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経営計画策定における目標計画法の活用
　　　　　　　　　　に関する研究

　　　一酪農の経営戦略に関するシミュレーション分析一

請川　博基

1．はじめに

2．圏標計画法の概念

　1）目標計画法の特徴

　2）目標計画法における計画問題の定式化

　3）解法

3．酪農経営計画における目標計画法の活用

　1）線形計画問題への適用

　2）霞標計画法の適用と経営戦略シミュレーション

4．考察

5．おわりに

1．はじめに

　現在，普及事業が取り組んでいる経営管理指導は経営成果の記帳，分析，診断

を中心とした指導が主流であり，経営計画まではなかなか踏み込めないのが現状

である。その理由としては経営計画作成援助という普及捲導活動においては，他

の経営管理指導と比較すると個溺対応のウエイトがきわめて高くなること。また

経営計画作成援助撫導ということになると経営決定権者（経営主）が指導対象と

なるため，現在盛んに行われている婦人を対象とした経営管理揚導の中では事実

上扱う事の難しい領域であることがあげられる。しかしながら，農業経営基盤強

化促進法に基づく認定農業者制度に対する普及の側からの重点支援事項として経

営改善計画の作成に対する指導，支援のニーズが急速に高まりつつあり，今後よ

り一層経営計画の分野に対する普及詣導に力を入れて行かなければならない現状
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にある。

　経営計画の旛導，援助にあたっては，まず計画の骨格となる霞標の明確化を図

り，その目標をできるだけ満足させ，しかも地域性を十分に考慮しつつ異体性の

ある計画面を立案し，検討しなければならない。計麟の立案にあたっては代表的

な手法として試算計画法（バジェッティング法），線形計画法（リニア・プログ

ラミング），目標計画法（ゴール・プログラミング）などがある。試算計画法は

これらのなかでも最もよく使われる手法で，経験と勘と数字を使いながら経営欝

標を達成するための，経営活動を仮想，試算し，これらの繰り返しにより最も有

利と思われる計画案を選択するもので，平成6年に各市晦村が農業経営基盤強化

促進に関する基本構想の中で策定した営農類型のほとんどは試算計画法が活用さ

れているものと思われる。私の担当区域である十勝管内幕別町においても平成6

年ll月に農業経営基盤強化促進に関する基本構想を策定し，その申で地域の現

状を考慮しつつ試算計画法で作成した営農類型（20類型）を設定，これらの営

農類型に基づいて認定農業者の認定作業が進められている。一方，線形計画法は

問題を数式化し，その数式化された問題を解くことによって利益の最大化である

とか，費用の最小化といった1つの目標尺度上の評価値を最大にする最適解を求

めるものである。普及の現場では作物の作付計画などに活用されているが，問題

を数式化する段階で専門的な知識を必要とするため普及技術として定着している

とは言い難い。目標計画法は問題を数式化するという点では線形計画法と隅じで

あるが，単一目標しか解けない線形計画法に対して目標計画法は複数の目標に対

して同時的に解が得られるのが特徴で経営計画策定時に数種類の目標を組み込ん

だ，より実践性のある計画案の立案が可能であると思われる。

　そこで本研究においてはより効率的で，現実的な経営計画に対する作成援助を

行うために，農業研究センターで開発された「対話形式による標準型線形計画法

Ver5．26」を用いた目標計画法（ゴール・プログラミング）の活用を検討する

ものである。

2．目標計画法の概念

　目標計画法は，チャーンズとクーパーら（196Dが線形計画法の産業問題への

応用化研究過程で，企業の管理目標達成に関連して生じた矛盾に対し，それを克

服する手法として開発し，彼らによって提唱されたものである。その後1970

年代前半に分析手法の洗練化，現実問題（教育計画，財務計画，経済計画，病院

計画）への適用が進められた。農業分野では1970年代後半から農家の行動陰
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標の分析とともに農業経営計画，あるいは地域農業計画への適用が研究されてき

た。今田ではパソコンの普及，プログラミングソフトの開発により，より身近か

で現実性のあるものになっている。

壌）目標計画法の特徴

　閉標計画法はあくまでも線形計画法がベースで発展してきたものである。した

がって線形計画法の持つ直線性，加算性，加分性，独立性はそのまま引き継がれ

ている。しかし，前に述べたように線形計画法が利益の最大化，あるいは費用の

最小化といった単一懲標についてその最適解を求めるのに対して，臼標計画法は

多種類の計癒目標，たとえば所得目標，作付目標，余暇目標等に対し同時的に解

を求めることができるものである。また，その目標の重要性に癒じて優先順位を

付けることもできる。これは全ての目標を満たす解が得られない場合，優先順位

の低い目標の到達水準を下げつつ，未達成の割合を最小限に抑える解を見いだす

もので，言い換えれば最も目標に近い妥協点を得るものである。

2）呂標計画法における計画問題の定式化

　目標計画法において一般的な計画問題を定式化すると以下のように示すことが

できる。

①霞高湿

②目標条件

③鋼約条件

④非負条件

　　田
Z＝Σ（PiW＋id＋i÷PiW－id『i）→→→→最：小化
　　i繍互

　　　n
gi＝ΣaijXj－d＋i＋d－i
　　　j齋三

　　　n
b1篇Σa＊1jXj十λ1
　　　」篇】

Xj，y＋i，yi，λ】≧0
ただし

　Pi　：順位係数→→ゆi番目の目標に与えた順位

　d＋i　：超過差異変数→ゆゆi番目の目標の要求水準を上回る差異の水準

　d－i　：不足差異変数ゆゆゆi番目の目標の要求水準を下圏る差異の水準

　w＋i，w皿i：加重係数→→→i番目の目標の差異に与えたウエート

　aij　：目標条件に関する技術係数→→→i番欝の目標条件についてのj実働変

　　　　数の技術係数

　a＊b　制約条件に関する技術係数ゆゆゆi番目の制約条件についてのj窯変数
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怠i

bl

Xj

λ1

の技術係数

：目標値→→→i番目の目標の要求水準

：舗約量→→→1番目の制約量

：実働変数→→→プロセズ稼働水準

：調整変数→→→遊休プロセスの稼働水準

　①式，②式は目標計画法特有の目的式と目標条件である。①式は設定されたm

欄の目標について優先順位に応じて付けられた順位係数Pi，および臣標ごとの

差異変数y÷i，y－iとその相対的な：重要度を表わす加重係数Wiとで示され，こ

れらの総和Zを最小にすることを目的としている。②式は目標1について還標値

縛と目標達成水準との差異を超過・不足差異変数y㌔，y㍉表す条件式であ

る。③式は通常の線形計画問題の制約条件式と同様に，計画の鋼約要素1につい

ての技術的制約条件を示している。④式は各実働変数計画変数の稼働水準につ

いて非負条件を示している。霞標計画法問題はこれれら①～④より数式化され，

②～④式で示される制約条件のもとで①の臼的弓を最小化する各実働変数Xlの

値を求めることである。

3）解法

　目標計画法の解法手順としては修正シンプレックス法と一般逆行列法が知られ

ているが，本研究で使用するソフト「対話形式による標準型線形計画法　Ver

5。26」では，線形計画法問題と同様の単体表に還標条件と目標の優先順位を組込

むだけで演算が可能であり，ここでは修正シンプレックス法や一般逆行列法に関

しては省略する。

3．酪農経営計画における囲標計画法の活用

　本研究においては二二町の酪農専業経産牛60頭型営農類型の基礎データをも

と，まず線形計画問題として単体表を作成し，さらに「規模拡大志向型酪農家」，

「現状維持志向型酪農家」，　「生活重視志向型酪農家」の経営霞標を想定し，目

標計画法問題として展開するものである。

1）線形計画問題への適用

　表1－1，！－2は酪農専業経産牛60頭型営農類型を線形計画問題として作

成した単体表初期解である。特徴としては収入項目プ難セスと費用項目（比例費
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表　1－1
継窯習糊解‡粧

幕別町営農類型酪農専業経産牛60頭型 LP単体表初期解（1）

漂　題；幕巴町蟹霞薇塑酪農轡型60四型

（s？εP　l）

　　　　　　1
潮豹藪　鰯墾頭数

　　　　　羅巌亭

　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8　　　　　9

飼養頭数　出荷乳澱　廃用牛頭　初生分鹿　姻体駁亮　悩体販売　鰯体販売　慰繍阪売
　育威牛　　　　　　数更新牛　合計頭融　初生トク　初生メス牛　育成双牛　　若以牛

　lo　　　　　　　…聖　　　　　　　i2　　　　　　　13　　　　　　　玉4　　　　　　　15　　　　　　　16　　　　　　　1了

膏成牛構　育威牛檎　鰹成牛嬬　　賄定鯉　経産認門　縫童部門　糧巌部門　経巌舘門
戒e－L2　成i3－24　成25－25　　　　　　頭数比例　乳量比倒　乳代比鰹　販山地倒

　18　　　　　　　 夏9　　　　　　　20　　　　　　　21　　　　　　　22

縫産部門　育成部門　育成部門　膏成鋸門　脅戒部門
偲販比倒　O－12比倒　　13－24比　24－25比　叛頭比例

利益儀数 78，8GO　　了0．OGO 30，00D　　30，GGO　生OO、　OGO　200．　GOO 一…．COO　　－264，264　　　　－3，4GO　　　一了圭．τ40　　　　－5．　GGO　　　一了G．　OGO　　　－5了，097　　　－6；．503　　　－35，986　　　　－5．　GOQ

圭飼蟹管理霰体乳
2蝿鐘管理更籔芝鶏謡

3鍋墨管理分娩累
4靭生トク仕向

5初生メx後向

一8，306

－o．2…了

・0，960

聖，GOO

監．oco　　　．

．　　　　至．OOO

．　　　一G．491

．　　　一〇，491

1，0co

｝．000 1、00G

6奇蔵ひi2仕向
7　寳競13－24仕飾】

8舗緯保留鯛約　舗

9悩儲傑留協約2皿
lo　24一豪縫蕊撮留 O．G20

1．ooo

一｝．5GO

L6GG

董．Ggo

　　　　・1．GOO　　　l，　GσG

l．ooo　　　，　　　　・韮，cOG

　　　　　［，000　　　．

Looo

一1．OGO

1

心
α
1

11育康弗常時頭数
董2隅定蟹経霧嫁部篇　6189．7LO
玉3　経腸牛頭鍍　　　　皿

艮乳量｝7　　　　冴

15乳代　　　　　　篇

主6叛発頭姦　　　諜

口簿儲域亮議　　　皿

圭8毒飯〇一…2月購　宣

主9　膏戒…3－24∫署齢　 ＝

2G　爵綿24－26月購　　皿

i，030

一…，OOO

玉．069

6．015

1．6GQ

e．020

1．ooo

［，OGO

i，000

峯，coo

i．GDO

…，OOO

LOOO　　　．

．　　　一1，Goo

一1，0GO　　　．

　　　　　一…．ooo

一｝，OOG

・1，000　　　，

　　　　　一i．ooe
　7
・｝『600　　　．

　　　　　一聖，oeg

21貿成藏売螺難　皿
22　オス牛騒亮金韻　　 皿

23　メス牛慧売金頷　　 認

24毒域牛鍍売金譲ロ
25蕾メス飯亮金目　含

1．eCG

c，02G

1，000

0，G20

1，00D

O．020

峯，oeo

¢02θ

一…．OGO

25土地零朔採草地
2了土地瀦用コーン

28現行承碑面腰
29　現行｛鍵學　　　　鐸

30土地需給

28．lGO

G．234

e，毫62

O．082 o，258 O．303

3生　拡大賃f聲比母

32　賭鯛合震箪地
33緩覆鼠分Σ薯算
3弓珪又覆区分2薯軍

35駅撰区分コーン

36惰罰作婁コーン薫
3了更新外薦蟄

3s驚隼作翼箇蟄　漏
39鳩A’一灘罵日薮鴇

憩駕闇嫌ハ㌦時閣需

δ，ODO

4i縫営管理鱒閣　　嘉

埼2家籏総時間

43経賞規撰　　　　㌶

2CO．　eGO　　　．

400G．OOO　　　　48，667

　δσ，3σG　　　1，σσo

8．生79



表1－2
綜‡叢叢二二棘

幕別町営農類型酪農専業経産牛60頭型 LP単体表初期解（2）

囁　題＝幕別町営麗類塑驚農曝業60頭型

（SτεP　l）

　　　　　23
舗約盈　販売金額
　　　　比倒置トク

　24　　　　　　　25　　　　　　　25　　　　　　　27　　　　　　　28　　　　　　　29　　　　　　 3G　　　　　　　3互

駁売金麟　駁売金額　販売金麟　土地利珊　土地利用　土地揖達　土地環逢　土地調達
比働初メス　比例育双　比鰍若双　採草壇　　コーン　　利場面醸　現惜面繍　鉱大面檀

　32　　　　33　　　　34
土地編達　草地更新　更凝以外

拡大借諏　環葦地　　鞠面稜

　35　　　　　　　35　　　　　　　3了　　　　　　　38　　　　　　　39　　　　　　　40　　　　　　　4i　　　　　　　42

醸地矯犀　1番目利　2番草佃　コーン儀　コーン霧　経営管理　蜘A㌦　　　嫡パー隼
作禦面稜　　胴組合　顕侮漿　　人作饗　　罵罎合　　時間　　　年周日激　聞総時聞

利益係数 一30，000　　 －30．oeo　　－IGO．000　 －2eo，OGG　　 －56＿678　　－136．5と8 一了。，ooθ 一τ0．OGO　 一聖68，179 一4．3go　　－6了．966 一5332i 一4．呈25

1素養管理魍体乳
2鰹養管理更斬覇毒

3単二管理分娩率
4初生トク仕向

5初生メス｛士向

6　費成O一｝2仕向

了簿成［3－24仕向

8懸体保留麟約　篇

9偬体保留嗣約2耳
lO　24一家鰻四隅

1

心
⑦
1

……膏成牛霧時劇数

12露定費露営内部皿　6i89．710

圭3経巌漏話勲　　朧

属乳巌トγ　　　　篇

15乳代　　　　　＝

16飯売頭鍛　　　蓄
！7島島販売額　　　』

！8漏壷0－12月目　四
二9　言成ま3－24月齢　 ＝

2G　寄成2｛一26馬脳　 綿

2蓋競馬飯禿鶴山　嵩

22オス牛淫売金額　需

23メス論議亮金額　隅

24欝成牛駁売金譲砿
25　著メス開田金額　　 篇

一1，GOO　　　．

　　　　　一聖．ooo
　・

一LGOD　　　、

　　　　　一1．OGO

25土壇剥用品箪地
27土地利用コーン
28現行利用尊霊
29現行借壇率　　罵

3G土地需給

28．lGG

一〇，933

　　　　一G．9η

　　　　　．　　　　1，00G

　　　　　．　　　・O，G80

1．OOO　　　l．　OGO　　－1，GOO

正、θOG　　　，

．　　　彗，OCO

31拡大蜜借地睾
32更新鵠合撮軍地
33　収穫区分王書章

34収穫区分2盤草
35収濃細分コーン

6，143

LOOG
Looo

互．GGG

O．5GO　　－1，　GOO

4．qoo
一1，000　　　，

　　　　　一至，000

一…．060

36個溺露；嚢コーン魑

37更新外蕊瞭
38一年作曲諏腰　四
39鳩パー利馬日数舗

4G薙間橘パー時間繍

6．oo

1．ooo 一1．Qeo　　・1，00G

　　　　　O，333　　　　一正，000

一圭．OGO 1．cco

1．ooo

・8，009 …，000

4｝羅1慰管理鱒福　譲

42豪族総時蘭
43鰻鴬規漢　　　並

2GO．　OGG

40GO．　OGO

　60，000

蔦．3聖。 5．5GO 3，863 5，620　　　　…2，560 6，6GO

1．ago

l．ooo 一！．eoO



用，固定費用）プロセスを独立して設定し，

ている。　（付表1に基礎データを示す）

　この営農類型は経産牛60　表2

頭飼養が前提となっているた

め労働時間で200時間程度

残量があり，また育成牛保留

条件として更新予定頭数の！．

5倍を保留し，更新牛以外は

初任牛で販売している。これ

らの特殊な条件も単体表の制

約条件式8，9，50で組込んでい

る。

　この線形計画問題の最：適解

と営農類型の数値を比較した

ものが表2である。試算計画

法で作成した営農類型の数値

と比較して大きな違いはなく

ほぼ満足のいく数式化がなさ

れたものと思われる。

その差引の所得最大化を最適解とし

しP計算値と営農類型値の比較

2）目標計画法の適用と経営

戦略シミ　　ュレーション

　現在の酪農家の持つ経営の方向性は大きく分けて次の3つに分けることができ

る。規模拡大による所得増加を狙った規模拡大志向型，先行き不透明のためなる

べく投資を控える現状維持志向型，ゆとりのある生活を求める生活重視志向型で

ある。ここでは，それぞれの方向性を持つ酪農経営の経営羅標，目標の優先順位

を設定し目標計画法を活用したシミュレーション分析を行う。

項目 単 類型数値 LP値
農業所得 円 9，720，000 9，559，171

経産牛頭数 頭 60 60

育成牛頭数 頭 39 40．26

廃用牛頭数 頭　　　　　i3 玉3．02

育成牛0－12頭数 頭　　　　　21 19．53

育成牛玉3－24頭数 頭 玉7 茎9．53

育成牛2を頭数 頭 1 1．2

出荷乳量 トン 498 498

個体販売・初生トク 頭 28 28，282

個体販売・初生メス 頭 9 8，752

個体販売・初任牛 頭 5 5．31

個体販売・廃用牛 頭 13 茎3．02

土地利用・採草地 ha 22 22，555

土地利用・コーン 翁a 10 10．01

現況借地面積 ha 2．2 2．2玉8

規模拡大面積 ha 3．9 4，465

規模拡大借地面積 ha L9 2，233

草地更新面積 ha 3．1 3．2

家族労働時聞 時 3，777 3，961

（1）規模拡大志向型酪農家

　仮に規模拡大志向型酪農家が次のような経営麗日を持っていたとする。　「所得

を増やすためある程度の規模拡大をしたい。しかし，家族労働時間には限界があ

るので雇用労働を入れていきたい。」このような臼標をより具体的に例示したも

のが図！である。第1目標として最優先するのが家族労働時間であり，ここでは

その上限を4，200二間に指定している。第2目標では12，000千円という具体的な

燐得・醤標を指定し，第3目標では70頭搾乳という頭数規模を設定，さらに第4

　　　　　　　　　　　　　　　　－47一



B標では足りない労働時

間は300時間以下の雇用

労働を活用したいという

欝標である。

　これらの霞標を表1－

1，麦一2の単体表に組

み込んだものが表3－1，

3－2である。「対話形

式による標準型線形計画

法

図圭　経営規模拡大志向型酪農家の経営目標例

第1目標

第2目標

第3目標

第4冒標

〉労働時間の上限

　（4，200時間以内にしたい）

〉所得冒標

　（12，000千需以上ほしい）

〉資産の増加（搾乳頭数）

　（70頭程度搾乳したい）

〉雇用労働目標

　（300時聞以下の雇用にしたい

　　Ver5．26」では目標条件式の項玉名の前に目標の優先順位を入力するだけ

で演算が可能であり，単体表の条件式1～4が優先順位を付けた目標条件式であ

る。また目標計画法問題とする過程で新たに雇用労働時間プロセス（時給　1，00

0円）を追加している。

　この目標計画法問題を「対話形式による標準型線形計画法　Ver5．26」によ

り演算した結果（GP値）を示したものが表4である。第！目標（家族労働時間），

第2目標（農業所得）は目標　表4　規模拡大志向型酪農家のGP値

をクリアしているが，第3温

標（搾乳頭数）は70頭程度

の搾乳頭数を希望していたの

に対し，GP値では71．162頭

で目標を約！頭超過している。

第4目標では300時間以下の雇

用労働を希望したのに鰐し，

GP値では372．218時間で躍

標を約72時間超過しなければ

ならない計画となった。

（「対話形式による標準型線

形言十画法　　　V　e　r5。26」　やこよ

る目標計画法計算結果出力表

は付表2に示す）

（2）現状維持志向型酪農家

　酪農専業経営以外，たとえ

ば畑作野菜複合経営などでは農業所得や経営規模，

項目 単位 LP値 GP値
農業所得 円 9，559，17重 i2，000，000

経産牛頭数 頭 60 7i。162

育成牛頭数 頭 40．26 47．75

育成牛0一重2頭数 頭 19．53 23，163

育成牛至3－24頭数 頭 王9．53 23．董63

育成牛24領数 頭 1．2 1，423

出荷乳量 トン 498 590，648

個体販売・初生トク 頭 28，282 33，543

個体販売・初生メス 頭 8，752 10．38

個体販売・初任牛 頭 5．31 6，298

個体販売・廃用牛 頭 13．02 王5。442

土地利驚・採草地 ha 22，555 26．75董

土地利用・コーン ha 10．01 11，873

現況借地面積 ha 2，218 2，248

規模拡大藏積 ha 4，465 隻0．524

規模拡大借地藤積 ha 2，233 5，262

草地更新面積 ha 3．2 3，825

家族蛍十時懸 時｝　3，961 4，200

雇用労働時閥
轟轟二　〇

372，218

労働時間で現状維持を目標と

一48一



表3－1
総潔初潮解緯‡

規模拡大志向酪農家の目標計画法単体表初期解（1）

（S↑£P　P
　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　5　　　　7　　　　8
鋼絢最　鋼蔓頭数　飼墾戴蝕　出荷乳量　廃用牛頭　初生分娩　鷹体販売　偶体販発　魑体販売

　　　　　縫塵牛　　葺疵午　　　　　　数更新牛　合計頭数　初生とく　切生爪牛　霞戚メλ隼

　　9　　　　　　監O　　　　　　［…　　　　　　｝2　　　　　　置3　　　　　　14

嫡体畷亮　霞成牛構　認成隼檎　認成牛構　　團定費　糧巌部跨

　若メス牛　　成O－12　成…3－24　成25－25　　　　　頭致比倒

　ξ5　　　　　　 15　　　　　　i了　　　　　　18　　　　　　 …9　　　　　　20　　　　　　2聖　　　　　　22

糧産部門　経巌部門　経巌部門　経濠認門　豫成部門　育戚部阿　脅成舘門．薄成部門

乳鼠比倒　乳代比鯛　阪頭地飼　鱈叛比銅　G・i2比倒　　13－24比　　24・26比　籔頭比倒

利蔓二二 78，8GG　　70．QOO 30，000　　30．OGe　［OO，　GOQ　2GO，000 ・…，oeo　　－264．26ξ　　　一3，400　　陶7L740　　　－5、00G　　一了6．00G　　・5了．087　　－6ξ，5C3　　－36雫985 一5．Goo

11寒繧羅時間
22所得窪譲　　盛
33搾乳螺数目猿ロ
44騒絹労翻目蟷
琶鯛餐管理留体乳

420G，OOG

120GG，　OOG

　70．OOO

　300．GGO

娼．5肝

LOαG

一8．3co

8，…79　　　，　　　　，
．　　　　　　了8．800　　　　了G．600

Looo

30．GGO　　30．COO　IOG，006　200．003 一！，GOO　　　．264．264 T3，謡OG　　　－7i，7堵6　　　　－5，　CGO　　　一了0，000　　　－5了，　OB？　　　一61．503　　　－36．986　　　　－5．　OGC

6閾鍛管理更謬μ韓掴

了鰯養管理分晩串
s鵜生》ク｛土向け

9籾兜メス仕向け

…G膏成。－12仕向け

・o，2…了

一〇．950

1．ooc　　　．

，　　　　1，000

．　　　一〇，4瓢

．　　　一〇．ξ9［

夏，Gqg

1．OGO

LOOG
1．GOQ

・1．Goo LOOO

1王　資成E3－24仕向

12口幅保留麟豹　需

13鰯体保留麟約2匹
i4素経戴保2弓一

15膏二野電鱒醸蝕

G，G20　　　．

．　　　一［．Goo

1．000

－i．50e

LGOO

1，0eG ．　　　4，0GO
l，ooo　　　．

i．倉GO

1．000

．　　　・監，ooo

…、GOO　　　1．GDO

1

駆
り
i

16霧定蟹経営内詔碍　5｝89．7憩

17纏義雨晒鼠
総乳量トン

19乳代
2G販売頸数

2目選体霞売額　　皿

22胃威0－12舞齢　庸
23　費誠夏3－24月齢　　皿

24二成24・2§月齢篇

25費域飯竃祭蝕　皿

聖．GOG

LGoo
O．GΣ5

1．OOG

0，620

1．600 蓋．OOO LGOO 1，0GO

1．GOO

1．OOG

i．OOO

1．OGO　　　．

．　　　　一｛．000　　　．

　　　　　　　　　一1，GGO
　7
－1，00C　　　、

　　　　　一1．Goo

・…．ooc

一1，00G　　　．

　　　　　一夏．GOO　　　．

　　　　　　　　　一1，000
一1．OOG

26えス牛田範金戴　貫

27メス牛駅売金額　巫

28育成牛痩亮金額嵩
29箸メス薮売金議　算

30土地利用採藁地 。．234

G，G2§

O．G2G

O．020

O，020

G，082 G，258 0．303

謎土地刹耀コーン
32環行利点曲目
33境行業地串　　窟

34土地需給
35拡大賃借比率

28．106

o．162

3δ更斜脚門構隔地

3了　収穫区分…爵章

38駅覆鼠分2番璽
39収穫琶分コーン
40優霧雪鐸コーン庸

41更新外藤縫
42隅田作黒面蟄　皿

43励パー利用日数躍

韻年間噛A㌧蒔賜皿
轟5経嘗管理時騰　≦

5．6eo

200．ooo



表3－2 規模拡大志向酪農家の目標計画法単体表初期解（2）

（STEP　l＞

　23　　　　　　　2‘　　　　　　　25　　　　　　　26　　　　　　　27　　　　　　　28　　　　　　　29　　　　　　　30

販禿金額　薮禿金額　販売食纈　飯売金額　土均利用　土地利屑　裏地調違　土地誕運
比例初秒　比側初メス　比俄脅双　比例若メス　　採草地　　　コーン　利吊面穂　現借面穫

　3i
上地認達

拡大面鞍

　32　　　　　　　　33　　　　　　　　3ξ　　　　　　　　35　　　　　　　　36　　　　　　　　37　　　　　　　　38　　　　　　　　39

土地調遼　華地更新　更新以外　箪地隔年　1番箪利　2番草魍　コーン個　コーン利
鉱大占面　　採凹地　．葦地面檀　作累面穂　　∫B組合　　朋作繋　　人作業　　珊継合

　．1G　　　　・li　　　　蓬2　　　　・【3

縫営管理　晒A㌧年　娩バー年　鷹用労鋤

　　時間　　騰日蝕　間総時間　　　時聞

釈面諭数 一3C．　OQO　　　－3G．　OOO　　一lGG，　OOO　　－200，0eO　　　－56，67B　　－135．5監8 ・了0，000 一了O、00G　　一［68，　179 一・1．39G　　－67．966 一53，321 一4．125　　・1．00G

11家麟総時聞
22所員尋霞目　 ≦

33擁乳頭数目櫨＝
44届∫轄労鍵目橡

5飼養管理健胃乳

一30．GOO　－3e，　OOO　－iOG，00G　－2GO、000　－56．678　・i36．5！8 ・了G，GOG

　．　　　｝1．310
一了O，eoO　　一ユ68，　匿79

5．500　　　ユ8δ3

一、1．390　　　－6了．966

5．620　　12，5δ8　　δ，δoo

　　　　　　　　　・53，a21

1，ひoo 一1，σ80　　・1．800

・4．125　　　［i．OOO

1．ooo

6半鐘管理更斯巨郭≦

了飼接管理分娩率
8初生トクイ圭向iナ

9初生双佳向け
lG膏土G一且2段向け

u資成i3－24仕向

i2鯉体保留麟約　翠

13出盛保留麟約2二
14乗経葭保24－

15旧時牛常時頭数

1

㎝o
1

16醒酔費縫営内部瓢

胃縫巌牛頭鍛　　薦
18乳蹟｝ノ　　　　言

主9乳癌　　　　　皿

2σ漏壷竣鍛　　　二

21観体販売額　　　漏
22　豊成O一夏2月齢　　 聯

23膏油13・2胡齢E
24　熟成24－26月齢　 需

25胃成高田頭数　巫

26日曜販売盆踊　繍
27　メス牛飯発金額　　 壽

28　青金牛販売金額皿

29着メス轟轟金額　　跳

3G土地利用採軍三

一1．ooo

・…．OOO　　　．

　　　　　一1，GOO
　，

一蓋，σoσ　　　．

　　　　　一G．933

31土嬉利用コーン
32境行雨絹面角
33現行借地撚　　需
3透土地需給

35拡大賃俊銘墨

　　　　・6，9了i

　　　　　．　　　　LOGO
　　　　　．　　　　一G，0εG

蓋，0昌合　　　芝，OOO　　－1．OOO

聖．GOG　　　，

．　　　・1，000

．　　　　　　O．506　　　－LOOO

35更薪翻合撮薦地
37収穫区分主番章

38収穫区分2書箪
39収穫区分コーン
40魍窃舞婁コーン需

。，…43

1，000

【，ooc

1，000

一1．OOO

・1，GGO　　　．

　　　　　・玉．ooo

　　　　　一LOOO
－i．OQO　　　L　OOO

4叢更新外面穰
42　隣年作業面檀　　 需

43橘パー利用日数需

44卑間娩パー時閾罵
45　経営管理時岡　　 ≦

1，GOO ・1．OOG　　－1．GOO　　　．

　　　　　0．333　　・i．GOO

．　　　　玉，OOG

．　　　一6．OOG

l．ooo　　　．

LOOO



する中で所得の安定性を上位の目標とする場合がある。すなわち所得の安定性を

最優先の欝標に掲げ，しかも所得，経営規模，労働時間はできるだけ現状を維持

したいという目標計画法問題が成立するのである。しかしながら，本研究で取り

上げている酪農専業経営での所得の安定性という目標は技術水準の変動が大きく

関与しており，目標計画法の特徴である直線性，加算性からはずれるため目標計

画法問題としてはなじまない部分が多い。具体的に説明すると酪農専業農家の収

入の大部分を占める乳価は国の価格政策によって決定するため変動はきわめて少

ない。反収（1頭当たり産乳量）の変動は十分考えられるが，その場合飼料費な

どの費用が大きく変動していることが多く，欝標計画法で扱う基礎データ自体の

信頼性が極めて乏しいものとなってしまうためである。したがって現状維持志向

型酪農家の目標計画法問題化は現段階において非常に難しいものと思われる。

（3）生活重視志向型酪農家

　生活重視を志向する酪農家は近年，特に増える傾向にある。根釧で話題となっ

ているマイペース酪農がその代表的な（極端な）例であろう。生活重視志向型酪

農家の多くは労働力に限界を感じ，経営規模は縮小を考え，労働時間を削減し余

暇を生み出そうとする場合が多い。根釧のマイペ～ス酪農では所得向上を掲げて

いるが，所得はある程度滅少してでも，また雇縮労働を使ってでも余暇時間がほ

しいという酪農家も少なくない。具体的な生活重視志向型酪農家の経営目標例を

示したものが図2である・図2　生活重視志向型酪農家の経営目標例

第1目標では家族労働時

間を3，000時間以内にし

たいという目標，すなわ

ち余暇時間の増大を羅標

とし，第2目標では容認

できる最低限の農業所得

8，000千円を昌標として

いる。第3目標では搾乳

頭数規模の縮小，搾乳頭

第1陰標

第2霞標

〉労働時間の上限

　（3，000時間以内にしたい）

〉所得霞標

　（8，000千円以上ほしい）

第3巨標　一資産の減少（搾乳頭数）

第4目標

　（50頭程度の搾乳にしたい）

〉雇用労働自標

　（500時間以下の雇用にしたい

数を50頭程度にしたいという目標を掲げ，第4目標では家族労働時間二二のた

め雇用労働を500時間以内で活託していくことを目標としている。これらの目標を

組み込んだ単体表が表5－1，5－2である。条件式1～4に目標条件式を組み

込み，さらに三二労働時間プロセスを追加している。この単体表を「対話形式に

よる標準型線形計画法Ver5．26」で演算した結果を示したのが表6である。

（表6　GP値）　第1目標の家族労働時問，第2霞標の農業所得は欝標値：をそ
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表5－1
畔零初期解末聯

生活重視志向型酪農家の目標計画法単体表初期解

掻　翻二

（S駕P
） 　　　　　　12345678鯛約量　鋪璽頭数　錫蔓頭数　毘荷乳簸　廃用牛蝦　初生分晩　偲体駁発　偲体阪売　假体阪売

　　　　　糧産牛　　毒成牛　　　　　　鍛更新牛　合計頭蹴　初生とく　初生メス牛　霞成双牛
　　9…011＝2［3i4僻体販売　．爵旗牛構　育成牛構　毒成牛構　　固箆費　経産部門

　着帽牛　　戒O－12　成13・24　成25－25　　　　　　扇数比倒

　15　　　　　　　16　　　　　　　Z了　　　　　　　18　　　　　　　E9　　　　　　　20　　　　　　　21　　　　　　　22

経巌郭跨　経巌部門　経産部門　経蔵部門　薄成部門　膏成部門　齎成部門　育成舗門
乳置比倒　乳代比廃　販頭比傍　偲販比醗　O・12比倒　　13－24比　24－26比　販頭比劔

利謡扇鍍 78，800　　　　了G．000 3C、　QOG　　　　30，000　　　lOG，　OOG　　　20G．00G 一1．000　　－254．264　　　　－3．400　　　－71，了40　　　　－5．OOO　　　－70．　OGO　　　－5了．087　　　－61，503　　　－36．986　　　　－5．0倉0

1Σ家族鮎時間
22所ぞ回目櫨　　 ≦

33揮乳頭蝕目標翠
44麗耳「労鋤目口箋

5饒聲管理団体乳

3GOO，OOO

呂GOO，OG3

　50．GOG

500．GGO

48．66了

1．ooo

一8．300

8，口9　　　，　　　　，

．　　　了8，800　　70．OOG

1，GOO

30，CGO　　30．000　1CO，　OOO　2GO．　OOO 一LOOG　 －264，264　　　－3、400　　－7Lマ40　　 －5．　ODO　　－73，000　　－5750a7　　－5L503　　－36．986　　　－5．　OOG

6闘獲管理更新串≦
7飼盤管理分晩奉
8　智生トク｛士向1ナ

9箭生メス仕向｝ナ

茎G　爵成0－12仕r句6ナ

一G．21？

一〇，960

…．090　　　．

．　　　　1．00G

，　　　一〇．49i

．　　　一G，｛91

LOOO
1，0GO

i．000

1．OOG

－i．ooo 1．ooo

1

α
さo

1

11西成13－2鳶仕向

12鰯体保留鋼約　罵

13鍵体保智蹴約2＝
14　未経巌銀24－

15　．脅成中竃時餌勲

田鶴定費鰯雲内部翻　6189．れ0

17経産牛頭錬　　　聯

！8乳鐙トン　　　　騨

王9乳代　　　　　ユ

20腰憂撰鞍　　　　講

2互羅鯵駈斑餓　　　互

22　鳶戒。・i2月目　　　扁

23構成13・24舞齢掌
24　　創成24－2ε月齢　　属

25細腰鍛売肇国　篇

0．02G　　　．

．　　　　一玉．000

1．OOO

玉．ODG

G．015

1．OOO

－1，500

1．ooo

G，020

LOOO 1，000

Loeo

1．ooc

：．ODC ．　　　一1，000

1，0GO　　　．

．　　，　　1，GGO

…．ooo

1．OOG

1．OGO

．　　　一1．OGO

l．OOO　　　l，00Q

1．ooo

玉．006

1．OOO　　　．

．　　　一1．Goo

一1，000

一粟，OOO　　　．

　　　　　一1，00G

一LOOO

一1，000　　　、

　　　　　一…．Goe　　　，

　　　　　　　　　・1．OOG
一圭．GOO

25重ス牛阪売金翻　　二

2了　メス串自発金翻　　 皿

28潮嵐総轄亮金談嵩
29蓉メス籔亮金額　　罪

3G土地利用揮目地 G．234

G，020

0，020

6．020

O，020

O，082 O，258 0，3G3

謎土地利溺コーン
32琴乞行利用面菱澄

33　現行｛昔地芝轟　　　　需

34土壇寵給
35　拡大鍵｛警比二翠

28．辻00

G，…62

3δ更新罰合擦蘇壇

37駅穫区分1番馨
38販穫区分2番簗
39収撰藪分コーン
醐燈霧鐸翼コーン皿

・U更新外面稜

42矯年作黎面穫　　需

43へ舶㌧利鰐日敷　罵

44驚閣娩パー蒔暇聯

45縫営管理時聞　≦

6，000

200．OGO



表5－2 生活重視志向型酪農家の目標計画法単体表初期解

（醗EP　i）

　23　　　　　　　24　　　　　　　25　　　　　　　26　　　　　　　2了　　　　　　　28　　　　　　　29　　　　　　　30

飯売金額　飯売金畿　販売金鐵　藪禿金額　土地利爾　土壇利用　土蛇燭達　土地講達
比倒初トク　比碗初双　比倒費双　比倒著双　　採草地　　コーン　利用面稜　現優面檀

　31　　　　32　　　　33　　　　34　　　　35　　　　36　　　　37　　　　39
土地調遜　土地調運　草地更新　更厳以外　　醸地編年　　1番輩利　2番薫傭　コーン儀

鉱大面穫　拡大惜面　　採薫地　徹地諏蟄　俘窯面騰　　用組合　　朋作婁　　入作鑑

　3§　　　　40　　　　41　　　・捻　　　　43
コーン利　鎚営管理　蜘パー年　噛ハ㌧年　恩周労髄

　絹雄合　　　鱒弼　　闇日鍛　間紛鱒腿　　　時腿

：奏臓係懸 一30．GGO　－3G．　eOO　・IGO，　OOG　－2GO．　OGO　－56．578　・136．518 一了O．OOO ・7G．000　－168．冒9 一4．3ge　　－67．鮪5 一53．32［ ・4．！25　　4，0GO

ll黙黙総晦間
22所得9櫨　　蚕
3 3揮乳頭鞍麟嶺需

44鰯灘労鶴段撮
5飼餐管理偶惇乳

一30，OσG　　　－30，600　　一IGO．　GOδ　　・2GO．　OGO　　　一き5，578　　一136，518 ・70．oco
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一了。．σoσ　　一｛68，1了9
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1．6GO
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lo糠成。－i2f土向け
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㎝GO
1

［6嗣建費経営内部嵩

韮7経巌牛頭蝕
田無鏡トン

19乳代
2G販発頭鍛

21偲律駁売額　　聯
22簿域。一…2月齢　嵩

23　膏成…3－24月齢　 嵩
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れそれクリアしている。しかし，第3目標の搾乳頭数では50頭の目標に対し約56

頭を必要とし，目標を6頭超過している。また第4欝標でも500時間以内の雇用労

働を希望しているのに対し約　　表6　生活重視志向型酪農家のGP値

656時間必要としており，約

156時間の超過となっている。

これらのことを要約すると，

3，000時間の労働時間で農業所

得8，000千円を得るためには搾

乳頭数56頭が必要であり，　6

56時間の雇用労働が必要とな

る計画が樹立されたのである。

（「対話形式による標準型線

形計画法　Ver5．26」によ

る閉標計画法計算結果出力表

は付表3に示す）

4．考察

　本研究において試算計画法

を活用して作成された幕別町

酪農専業経産牛60頭型営農類

型をもとに線形計画法，さらには具体的な目標を組み込んだ冒標計画法への適用

を試みた。目標計画法への適応場面では「規模拡大志向型酪農家」，　「現状維持

志向型酪農家」，　「生活重視志向型酪農家」という3つの経営の方向性を想定し，

それぞれに経営目標を設定，うち「規模拡大志向型酪農家」と「生活重視志向型

酪農家」について実際に経営目標を想定，目標計画法問題として演算を行い，そ

の解を求めることができた。それぞれの演算結果については目標にたいして妥当

な解が得られたものと思われる。しかし本研究を進める中で次のような問題点が

ま下面できる。目標計画法はあくまでも直線的，加算的に計算を行うため，基礎と

なる計画とは大きく異なるような経営を導く四丁を組み込んで演算した場合，現

実とのズレが大きくなる。すなわち基礎データの修正，単体表の利益係数の修正

が必要となるのである。特に本研究で取り上げた酪農専業経営では経営規模の大

小により経営構造，技術水準が大きくことなっていく場合が多く注意が必要であ

る。また本研究においては技術水準（1頭当たり乳量，飼料作物の反収等）は一

　　　　　　　　　　　　　　　　一54一

項自 単、 LP値 GP値
農業所得 円 9，559，171 8，000，000

経産牛頭数 頭 60 56，418

育成牛頭数 頭 40．26 37，856

育成牛0－12頭数 頭 19．53 璽8。364

育成鎧着3－24頭数 頭 19．53 玉8，364

育成牛2を頭数 頭 1．2 1，128

出荷乳量 トン 498 468，266

個体販売・初生トク 頭 28，282 26，593

個体販売・初生メス 頭 8，752 8，229

個体販売・初任牛 頭 5．31 4，993

個体販売・廃用牛 頭 重3．02 12，243

土地利用・採草地 ha 22，555 21，208
ha癌

10．0隻 9，413

1現況イ昔ま麦抱預了積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．218暗al 2，248

規摸拡大磁積
ai

4，465 2，521

規模拡大借地面積ha 2，233 1．26

草地更新藤積　　　ha 3．2 3，033

家族労働時間　　　時 3，961 3，000

雇用労働時間　　　時 0 656，353



定として演算しているが，現実的にはこれらの技術水準の変化を霞標にする場合

も考えられ，そうした場合，さらに複雑な単体表を作成しなくてはならず，目標

に応じた単体表の再作成が必要となる。

　これらの問題点を踏まえた上での目標計画法を活用した経営設計手順を以下に

示す。

　　①　現状の経営基礎データの収集（試算計画法と同じ）

　　②線形計画法単体表の作成二二を考慮したプロセスの設定）

　　③線形計画法による最適解め計算

　　④線形計画法単体表への目標条件の組込み，及び薪たなプロセスの設定

　　⑤目標謙画法による演算

　　⑥　①または④に戻って微調整を繰り返す

　このような手順により経営計画を作成することにより経営主本人の経営目標を

組み込んだ中で最も所得の上がる経営設計の樹立が可能である。また「対話形式

による標準型線形計画法　Ver5．26」による演算であるため手順②の単体表の

作成までできれば，③以下の行程は容易に繰り返すことができ普及活動現場での

活用も十分可能である。

5．おわりに

　今臼の普及事業のなかで経営管理に関する指導の重点は記帳，分析・診断から

設計に変わりつつある。またそうでなければならない。より良い経営計画がより

良い農業経営の全てではないが，そこが出発点であると確信している。本研究で

取り上げた酬票計画法は万能ではないが経営計画作成の手法の一一つとしてマスター

すべき手法であり，今後農業分野での活用がより一層進むことを期待する。

［付記］最後に，本研究に限らず，研修三三中に何かと御指導，御支援いただいた

黒河功教授，志賀永一助教授ならびに大学院生のみなさんに厚くお礼を申し上げ

ます。
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付表1　酪農専業経産牛60頭型営農類型の線形計画法適罵に際する基礎デ～夕

育成牛0－12カ月頭数比例費用
1

飼料費 37，509

敷料費 4，855

診療衛生費 1，500

登録料 2，060

諸資材 1，000

水道料 738

利息 728

建物経費 2，847

共済費 5，850

合計　　　　　　　　　E一 　　57，087

育成牛隻3－24カ月頭数比例費用

飼料費 22，307

敷料費 4，855

診療衛生費 1，500

授精料 5，500

諸資材 1，000

水道料 1，111

利息 2，048

建物経費 17，332

共済費 5，850

商L
61，503
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育成牛24－26カ月頭数比例費用

隔費
13，505

←敷料費
9，709

診療衛生費 1，500

諸資材 1，000

水道料 2，422

早事 3，000

共済費 5，850

合計 36，986

＊乳代比例費用

　販売手数料　乳代（補給金除く）の1．5％

＊乳量比例費用

　集荷費　　　1．63円

　検査料　　　0．06円

バルク経費　　1．69円

合計 3．40円

＊個体販売頭数比例費用

運搬料　　5，000円

＊掴体販売比例費用

　販売手数料　2。0％

経産牛頭数比例費用

飼料費 正26，013

敷料費 9，709

診療衛生費 5，300

授精料 ll，000

乳検 3，600

諸資材 11，549

水道料 7，461

利息 2，800

小農具 2，700

建物経費 35，537

機械経費 34，933

配合基金 1，962

共済費 11，700

264，26褄

経営内固定費

修理費（飼料作） 1，390，264

減価償却費（〃） 2，972，864

共済保険金（施設 160，100

公課諸負担 165，980

固定資産税 233，223

事務管理費 330，000

支払利息 937，279

合計 6，189，71G
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＊草地面積比例費用（ha当たり）

罷料費　　　　　4圭，800円

　ヒ“ニール　（サイシーシ“）　　10，000Pヨ

　動力光熱費　　　　4，887円

　合計　　　　　　　　　　　　56，687円

＊コーン面積比例費用

　種苗費　　　　　35，280円

　肥料費　　　　　75，510円

　農薬費　　　　　10，833円

　ヒ“ニール　（サイレーシ“）　　10，000円

　動力光熱費　　　　4，887円

＊草地更新面積比例費用

　種苗費　　　　　38，120円

　肥料費　　　　　130，059円

合計

合計 136，518円

168，179円

＊草地隔年作業面積比例費用

　月巴翠尋費　　　　　　　　　　4，390F王ヨ
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付表2　規模拡大志向酪農家‡宰零罧計算結梁零零揖＊
　ζ屠欄の未趣成燈】
　　鋼約粂件　　　　
　　第　i自働　　　　
　　第　2潤声　　　　
　　鐘　3目標　　　　　1．162
　　第　 4臼 標　　　　　　 72．2！8

〔闘潔・綱約式溺の未達戚・残澱等コ
・・。・ P糠・麟約名。・・。・
1　　1寒縦樋時冊　1
2　　　2所得臼標

2

3　3搾乳願数自線3
4　4畷用労働昌標4
5　飼藥管理剛体乳　0
6　飼饗管理更新準　0
7　趨葵管理分挽率　0
8　　初生トク赴向け　0
9　　　初生メス仕向け　c
lO　翌翌O－12仕向け0
日　 密戒！3－24仕向　o
】2　　　 偲体保留簿薯約　 0

13　　蟹体操留 魑約　2　 0

B　　 未経魔保24・0
15　湾成牛常時腰致　0
16　固窟異経営内部 o

l了　　　経渡牛頭鍛　c
18　　　　 乳愚トンO
】9　　　　　 乳代0
20　　　　販売腰数

0

21　　　餌体即売顧σ
22　　　 蕩成O一…2月　齢　 0

23　樽成13－24月麟　0
24　　　．欝　成　24－26月　齢　　0

25　　　　齎 成販 売　頭　数　 0

26　　　　オス牛 販 黒金　緬　 0

27　　メス牛販売金物　0
23　粟野牛糎発金嵩　∂
2§　　若メス飯豊金顛　0
30　土地利矯採葦地　c
31　土層利用コーン　0
32　　現行利嵩置種0
33　　　現行積地率　0
34　　　　土地將給　0
3轟　　拡大賃措比駆　0
36　更新齢合評一掃　c
3了　収穫区分1醤華　0
38　収穫鷹分2番離　G
39　暇穫区分コーン　0
曙0　鋼別柞叢コーーン 0

41　　　更薪外薦積　0
42　　隅年作工面毬　0
43　　　へ彫ハ「嵐羊彗 月薔　日　数　 0

44　無瞬へ階パー時隠　0
45　　鰹熱管理時潤　o

≦

準

≦

篇

≦

　旨癬1値
4200．ooc

12000，βOO
　70、ooo
　300．ooo
　　o，ooo
　　o．OGG
　　G．ooc
　　o．ooo
　　o．OGO
　　む．GOg
　　o．ooo
　　O．000
　　0．ooo
　　o．Goo
　　o．coo
6189．了10

　　0．ooo
　　o．Goo
　　o．ooc
　　o．OOG
　　o．σσo
　　o．ooq
　　O』OO
　　o．Goo
　　o．ooo
　　O．000
　　0．00G
　　o．oσo
　　o．ooo
　　e．OCO
　　o．OGG
　28．100
　　0．00G
　　o．OGe
　　c，ooc
　　o，ooo
　　o．00G
　　O．OOO
　　G．ooo
　　c．qoo
　　o．ooo
　　o．ooo
　　6．ooo
　　o．ooo
　200．oc9

　突現餓
4200．OOO

12000．OOO
　7L162　372，218

6189．了le

28，loo

6．OOG

200．000

未達成（不足）　超過（残鍛）

1．i62
72．218

【プロセス穣働状況】
・・口・ vロセス・・・…

　1　鋼墾頭数鰹産牛
　2　鋳蔓願鍛育成牛
　3　　　　鵬荷乳簸
　4廃用買腰数更新牛
　5初生分娩合計頚敗
　6偲体捨売初生とく
　了鋼　体 販 売　初　生 メス牛

　8鋼
｛本 販 黄… 費　成メス’ド

　9　　鋼早馬 売　著 メス牛

　lo　育成牛構成G・12
　15　霧成牛檎戒13－24
　！2育戯牛檎成25・26
　13　　　　固定費
　M経簸部門腰数比傍
　i5経蔵郎門乳麺比例
　i6軽義離門乳｛気比例
　17軽渡部門販頭比桝
　；8経　産　翻　門　翻　販　比 傍

　19育成部門。一！2比倒
20宵蕨軍門！3・24比
21　密成蔀ド『2壱一26比
22宵成開門販腰比例
23販売金顧比傍初トタ
24駁鍛金比比飼初メス
25販　売　金　麟　比　製　脅　メλ

26阪　売愈麟 比例　若 メス

27　土地剰用採葦地
29　土壇利用コーン
2曾土地調遮利欝薦積
3c土 城町遼現 ｛＆　颪 積

3】土題調戯絋大藤稜
32土地 建驚遼 拡　大 f善 再i

33　華地更新採除地
34更　漸 以　外　草　塊　顧　積

35輩塊隔年作建面積36
37
38
39
毫0

41

1番璋瀦珊組合
2番茸魍溺作策
コーン蟹人作叢
コーン利用級合
　経営管理時閣
へ寿A．一年　醗　巳　数

42　へ勘ハ，一年 鞠　聡　時 閣

43　　　　堅陣　労　働 時 蘭

標働水準
　7L162
　47．750
5go．648

　！5，442
　68．316
　33．543
　10．380

　6．298
　23，163
　23，163
　1．423
6童89．7】0
　了し162
590．648

　8．860
　15．肩2
　0．309
　23．】53
　23．163
　L423　50．221
　0．671
　e．2俘8

　0．126
26，了51
1L673
28．100

　2．248
10．524

　5．262
　3．825
22．925

　7．634
26，751
26．751
1L973
1L8？3

200．000
　6．ooo
48．00G

372．218

一一 T9一



付　　表　　3　　　生　　で舌　露
‡‡‡‡＊計算結果‡‡‡‡‡
1臼標の未逮成量】

　　闇豹条件
　　第　1暖風
　　第　2冒標
　　第　3自訴　　　　6，418
　　第　　4目　標　　　　　　 156『353

視志謬斑 鱒各農家

【目機・綱約式羽の未邊成・残簸等コ
・・。・ ﾚ標・鯛約名・。…
｝　　…瞳族総時圏　1
2

3

4

5

6

了

8

9

10
i1
12
13
14
15
16
17
［8

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3G
3】

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4昌

　　2所穏霞標
2

3搾乳囲数自醸3
4留用労働臼標4
鋸養管理固体乳　0
飼鍍管理引出率　o
飼養管理分娩壌　G
　靭生1タ佳向け　o
　初　　生　　メ　ス　仕　　向　　｝ナ　　　9

醸成。－12牡向け　o
資成13－24仕向 o

　聖体保留劇約。
飼体保留麟約2　0
　未経魔撮24－O
育成牛常時頭数。
闘定費経営内部。
　　経歴牛頭数。
　　　　乳斑トン。
　　　　　郡代　o
　　　販売頭数。
　　魑体飯売韻。
　薄 成 O－i2月　齢　 O

育成13－24月齢　O
青　成 24－26月　齢　 0

　青成阪売頭数。
　オス牛販売金額　o
　メス牛飯売金車 o

青蝿牛販売金覇
G

　若　メス販　売　金　翻　　O

土地利用採草地　o
土地利吊コーン　O
　現行利用面積

o

　　現行倦地寧　o
　　　土地鋸給。
　拡大賃倦比黙　0
更紙鶴合採箪地

Q

収漫区分1番草　G
収穫区分2番草　0
収穫醒分コーン　O
個別作叢コーン　β
　　更新外面積　o
　隔年柞山面憤 o

ヘルハ●7利　用　 B　数　 O

年　岡　ヘルA。一昏孝　簡　　O

　経営管理時無　o

【プロセス稼働状配｝
・・… @ブPセス・・…　。

　1　飼璽頭数軽巖牛
　2　鰯髄願数瀞威牛
　3　　　 出荷乳簸
　垂廃用牛腰数更更牛
　5初生分挽合計頭数
　6偲体販売初生とく
　7魑体販売初生メス牛
　8悩　体　販　売　育　成　メス牛

　9　　衝撃阪売　若メス牛
10　爵成牛欄成G一】2
U育成町上域！3－24
12　斉 成 牛梅成 25－26
13　　　　　固定費

　14軽魔部門歴数比屑
15経　趨　部　F『　乳　盤　比　例

，后経麗翻門乳対比轡
　17経達部門販頭比例
1B経趨部門魑飯比例
19湾　成 部 門 O－12比例
20　驚　成　部 F弓　13－24比

21資成蔀門24－26比
22．跨成部門販頭翻倒
23籔　売金 纈比 倒 初　トク

24販売金韻比例初メス
25販　売　金　額 比　轡　膏　メス

26暇売金葎比鋼著メス
27　土地利用採華地
2B　土地利用コーン
29土地海藻扇蟹面積
30土地舞連現辮自愛
31土地麗達鉱大面横
32土地飛逮拡大樽面
33　　肇　地 更　新　採 草　地

34更新以外草地面積
35華地隔卑作暴藤積36
37
38
39
40
41

葦番草利用粗合
2番肇魑腿作舞
コーン憎人作暴
コーン利用組合
　軽愚管理時隠
ヘルハ●一年　間　E］　数

42　へ〃A・一年圏二時 間

43　　麗鯖労働時隅
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壽

饅櫨傾
30容O、COO
8000．OOゆ
　50．OOC
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　o、ooo
　O．00G
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　o，00Q
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　o．GOσ
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　o，ooo
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　o．ooo
　o，ooo
　o．ooo
　O．000
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　6．0ほC
　O．OOC
20C．0θG

穣働水櫓
　56．418
　3了，856
46B，266
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　54」6】
　26．5曾3
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　！8．364
　18．36弓
　1．128
6189．了10
　56．418
468．266

　7．唇24
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　0．2ξ§
　18．364
　i8．364

　L128　39．815
　0，532
　0．星65

　c．IDO
2L238

　9．4；3
28jQG

　2．248
　2．52i
　l．2qo
　3．033
】巳」76
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20G．OOO
　6．OOO
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輿現麺
300σ．OCO
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