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は じ め に

北海道の東部 一 根室地域に創設された 「新酪

農村」と、これとセッ トで実施された交換分合に

ついてはすでに多 くの紹介があり、またこれにつ

いての調査報告もい くつか発表されているが、こ

こではこれらを参考としつつ次の諸点を中心にお

いて調査をおこなった。すなわちそのひとつは新

酪農村建設事業における土地問題である。新酪農

村は未開の原野 ・林地を開発 してそこに近代的建

売牧場を建設 したのであるが、これに必要な土地

はどこがどのようにして取得 したのか。その取得

価格および売 り渡 し価格はどうであったか。

第2は 同 じく交換分合事業における農地先行取

得とその再配分についてである。ここでの交換分

合は農家所有地の交換と同時に、離農跡地および

新酪農村移転跡地を土地 フォンドとして各農家の

耕地増加がはかられたが、その実態と特徴を明ら

かにすることである。

第3は 「新酪農村」あるいは交換分合による酪

農経営の展開動向についてである。新酪農村移転

農家、交換分合実施農家は耕地の集団化、耕地規

模の拡大 と同時に新たに機械 ・施設を装備 し、近

代的大 型 酪 農 経 営を実現 した。しか し現在酪農

「過剰」という事態を迎え、新酪農村あるいは交

換分合が計画された時点には予想していなかった

条件下におかれているが、現地酪農経営はこれに

よっていかなるインパク トを受け、これにどのよ

うに対応 しているかなどについて解明する。
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1.「 新酪農村」と農地取得

北海道の東部に位置する根室地域は、管内に標

津、中標津、別海、浜中、根室の1市4町 を含み、

総面積35万hoの 広大な地域であり、酪農戸数3千

戸を有する一大酪農専業地域を形成している。し

かも開発段階は地区的に相違 し、地域の中部以北

は早 く開発され、ここはすでに酪農の 「過密」状

況を呈 しているが、中部以南は未開ない し低利用

の山林 ・原野が多い。そこでこの原野 ・山林を開

発 し、ここに建売牧場を創設 して酪農 「過密」地

区の酪農家を間引き入植させる目的で計画された

のが根室地域 「新酪農村建設事業」である。

新酪農村建設事業は昭和48年 に北海道開発局が

着手 し、翌49年 農用地開発公団がこれを承継 した

が、これらによって山林 ・原野の開発による耕地

造成、道路 ・用水の新設など一連の基盤整備工事

がおこなわれた。そして耕地50ho、 乳牛68頭 の規

模に必要な農業機械、酪農施設の一切が装備され、

これが 「建売牧場」 として入植者に売 り渡された。

新酪農村への入植は、昭和50年 の8戸 に始まり、

以後51年16戸 、52年20戸 、53年20戸 、54年20戸 、

55年10戸 と続き、合計94戸で完了 した。

ところでこの新酪農村建設事業には広大な土地

が必要であったが、それは北海道農業開発公社に

よって調達された。その内訳を示すとつぎのとお

りである。

A.北 海道農業開発公社先行取得地6765ha

B.北 海道有地795hα

C.地 元増反者持込み地935ho

これらについて順次説明 してみよう。

A.北 海道農業開発公社先行取得地 一 〔風連〕

北海道農業開発公社は昭和45年6月 に設立され、

同年12月 に農地保有合理化法人の指定を受け、こ

の年から新酪対象地区の未墾地買収を開始 し、新

図1.新 酪農村、交換分合関連図

酪農村事業着年直前の48年 に買収を終了 したが、

この4年 間に6765hoの 土地を買収 した。 買収の

範囲は図1の 風連地区であり、また買収実績は表

1に 示すとおりである。取得用地を土地所有者別

にみると、個人有地42,4%、 共有地12.0%、 会社

法人有地19.2%、 市町村有地16.4%、 農協有地10

%で あり、個人有地が最も多い。買収単価は買収

年次、土地所有者のいかんにかかわらずha当 たり

8万 円前後である。 「その買収過程での苦労話は、

いずれ関係者の手で綴 られることになるであろう

が、hα当たり単価8万 円弱という買収価格の基本

線を守 りながら、とくに困窮 しているわけで もな

い土地所有者を説得する仕事は並大抵のものでは

なか った らしい。なかには道外資本(不動産会社)

が入って仮契約 している土地(100h∋ があったり、

津別町の木材会社所有の土地が、木材 との関係で
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表1新 酪農村における用地先行取得年度別実績

買収実績(合 計) 買収 面積 内訳(ho)

土地所有者 個数 面 積

(hα)

買収金額

(千円)

hα当 り

単 価
(円)

採草地
開 墾

可能地

開墾不

可能地

個 人 有 地 9 564 43034 76295 462 103

四
五

共 有 地 3 394 29370 74569 327 67

年 会社法人有地 2 1111 88800 79937 1055 56

小 計 14 2069 161204 77884 1844 226

個 人 有 地 37 1956 165013 84360 60 1739 156

四
共 有 地 2 419 34835 83133 6 386 28

六 会社法人 有地 1 32 2751 85311 32

年 農 協 有 地 3 674 50676 75162 551 123

小 計 43 3081 253276 82206 66 2708 307

個 人 有 地 11 349 25763 73820 15 252 82

四
七

会 社 有 地 1 158 10961 69373 128 30

年 町 有 地 1 480 34735 72365 408 73

小 計 13 987 71459 72400 15 787 185

四
八 市町村有地のみ 2 628 36852 58717 388 239

個 人 有 地 57 2869 233810 81495 75 2453 341
四
五 共 有 地 5 813 64205 78973 6 713 95

～ 会社法人有地 4 1301 102512 78795 1215 86
四
八 農 協 有 地 3 674 50676 75187 551 123

年 市 町 村 有 地 3 1108 71587 64609 796 312
計

合 計 72 6765 522790 77279 81 5727 957

注)農 政調査委員会 「広域農業開発事業と地域農業」よ り引用。

原資料は農用地開発公団北海道支社。

大阪や名古屋の人の手に渡 っていた土地 もあった。

地元の土地所有者の場合でも、価格が安いために

売 り渋 り、6回 も7回 も足を運んだケースもある

という。」「列島改造 ブームがこの地域に波及 して

くる直前であったとはいえ、この価格で、これだ

けの用地を先行取得 したことが、48年 か らは じま

る新路事業をきわめて安定 した条件のもとで遂行

させた最大の要因であることは疑いないところで

ある」(農政調査委員会 「広域農業開発事業と地域

農業」、47頁 ～48頁 引用)

このようにして北海道農業開発公社が買収した

土地は入植者に平均ho当 たり12万円で売渡 された

(売渡 し価格の算出基礎はつぎのとおりである。)

取得価格

諸経費(0.072%)

金利(0.206%)

基準単価

調整額(20%)

売渡 価格

可 耕地(537sha)付 帯 地(1344hα)

84260円

6067

17358

107685

21537

129222

29205円

2102

6016

37323

3733

41056

B.北 海道有地 一 〔美原〕

別海町の北東部、海岸寄りの北海道有林795ha

を北海道農業開発公社が9700万 円で買収 した(こ

の中には流木保障費2200万 円を含む)。 買収単価は

hα当たり約12万 円となるが、これが入植者に約13
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万円で売渡された。

C.地 元増反者持込み地 一 〔床丹1の 南側〕

新酪農村は当初、風連地区の6765hoと 、美原地

区の795haを 土地ファン ドとし、これによって1t3

戸の建売牧場用地を確保する予定であったが、海

岸から32㎞の位置に防風林を設置 しなければなら

ないなどの事情により、両地区の用地では81戸 の

牧場 しか建設できない状態となった。このため根

釧パイロット・ファームの床丹1の 南側にあった

「増反地」を新酪農村の建売牧場用地 として使用

し、ここに13戸 の牧場を建設することになった。

パイロット・ファームにおいて入植者が当初配分

された耕地面積は1戸 当たり15haで あったが、こ

れでは狭隣なため、昭和40年 に計画変更され、床

丹1に 残されていた開拓用地が1戸 当たり5hσが

追 加 配分 されたのが 「増反地」である。 しか し

「増反地」は入植者の本地か ら離れた場所にあっ

て耕作に不便なため利用度は低かったので、交換

分合によって代替え地を与えることを前提として、

北海道農業開発公社が昭和49年 に新酪 農 村 用 に

935hoを 買収 し、ここに13戸の建売牧場がつ くら

れた。この 「増反地」の買収価格はho当 たり26万

円であり、北海道農業開発公社はこれに管理費を

上のせ して新酪入植者に売渡 している。

したが って新路農村への入植者94戸 のうち、風

連、美原地区の入植者81戸 と、床丹1南 側地区の

入植者13戸 とでは土地の取得価格に大きな相違が

あったのである。もっとも床丹1南 側地区入植者

の土地取得価格については軽減措置がとられたの

で、これについて説明を加えておく。農業開発公

社は床丹1南 側の 「増反地」を前述のように昭和

49年 に一括買収 したが、新酪入植者に売渡 される

時点まで旧所有者が使用 していた。そ してこれに

対 し旧所有者は利用料としてha当 たり7000円 を根

釧パ イロット・ファーム農協に支払 っている。こ

のうち農協の事務手数料が1250円(買 収価格の0.5

%)で あり、7000円 からこれを差引いた5750円 が

農業開発公社に支払われたことになる。公社は法

制上地代は徴収できず、この利用料収入は床丹1

南側地区入植者への土地売渡 し価格の調整財源に

使用されたと考えられ、事実床丹1南 側地区入植

者はha当 たり約22万 円で土地を取得 している。

ところで新酪農村入植者は旧所有地をすべて農

業開発公社に売却 しているが、その価格はどれ位

か。これをパイロット・ファーム地区についてみ

ると、ここでは農業開発公社、別海町農業委員会、

パイロット・ファーム農協などが協議 して公社の

買収価格を決めているが、耕地ho当 たり価格は昭

和50年37万 円、51年40万 円、52年42万 円、53年44

万円、54年45万 円、55年45万 円と推移 している。

したがってこれら価格に比較すると、新酪農村人

植地の取得価格は遥かに低 く、新酪農村入植者に

とって 「安 くて広い土地が手に入る」メリットが

強調されたゆえんである(入 植地については土地

代のほかに耕地造成費が上積みされるが、たとえ

ば昭和50年 入植農家についてみると、1戸50ha当

たり耕地造成費の個別負担分は260万 円であり、

1ha当 たりでは5万 円程度である。また新路農村

入植地の用地取得には農地取得資金が利用されて

いる)。

2.交 換分合 と農地取得

新酪農村建設事業とセットで実施された交換分

合の対象地域は別海町、中標津町、根室市の3市

町にわたり、とくに別海町は町内全域が対象とさ

れた。そこで別海町が8工 区、これに中標津町、

根室市の各1工 区を加え、合計10工 区に区分され、

昭和51年 か ら54年までの期間各工区ごとに順次事
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表2.根 室区域農用地開発公団事業による交換分合計画、事業実施効果、実績

市
町
村
名

工

区

名

事 業 面 積 事 業 農 家 戸 数 経営規模拡大の状況 集 団 化 の 状 況

基本計画

hd

実 施 面 積

基本計画

(戸)

実 施 戸 数
交換分合前
農家面積

ω

交換分合後
農 家面積

句o)

増
歩
卒

掬

現況団地数
団地数
構 想 集団化率

働
麺議 実

価o)

施

(hα)

実 働

oσ)

委託業務

係数(戸)

実 施

(戸)

実 戸

(戸)

別 海 町

別 海

中西別A

中西別B

奥 行

上風連1

上風連2

床 丹A

床 丹B

(3418)44003331943
.62964

(1787)13601360670
.5178巧

(1409)21401241476
.01409

(3070)32002200997
.12227

(3486)29002990782
.12761

(3950)28003468770
.43545

(4386)427042702066
.04386

(4240)463035302670
.04240

66535445

22222929

25202323

44443226

39444839

77524549

243808282

726969

2505294918

1230176944

1077123715

1707208422

2337266314

2978348217

3167438440

2336423580

2887986.0

1396468.1

13423100.0

2177972.0

2656190.3

30914662.0

38112286.6

3058692.8

中標津町 中 標 津
(1750)74001700320.71556158383930 1416154910 2384592.7

根 室 市 根 室
(1311)19001310505.6918 20252210 68786526 824650.0

合 計
(28807)350002540010202.25793694450443402 194402521730 235875182.1

注)農 政調査委員会 「広域農業開発事業と地域農業」より引用。

原資料は農用地開発公団北海道支社。



表3,交 換分合事業における公社取得地の売渡実績
(単位:㎡)

年 度
(公団登記)

52 53 54 55 計
市町村名 工区名

別 海 3,879,319 3,879,319

中西別A 2,740,469 2,740,469

中西別B 2,919,965 2,919,965

別 海 町
奥 行

上風連1

4,940,111

3,895,085

4,940,111

3,895,085

上風連2 1,796,485 1,796,485

床 丹A 11,727,033 11,727,033

床 丹B 17,432,510 17,432,510

中標津町 中 標 津 1,325,225 .1,325,225

根 室 市 根 室 2,304,362 2,304,362

計 (10工 区) 2,740.46911,960、9237,774,40430,484,768 52,960,564

注)農 用地開発公団北海道支社資料による。

表4.床 丹A工 区 に お け る公 社 の土 地 取 得 とそ の価 格

(単位:面 積 、ha;価 格 、万円)

買入年度
買入面積 買入価額 管 理 費 売渡価額 hα当 た り

買 入 価 格

hα当 た り

売 渡 価 格
a b C d % %

昭和48 168.247979975794 2834

49 236.373664467812 3233

50 43.31406791485 3234

51 164.155373055842 3236

52 270.7959847810076 3537

53 287.51096149311454 3839

54 4.144145 (10)(10)

計 1174.439709279942508 3436

注)昭 和49年 以降 は全部 「特別事業」であるが、昭和48年 は一部 「一般事業」を

含むので管理費(売 渡価額 一買入価額)が 大きい。

別海町農業委員会業務資料によ る。

業がすすめられた。その実績を示すと表2の とお

りである。すなわち10工区合計では実施農家402

戸、実施面積25793ha、 実動面積10202haで あり、

この事業の規模がいかに大きな ものであったかを

示している。また事業の成果として集団化の状況

をみると、事業前の団地数2358が 、事業後は751

へ減少 している。さらにこの交換分合の特徴は事

業にともなう経営規模の拡大であり、農家面積が

交換分合前の19440hoか ら分合後の25217hα へと

30%増 加 している。

この交換分合では各地区の新酪農村移転跡地 と

一般離農跡地を北海道農業開発公社が買収 し、 こ

れが交換分合の土地フォンドとして使用されたの

で、このように農家面積が拡大できたのである。

農業開発公社が交換分合事業で売渡 した面積は表

3の とおりであるが、これによると10工区全体で

の売渡 し面積は5296hoで あり、10工区の交換分合

実働面積10202haの 半分に相当する。
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10工区のうち新酪移転の中心であった床丹A工

区(床 丹2、 豊原)、床丹B工 区(床 丹1、 美原)

についてみると、交換分合実施戸数がそれぞれ82

戸、69戸 であるが、これは地区内の全農家を意味

する。また実働面積はそれぞれ床丹A工 区2066ha、

床丹B工 区2670hα であるが、これに対 し、農業開

発公社の交換分合への売渡 し面積がそれぞれ1173

ho、1743hoで あり、これが実働面積に占める割合

は床丹A工 区57%、 床丹B工 区65%と なる。そし

て交換分合前の農家面積に対 し交換分合後の農家

面積の増加割合、すなわち増歩率は床丹A工 区40

%、 床丹B工 区80%で あり、これら両地区、とり

わけ床丹B工 区地区で交換分合による規模拡大の

成果がいちじる しかったことをうかがわせる。

つぎに交換分合における土地の売買価格につい

て床丹A工 区を事例としてみてみよう。床丹A工

区では昭和54年6月 に交換分合の権利者大会が開

催され、土地の権利移動が確定 したが、これに先

立ち農業開発公社が昭和48年 か ら53年までにA区

内で買収 した新酪農村移転跡地、離農跡地の実績

を示 したのが表4で ある。これによって毎年の買

入価額を買入面積で割 りhα当たり買入価格を算出

すると、昭和48年28万 円、49年 、50年32万 円、51

年34万 円、52年35万 円、53年38万 円となり、それ

は一般的な地価上昇にともなって順次上昇 してい

る。したがって買収価格に管理費を上積み した農

業開発公社の売渡 し価格も計算上は毎年上昇する

が、実際農民が交換分合で取得する価格はプール

計算 されたと考え られる。そ して交換分合におけ

る土地の売買価格には土地の評価点が加味されて

いた。

これに関 し農家Mの 事例によって説明 してみよ

う。農家Mは 交換分合によって畑597ア ールと牧

場地607ア ールを取得 し、それぞれの取得価額は

206万8千 円、29万7千 円であるが、 この価額は

次のように土地面積と土地評価点とによって算出

している。

地目 土蕃積 義援点1点 当輪 価 額

xy

畑:597ア → レ70

牧 場 地:60714

xy

41790×49.5円 幸2068,308円

8498×35.0円 ±297.290円

すなわち土地の肥痔、広狭、形状、傾斜、排水状

態などにより土地の評価点を決め(満 点は100)、

これに土地面積を掛けてxy点 を算出 し、 さらに

畑は1点 当たり49.5円 、牧場は35.0円 の単価を

掛けて算出 している。

(参考:場㌫:1::;=㌶1)

3.「 新酪農村」入植農家の現状

昭和51年 に全国農地保有合理化協会が 「自作地

集積型規模拡大に関する調査」においてパイロッ

ト・ファーム内の農家14戸 について訪問調査を実

施 したが、今回の農家調査 もこれ ら14戸を対象と

した。このうち8戸 は新酪農村へ移住 し、6戸 が

パイロット・ファームに残留 している。まず新酪

農村入植農家の実態か らみてみよう(表5参 照)。

新酪農村移住農家8戸 のうち、農家①、②、③

の3戸 は入植第1陣 として昭和50年 に入植 し、④

が翌51年 、⑤、⑥、⑦の3戸 が52年 、⑧が54年 に

入植 している。また①～⑦の入植先は風連地区で

あるが、⑧の入植先は美原地区であり、 したがっ

て、①～⑦は別海農協の組合員であり、⑧は根釧

パイロット・ファーム農協の組合員である。なお

④は兄弟で2戸 分の配分を受け、地続きの共同経

営をおこなっている。
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これら調査農家の移住前、すなわちパ イロット

・ファーム時代の所有土地面積についてみると、

表5に 示すように、小は28haか ら大は49haま で、

また耕地面積についてみると、小は21haか ら大は

38hoま でかなりの差異があり、おな じく新酪農村

入植農家といって も入植前の経営規模や経営条件

は多様であったといえよう。 もっとも所有耕地面

積が30hα未満の農家はいずれも10ha-・15haの借地

があり、これによって不足草地を補充 していた。

移住農家のパイロット・ファーム時代における

耕地の分散化、遠隔化はとりわけ激 しかった。調

査農家8戸 のうち⑧を除く7戸 が本地 の ほか に

「増反地」(床丹1南 側)の 追加配分を受け、また

全戸が離農跡地を購入 したが、これらの多くは本

地から遠 く離れたところに位置 しており、調査農

表5.新 酪農村調査農家の概況

家の所有耕地は少なくて3団 地、多 くは6団 地に

分散 していた。借入地を含めると分散度はさらに

激 しく、いずれの農家も、このような耕地の分散

化、遠隔化による経営上の支障を痛感 し、新酪農

村への移住を積極的に希望したのである。

新酪農村における配分耕地は50hoが 基準である

が、立地条件によって付帯地の面積に差があるの

で、これを含めた新酪農村での取得地面積は表5

に示すように農家ごとに若干の差異がある。 しか

し付帯地は耕地化 しにくいので、当面各農家の所

有耕地面積は同一と考えてよい。新酪農村入植 に

よって各農家は耕地が1団 地化 したと同時にパイ

ロット・ファーム時代より面積が増加 している。

なお農家①は10㎞ 離れたところに10haの 借地があ

る。相手は農業後継者がいなく、「老令化 したの

で貸 してもよいというので、とくに現在耕地不足

農 家 番 号 1 2 3 4 5 6 718
新酪農村への移住年度 昭50 昭50 昭50 昭51 昭52 昭52 昭521昭54

移住前の所有地(h●) 4243374149283343

(う ち 耕 地)(〃) (30)(30)(27)(35)(33)(23)(21)(38)

移住前の借入地(ho) 13?18?

(う ち 耕 地)(〃) (10)(5)(15)(13)

所有地の売却価額(万 円) 1465127895314901721113011241571

ho当 た り 単 価(') (35)(30)(26)(36)(35)(40)(34)(36)

新 酪農村の取得地(ha) 538669100十 α73725260

取得価額(万 円) 700850(?)1700860870800800

現轍 ト麟6:; 30(10)38304330253194

20132010202519

昭和50年の乳牛(搾 乳牛)(頭) 84(30)86(52)68(45)100(50)56(30)70(36)70(35)60(30)

現在の乳牛(搾 乳牛)(〃) 120(58)115(65)107(68)210(130)87(42)110(62)105(53)80(36)

昭和54年 の年間乳量(ト ン) 320350330620280270230180

昭和55年の年間乳量(〃) 330350340700240300270200

昭和55年 の搾乳牛1頭 当たり乳量(ト ン) 5.75.45.05.45.74.85.15.5

a生 乳販売収入(万 円) 29003200300057002500250021001400

讃ぽ瓢 ㍑;
800?500?400500600600

23002500240049002200230018001800

支dう ち 飼 料 費(〃) 7618449592028646753532565

爾eう ち支払利息(〃) 58456118015113815598

54%(%) 79788085889286130
　 %(%)

2626323626312540
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というわけではないが借りた」という。昨年から

2年 間借 りていて借地料はho当たり昨年が6万 円、

今年が6万5千 円であり、2年 間採草地 として利

用 している。後継者のいない老人農家が多いので、

今後このような借地は増加するものと考えられる。

調査農家は耕地を放牧地と採草地に区分 してい

るが、すべて牧草を作付け、これをサイレージ、

乾草 として収穫 している。新酪入植農家の中には

飼料増収と草地更新の目的でデ ントコーン栽培を

開始 した もの もあるが、調査農家の中ではまだデ

ントコーン栽培農家はいない。ただ し昭和50年 入

植、すなわち入植第1陣 農家3戸 のうち2戸(① 、

②)が 草地更新を始めており、10年1巡 の計画で

毎年5～6hoず つ牧草を新播 している。

調査農家の農業機械 ・施設についてみてみよう。

新酪農村では入植時に、4戸 共同用として牧草栽

培 ・収穫用の農機具一式 一 トラクター、尿散布

機、ブロー ドキャスター、テッターレーキ、自走

式フォーレージハーベスター、ワゴン、ウイドロ

ア、プロアー、モーア等 一 が導入された。また

施設としては畜舎、サイロ(ス チール気密式、ア

ンローダー付)自 動給餌装置、パ イプライン、ス

ラリータンクなどが設置された。すなわち最近式

の機械 ・施設が完全装備されたことになっている

が、入植後、個人または共同で補充 した機械 ・施

設 もある。たとえばスラリーの散布には索引用と

ポンプ用とで トラクターが2台 必要であり、この

ため共同用 トラクターのほかに各農家とも個人で

トラクターを新規に導入 している。また新酪農村

の計画では栽培牧草はすべてサイレージとして利

用し、乾草 としては利用しないことになっていた

ので乾草用作業機は導入されていなか った。 しか

し全農家が育成牛用として乾草を収穫 しているの

で、 これに使用するコンパク トあるいはロールベ

ーラーを導入 している(未 導入農家②はべーラー

所有農家に作業委託している)。施設としては調査

農家③、⑤、⑥の3戸 が育成牛用の牛舎を新設 し、

他の農家も近 く新設を予定 している。このほか入

植後補充 した機械 ・施設はかなり多いが、このよ

うな追加投資は補助対象とならず、融資または自

己資金でまかなっている。

つぎに乳牛飼養についてみてみよう。新酪農村

の計画における基準頭数は乳牛68頭 、うち搾乳牛

50頭であるが、調査農家では①、②、③、④、⑥、

⑦の6戸 が乳牛頭数、搾乳牛頭数ともに基準を上

まわっている。機械化 ・施設化による省力化が顕

著であり、労力的には基準以上の頭数を飼養で き

るからである。農家⑤は入植後繁殖障害が続 き、

また⑧は入植後1年 しか経過 していないので自家

増殖頭数が少なく、乙のため現在の飼養頭数は新

酪農村の基準に達 していないが、頭数増加を計画

している。

現在、乳牛飼養における飼料自給状態はどうか。

調査農家①は借入地10haが あるので自給飼料は十

分である。また飼養頭数の少ない⑤ も余裕がある。

しか し飼養頭数の多い③、④、⑥は自給飼料が不

足気味であり、育成牛用の乾草を一部購入 してい

る。そ して表5に よって乳飼率(生 乳販売収入に

対する購入飼料費の割合)を みると、他の農家は

25%～26%で あるが(⑧ は40%と 高いがその理由

不詳)、 自給飼料が不足 していると思われる③、

④、⑥の乳飼率はいずれ も30%を 上まわっている。

牧草地がまだ新 しく、十分な肥培管理を実施 して

いるので、牧草の生育はよくほぼ10ア ール当たり

5ト ンの収量をあげているが、労力的あるいは施

設的に可能なかぎり多頭化 している場合は、現在

の草地面積でも必ず しも十分ではないのが現状で

ある。

つぎに調査農家の年間生産乳量をみると(昭 和

55年)、昭和50年 入植の3戸 がいずれも350ト ン水

準であるのに対 し、昭和54年入植の3戸 はこれよ

り低 く、240～300ト ン水準であり、昭和54年 入
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植の農家⑧は、これよりさらに低 く、200ト ンで

ある。年間生産乳量の相対的に少ない4戸 のうち、

農家⑥は搾乳牛1頭 当たり乳量が低 く、他の3戸

(⑤、⑦、⑧)は 搾乳牛頭数が少ないのが原因で

あるが、いずれにしても入植年次の早い農家に比

較 して入植年次の遅い農家は、まだ経営体制が整

っていないことを物語っている。

このような入植年次による経営展開の相異は農

家経済にも反映している。⑧を除 く調査農家の年

間経済収支をみてみよう。(農家⑧はパイロット・

ファーム農協の組合員であるのでこれを除き、他

の7戸 については別海農協の 「組合員勘定」の資

料を利用 し、昭和54年4月 ～55年3月 の1年 間の

数字を計上。ただし個体販売額については調査農

家か らのききとりによる)。

昭和50年 入植の3戸 は生乳販売収入が3000万 円

前後であり、他方農業支出2300～2500万 円であり、

生乳販売収入と農業支出との差は600～700万 円

である。このほか500～800万 円の個体販売収入

があるので、これを加えた農業所得相当額は1000

～1500万 円となる。家計費を400万 円として、な

お600～1100万 円の余剰がある。これまでこの余

剰分はべーラー、育成牛舎などの追加投資に向け

るか預金 として蓄積 してきた。新酪農村建設事業

は工事の遅れからまだ事業費の農家負担分、 した

がって負債額は確定 していないが、昭和58年 度か

ら年間500～600万 円の負債償還が予定されてい

る。この場合昭和50年入植農家の年間経済収支の

現状であれば、この負債償還は可能 とみられる。

昭和52年 入植の3戸 は生 乳販 売 収入が2100～

2500万 円であり、他方農業支出は1800～2300万 円

であり、生乳販売収入と農業支出との差は200～

300万 円である。このほか個体販売収入が400～

500万 円あるので、これを加えた農業所得相当額

は600～800万 円である。家計費として400万 円

を差引くと、余剰分は200～400万 円であり、こ

れだと昭和58年 度から予想される年間500～600

万円の償還は不可能である。

昭和50年 入植の3戸 と52年入植の3戸 との農業

支出を比較 してとくに目につくのは、52年 入植農

家の支払利息の大きいことであり、50年 入植農家

の支払利息はいずれも50万円前後であるが、52年

入植農家のそれはいずれも150万 円前後である。

入植後の追加投資による借入金は50年入植農家 も

52年入植農家 も同 じと考えられるが、入植時別海

農協へ持ち越 した負債額に相異があり、50年入植

農家は入植時パイロット・ファーム時代の負債は

農地の売却代金でほとんど返済 し、別海農協への

持ち越し額は少なか ったが、52年 入植農家は負債

持ち越 し額が大きく、これが支払利息が多いか少

ないかの原因となっているものと考えられる(参

考:農 家①はパイ回ット・ファームの旧所有地を

1465万 円で売却 したが、 このうち1200万 円をパ

イロット・ファーム農協の負債返済に当てた。負債

額は1630万円であったがこのうち1200万 円を返済

したので、別海 農 協 へ の持ち越し額 は430万 円

(開拓者資金と自作農維持資金)で あった。なお

農地売却代金のうち負債返済の残額200万 円は新

酪農村での住宅新築の頭金に使用している)。

4.パ イ ロ ッ ト ・フ ァ ー ム 残 留 農 家 の 現 状

パ イロット・ファーム残留農家についての調査

対象は6戸 であるが、まず これ ら農家について交

換分合による所有地の変化か らみてみよう。調査

農家6戸 は本地のほかに床丹1南 側の増反地を持

ち、さらに離農跡地の購入によって規模拡大 した

ので所有土地面積は大きく、調査農家⑩、⑪、⑫、
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⑬、⑭の5戸 が45ho～58hoで ある。また農家⑨は

「増反地」を離農者や遠 くて利用しない者から買

いまくったので、所有面積は合計116haに 達 して

いた。所有地のうち付帯地(未 墾地)を 差引いた

耕地についてみると、農家ごとにかなりの差異が

あ り、最大は農家⑨の60ha、 最小は農家⑫の38h●

であった。調査農家の耕地は増反地および離農跡

地の買入れにともなって分散化 したが、離農跡地

は本地に地続きか、飛び地の場合も本地から近い

ものが多 く、新酪移転農家に比較して耕地の分散

化 ・遠隔化の程度は軽 く、これがパイロット・ファ

ームに残留 した背景でもあった。

調査農家は後に交換分合によって代替え地が得

られることを前提に、昭和49年 に 「増反地」を農

業開発公社に売り渡 し、さらに昭和54年6月 の権

利者大会で交換分合による土地の移動面積が確定

した。そしてこの場合書類上交換分合の中に 「増

反地」の売買面積は含まれていないが、農家の頭

の中には 「増反地」の売り渡しも交換分合の一一環

として考えられているので、表6の 交換分合によ

る土地移動の中にはこれも含めてある。 これによ

ってみると、6戸 のうち3戸(⑪ 、⑫、⑬)が 交

換分合の結果所有土地面積、 したがって耕地面積

が増加 している。他方、農家⑩は交換分合による

土地面積の増減はないが、もともと団地化 してい

る耕地50hαを所有 していたので不満はない。また

農家⑨は土地56haを 失い、34haを 取得 し、差引き

土地22haが 減少 したが、失った土地は本地から遠

くて利用度の低い 「増反地」であるのに対 し、取

得 した土地は本地の近傍地であり、かつ耕地面積

は増加 したので満足 している。農家⑭は土地12hα

を失い、8haを 取得 し、差引き4ha減 少 したので

不満だが、集団化の効果は認めている。パイロッ

ト・ファーム地域の交換分合においては集団化と

同時に新酪農村並みに規模拡大をはかることが目

標となっていたが、調査農家の多くはこの目標に

到達ないし接近 したといえよう。なお交換分合前、

農地の借り入れがかなりあったが、交換分合の過

程で貸借関係の解消された ものが多い。そして現

在農家⑫は16hαを借 りているが、貸手は美原地区

で肉牛を飼養 している老人農家であり、後継者は

新酪農村へ移住 していて、老人農家 も近々に肉牛

飼養をやめて後継者の もとに行 くことが予想され、

その時には借入れ地を購入 したいという希望を持

っている。農家⑬は交換分合で手放 した土地3ha

を今年限りの約束で使用 している。いずれ も現在

の借地は流動的であり、将来とも引続き借 りられ

る保証はない。

調査農家は耕地を採草用と放牧用 とに区分 して

利用 しており、以前遠隔地は放牧に利用できなか

ったが、交換分合によって集団化 したので、放牧

地と採草地の輪換が可能となった。また3戸(⑪ 、

⑫、⑲)が 草地更新地にデントコーンを栽培 して

おり、他の農家 も計画的な草地更新の実施にとも

なってデントコーン栽培を始める意向を持 ってい

る。

つぎに農業機械化 ・施設化についてみてみよう。

パイロッ ト・ファーム地区は昭和48年 に第2次 農

業構造改善事業を実施 し、この時農業機械が一式

導入され、また最近では昭和54年 に自給飼料対策

事業によって自走式ハーベスターが導入 され、そ

の結果現在調査農家の農業機械装備は充実 してい

る。そして6戸 のうち4戸(⑨ 、⑩ 、⑫、⑮)は

機械利用組合に参加 して、主要作業について4～

5戸 の共同作業を実施している。2戸(⑬ 、⑬)

は農機具の所有は個別中心であるが、デントコー

ンの収穫は共同作業を実施 している。

この数年間調査農家の酪農施設の新増設も活発

にすすめられた。⑨を除く5戸 が昭和50年 ～51年

に総合資金2000～3000万 円を借 りて牛舎を新築し、

この時パイプライン、バーンクリーナーを設置 し

ている。バルククーラーは⑨、⑩が昭和50年 に第
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表6パ イ ロ ッ ト ・フ ァー ム調 査 農 家 の 概 況

農 家 番 号 9
11・ 1111 12 1131 14

交換分合前の所有地 (hα) 116 52 53 49 45 58

(うち耕地) (〃) (60) (50) (38) (38) (40) (36)

交換分合で失った土地 (〃) 56 10 15 15 9 12

交換分合で取得した土地 (〃) 34 11 35 24 13 8

交換分合後の所有地 (〃) 95 53 73 58 49 54

(うち耕地) (〃) (70) (50) (55) (45) (48) (38)

ご 虞
コーパ")

(〃)

(〃)

40

30

一

35

15

一

39

10

6

16(16)
10

20

35(3)

11

2

26

12

現在の乳牛(搾 乳牛) (頭) 145(65) 104(50) 75(38) 140(40) 95(40) 100(52)

昭 和54年 の年間乳量 (ト ン) 357 330 215 280 ? 260

昭和55年の年間乳量 (〃) 385 320 235 250 200 290

搾乳牛1頭 当たり乳量 (〃) 6.1 6.4 62 6.2 5.0 5.8

a生 乳販売収入 (万円) 3600 2800 2100 2200 1600 2500

経b個 体販売収入 (〃) 800 1100 500 1000 700 500

護 ・ 農 業 支 出 (〃) 3600 2600 2000 2300 1500 2600

支dう ち飼料費 (〃) 1200 1100 600 950 380 900

禽 ・ うち支払利息 (〃) 129 178 223 358 403 197

551乏 (%) 100 93 95 105 94 104v%
(〃) 33 40 29 43 24 36

2次 構造改善事業により、他の4戸 は52年 に公団

事業によって設置 している。⑨、⑫がそれぞれ55

年、54年 に育成牛舎を新増設している。 さらに52

～54年 に⑩、⑫、⑭が自給飼料対策事業によって

スチールサイロを設置 している。以上のような農

業機械 ・酪農施設の導入 ・設置については補助事

業 も多いが、これらの自己負担分を含め投資の多

くは借入金に依存 しているので、負債額は増加 し

ている。

つぎに乳牛飼養についてみると、飼養頭数は農

家ごとにかなりの相違がある。⑨は乳牛頭数145

頭、うち搾乳牛65頭 であり、飼養規模が もっとも

大きいが、耕地面積が70hoで あり、「耕地1haに 対

し搾乳牛1頭 」というこの地域の基準か らみると、

耕地面積に余裕がある。⑩は耕地50haに 対 し搾乳

牛50頭 であり、耕地面積 と飼養頭数がほぼマッチ

している。⑪、⑫、⑬は交換分合によって耕地面

積が拡大 したが、搾乳牛頭数はまだ40頭 前後なの

で、耕地面積に余裕がある。なお⑫は借入地が16

haあ るが、借入地はいつ返さなければな らないか

わか らず飼料基盤としては不安定なので、現在搾

乳牛は増加せず、育成牛の多頭飼養でこれに対応

している。農家⑭は交換分合によって耕地面積が

減少 したので、耕地面積38hoに 対 し搾乳牛52頭 と、

耕地不足の状態にある。

搾乳牛頭数に相違があるので年間生産乳量も農

家ごとにかなりの相違があり、昭和55年 について

みると、最 も少ないのは⑬の200ト ン、最も多い

のは⑨の385ト ンである。また年間乳量を搾乳牛

頭数で割 った搾乳牛1頭 当たり乳量についてみ る

と、⑨、⑩、⑪、⑫は6000kgを上まわる水準にあ

り、⑬は5000kg、 ⑭が5800kgで ある。

つぎは経済収支である。パイロット・ファーム

農協の決算期は11月末であるので、表6で は 「農
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協組合員勘定」により、昭和54年12月 ～55年11月

の1年 間の収支を示 してある(個 体販売収入にっ

いては調査農家からのききとりによる㌔これをみ

てまず気がつくのは生乳販売収入に対 して農業支

出がきわめて大きいことである。調査農家6戸 の

うち農業支出が生乳販売収入より小さいのは3戸

にすぎず(⑩ 、⑪、⑬)、しか もこれ らにおいても

生乳販売収入と農業支出との差が100万 円ないし

200万 円しかない。他の3戸 のうち⑨は生乳販売

収入と農業支出とが同額、⑫、⑭は農業支出が生

乳販売収入を100万 円ほど上まわっている。いず

れにしてもさきにみた新酪農村入植農家の経済収

支に比較 して大きな相違があるが、その原因は何

か。これに関 し農業支出の内訳をみると、新酪農

村調査農家に比較 してまず第1に 飼料費の高いこ

とが目につく。すなわち乳飼率(生 乳販売収入に

対する飼料費の割合)を 算出 してみると、新酪農

村調査農家では7戸 のうち4戸 が25%前 後、他の

3戸 が30%を 若干上まわる状態であったが、パ イ

ロット・ファーム調査農家では6戸 のうち24%が

1戸 、その他はそれぞれ29%、33%、36%、40%、

43%と 高い乳飼率を示 している。 これはパ イロッ

ト・ファーム調査農家の飼料給与量が多いという

のではなく、55年 における飼料値上がりを反映す

るものである。

新酪農村に比較 していま一つの特徴は支払利息

の大きいことであり、パ イロット・ファーム調査

農家の支払利息はもっとも小さい①で129万 円、

大きくは⑫の358万 円、⑬の403万 円に達 してい

る。新酪農村では前述のように公団事業費の農家

負担分が未確定で、機械 ・施設投資がまだ農家負

債として計上されていないので支払利息は小さか

ったが、パイロット・ファームにおいてはこの数

年間の旺盛な機械 ・施設投資がそのまま多額の負

債となっているからであり、たとえば支 払 利 息

358万 円の農家⑫の負債残高は7500万 円、支払利

息403万 円の農家⑬の負債残高は5500万 円と推定

される。

調査農家は生乳販売収入のほかに個体販売収入

が少なくて500万 円、多 くは1100万 円あるので、

生乳販売収入と農業支出とが トントンかあるいは

赤字であっても、この個体販売収入によって家計

費をまかない負債償還にも努力している。しかし

今年度は乳価が3年 据え置きであり、個体の販売

価格 も暴落 しているので、経済収支の悪化は避け

られないのが現状である(た とえばスモールは昭

和55年春の8万 円か ら秋の4万 円へ、初妊牛は同

じく春の55万 円か ら秋の40万 円へ暴落 している)。

む す び

以上われわれは 「新酪農村」建設事業、交換分

合事業の展開過程と、酪農経営の現状について、

その実態を考察 したが、その結果を要約 し若干の

問題点を指摘 しておこう。

「新酪農村」は原野 ・山林を開発 して建売牧場

を創設 した事業であり、交換分合はこの建売牧場

へ移転 した農家の跡地や離農跡地を土地フォン ド

として残留農家の耕地集団化と規模拡大をおこな

った事業であるが、 「新酪農村」建設事業におい

ては主として未墾地(私 有地が多い)が 、交換分

合事業においては主として農地がそれぞれ農地保

有合理化促進事業によって先行取得 された。そし

てこの先行取得によっては じめて広大な土地の取

得、開発、配分が計画的に実施できたものと考え

られる。またこれと同時に先行取得による地価抑

制の役割 も注目される。たとえば 「新酪農村」建

設事業が実施された時期、北海道の畑地価格、林

地価格は表7に 示すように暴騰していたが、この
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表7北 海道における地価指数

田 畑 山林(用 材) 山林(薪 炭)

昭46 2,481 2,388 4,139 3,519

47 2,364 2,307 4,040 3,469

48 1,722 1,756 1,443 1,455

49 1,448 1,504 0,941 0,901

50 1,267 1,255 1,017 0,994

51 1,126 1,633 1,014 1,009

52 1,000 1,000 1,000 1,000

注)日 本不動産研究所 「田畑価格及び小作料調べ 」、

「山林素地及び山元立木調べ」によ り作成。

ような情勢のもとで、「新酪農村」では先行取得の

4年 間に同一価格(10ア ール当たり8万 円)で 買

収 した土地フォンドがあったので、入植年度の早

い遅いにかかわらず、ほぼ10ア ール当たり12万円

の基準価格で新酪農村入植者に農地を売 り渡す こ

とができたのである。

また交換分合についてみると、パイロット・ファ

ーム地区では昭和54年 に交換分合による農地の再

配分が確定 したが(権 利者大会}ζおいて)、 こ の

時点におけるこの地区の農地価格水準はおよそ10

アール当たり60万円であった(離 農跡地1こついて

の農業委員会の指導価格)。しかし交換分合で移動

した農地の価格は、先行取得した時の価格を基礎

にして決められたので、これよりはるかに低い44

万5千 円であった。いずれも事業実施前の4～5

年間に土地を先行取得 しておいたことの成果であ

る。ところで昭和55年7月 に農林水産省構造改善

局長通達 「農地保有合理化法人による未墾地等の

取得、管理及び売渡 しについて」が出されたが、

これによると、農業開発公社により 「開発整備 し

て農用地等 とすることが適当な土地(未 墾地)の

取得は原則として各種事業の着工年度、または調

査の実施最終年度の第3・ 四半期以降」と定めら

れた。すなわち各種開発事業の対象用地の取得は

事業開始の半年前以降に、事業実施地区内である

ことを確認のうえ取得することとされたのである

が、われわれの調査が示すように土地の先行取得

はこれ らの土地をより早い時期に無利子資金の取

得でおこなわれることで、その十分な成果を発揮

することができるのであり、このような通達の一

律的な制限は農地取得の途をせばめる措置にな ら

ないのであろうか。

次は酪農の経営問題である。「新酪農村」の酪農

規模は耕地50ho、 乳牛68頭(う ち搾乳牛50頭)を

計画目標としていたが、入植年次の早 い酪農家は

すでにこの目標に到達 したり、あるいはこの目標

をオーバーしている。また交換分合実施農家 も耕

地の集団化と同時に耕地規模を拡大し、「新酪農」

移転農家と同一の規模に到達 している農家も多い。

ところで 「新酪農村」あるいは交換分合の計画は、

このような規模の大型化によって生乳生産量は飛

躍的に増加 し、これにともなって生乳の生産コス

トは下がり、その結果経済的にも十分採算がとれ

ることになっていた。 しかしおよそ昭和53年 か ら

牛乳 「過剰」時代を迎え、生乳生産の制限、乳価

の据え置きがおこなわれ、他方、飼料、農機具な

ど生産資財が高騰し、この地域の酪農経営はきわ

めて厳 しい状態におかれている。これに関 し生乳

の生産制限についてみてみよう。昭和55年 におけ

る別海農協の生乳生産量は54年実績の9.6%増 に
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制限されたが、これに対する酪農家の対応はどう

であったか。「新酪農村」に早 く入植 した酪農家は

54年時点で乳牛頭数、したが って生産乳量は計画

目標あるいはこれを越える水準に到達 していたの

で、55年 の生産乳量は制限の有無にかかわらず、

ほぼ前年並みに落ちついた。他方、入植の遅い酪

農家はまだ計画目標には到達 していないので、55

年 も生産制限を気にしなが ら、 しぼれるだけしぼ

った、というのが実情である。その結果農協全体

としてはほぼ生産制限内の乳量にとどまったが、

こんご生産制限が維持 ・強化された場合 これへの

対応は困難になるものと予想される。

また酪農情勢の変化にともなって酪農の経済収

支 も急激に悪化 しており、このままで推移するな

らば多額の負債が重圧となり、毎年の負債償還が

不可能となるのは必至である。 したがって現地で

は 「新酪農村」入植農家あるいは交換分合実施農

家とも、総合資金、自作農維持資金など低利長期

資金の融資枠拡大を望む声が強く、抜本的な負債

対策が必要である。

さらに生乳 「過剰」への対応として、これまで

の生乳生産専門の酪農経営を反省 し、おす子牛の

肥育をつけ加えた、いわゆる乳肉複合経営への志

向 も検討されているが、その実現のためには、育

成牧場の新設や肉畜の流通体制の確立などが必要

となって くる。いずれにして も現地の酪農経営は

現在きわめて先行き不安な状態に置かれており、

これに対 し適切な対応策が講 じられないと、せ っ

か く実現 した近代的大型酪農 も定着することが困

難になるものと考えられる。

(北海道拓殖短期大学教授)

一114一


