半周襲。
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