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松本盆地の酪農業における公共育成牧場の役割

若本　啓子

I　はじめに

　長野県の火山山麓や高原には，広大な放牧地が

多数存在する。第二次世界大戦以前は軍馬生産に

利用されていたこれら放牧地は，1960年代以降公

共育成牧場として政策的に整備された。公共育成

牧場は，周辺地域の酪農家や肉牛農家の素牛を預

託育成し，畜産経営の集約化に寄与してきた。し一

かしながら毎年一部の牧場が入牧頭数の減少によ

る休牧・廃止に追い込まれてきた1）。藤沢2）は，

牧場の廃止や事業転換の要因として，畜産経営の

規模や成熟度，公共育成牧場と他の預託事業体と

の競合，牧場運営の技術的問題，畜産物および飼

料の価格変動などを指摘した。このような中で梨

木ら3〕は，既存牧場の活性化を試み，計量的手法

により1971～1981年における全国の継続・新設・

再開牧場の特徴を整理した。また福重ら4）は，牧

場利用農家の追跡調査に基づいて，放牧牛群の高

い能力と強健性を報告し，牧場利用の経済効果を

明示した。

　公共育成牧場の新たな発達段階を展望すること

は，牛肉の輸入自由化によって畜産経営の収益性

が悪化している今日，．ますます必要である・その

ためにはまず，牧場運営と畜産経営の双方の分析

を通じ，公共育成牧場が地域の畜産業に果たして

いる役割を明らかにせねばならない。長野県の公

共育成牧場の特徴は，放牧地に関する従来の研究

で多く取り上げられた北上山地や阿蘇地方に比し

て，乳牛の入牧頭数が多いことである。そこで本

稿は，戦前から周辺大規模牧場での乳牛の放牧慣

行がみられる長野県松本盆地5）において，酪農経

営による公共育成牧場利用の今日的意義を提示す

ることに研究の主眼をおいた。

皿　松本地域における公共育成牧場の立地特性

　長野県における公営・私営の放牧場は，明治期

以降政府の馬産奨励を受けて，入会地や村有地，

国有地に次々と開設された。！930年9月に農林省

が実施した牧野調査6）によれば，県下53放牧場の

地域別開設数は，佐久地域の16，木曽地域の14が

群を抜き，松本地域は5牧場であった。牛馬放牧

頭数を地域別に集計すると，牛の放牧頭数では佐

久。上小・松本の上位3地域の合計が県の86％を

占め，上小・松本の両地域では牛が馬の放牧頭数

を上回っていた。当時の放牧場には，長野市や松

本市，遠くは東京都や埼玉県の搾乳業者7）の乳牛

が預託されていたと推察される。

　！992年現在の長野県の公共育j戎牧場は，市町村，

経済連，農協，牧野組合，農事組合法人などが運

営する77牧場で，乳牛3，622頭，肉牛1，906頭，緬

羊507頭が放牧されている。第1図には，所在地

不明の1牧場を除く76牧場の分布を示した。牧場

は県境に近い高原や山間部に多く分布し，88％の

牧場が標高1，000m以上に放牧地を有する。長野

県統計書および前述の牧野調査によって1930年以

前の開設が確認された牧場は，32％にあたる25牧

場にのぼる。それらは佐久地域に集申的に分布し，

また大規模牧場に特に多くみられる。

　松本地域の牧場に注目すると，乳牛が入牧する

牧場は，明治期に開設された美ケ原牧場と乗鞍牧
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第1図　長野県における公共育成牧場の分布

　　　　（1992年）

　　　　　　（長野県『長野の畜産』より作成）

1）大規模：牧場面積100ha以上

　中規模：牧場面積50～99ha

　小規模：牧場面積50ha未満

2）放牧畜種は，ユ992年現在の入牧頭数の多いもの

　を示した。

牧場名

1美ヶ原牧場　2高ボッチ牧場　3乗鞍牧場

4東山牧場　5経済連八ヶ岳牧場

6菅平牧場　7三岳牧場　8八方尾根牧場

9紙すき牧場

場，戦後開設の高ボッチ牧場と東山牧場である。

4牧場は酪農家の多い松本市西部や梓川村から15

～30km離れた奥山牧場である。これらが，乳牛

入牧頭数の多い佐久・上／」い北安曇・長野の各地

域の牧場と異なる点は，国道沿線から離れている

ことと，乗鞍牧場以外は観光事業との兼業を行わ

ない点である。肉牛が入牧する牧場は，奈川村に

集中立地している。奈川村の牧場の大半は利用集

落から！～3k㎜の里山にあり，木曽馬の放牧が

さかんであった隣村の開田村の牧場と同様の立地

傾向を示す。

　松本地域では，198卜1992年の期間に乳牛飼養

頭数が8．8％減少したのに対し，公共育成牧場の

乳牛入牧頭数は39．6％と地域別で最も大きく減少

した。この事実は，松本地域の酪農経営による地

域内の牧場利用が，1980年以降絶対的に減少して

いることを示唆する。一方で松本地域の一部の酪

農経営は，南牧村の経済連八ヶ岳牧場，三岳村の

三岳牧場，白馬村の八方尾根牧場など，他地域の

遠隔な牧場に乳牛を入牧させている8）。以上のこ

とをふまえ次章では，松本盆地からの入牧頭数の

多い美ケ原牧場と高ボッチ牧場を取り上げ，牧場

運営と利用農家の地域的範囲を明らかにする。

皿　公共育成牧場の運営と入牧圏

　　一美ヶ原牧場と高ボッチ牧場の事例一

　皿一1　美ケ原牧場の運當と入牧圏

　松本市の東約12kmに位置する美ケ原山麓では，

明治初年より地元入山辺村（現松本市）の農家が

牛馬を放牧していた。牧場としての整備は，！900

年に里山辺村（現松本市）の小岩井品三郎が現在

の三城牧区付近に松本盆地の牛馬を放牧して以

来，徐々になされていった。！9ユ7年からは山頂部

の国有林で，1972年には焼山地区でも放牧が開始

された。その結果，現在美ケ原牧場畜産農業協同

組合（以下美ケ原牧場畜産農協と略す）が運営す

る美ケ原牧場は，標高！，900～2，O00mの頂上4牧

区，1，800～1，900mの焼山牧区，ユ，400～1，500㎜

の三城牧区からなる。このように放牧地が階段状

に配置されている例は，日本では非常に稀であ

る9）。牧場面積444haは県下第5位，入牧頭数は

経済連八ヶ岳牧場，菅平牧場と例年県下1・2位

を争う。最近の草地更新は1978～1982年に，のべ

193．1haで行われた。1haあたりの入牧頭数10）は

1992年が2．90頭，ユ993年が2．54頭であった。入牧
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は三城牧区で5月半ば，その他の牧区で6月！日

から行われ，下牧は全牧区とも10月半ばまでであ

る。三城牧区はダニが発生しやすいため，6月以

降は5月に入牧した乳牛を頂上の牧区に移動さ

せ，肉牛の専用牧区とする。焼山牧区には肉用黒

毛和種の種雄牛が3頭放牧されており，乳牛との

自然交配（まき牛）が行われている。生後1年未

満の子牛と妊娠牛とが頂上の牧区に放牧される。

頂上の4牧区には利用農家の地域別に乳牛が振り

分けられ，牧区内を2つに区切り10～15日ごとに

輸換放牧が行われている。放牧期間申，松本市入

山辺在住の2名の職員が頂上の管理事務所に常駐

し，土・日曜日には美ケ原牧場畜産農協の理事が

交替で職員に代わり看視にあたる。美ケ原牧場の

放牧料金は，三城と頂上の両牧区が工日1頭あた

り310円，焼山牧区が同510円で，入山料は1頭あ

たり1，OOO円と，松本地域の牧場の中では最高で

ある。これは牧場経営が独立採算制であること

と，363haの国有林の借地料が年間230万円（1993

年）もかかるためである。

　第2図には，1992年度の美ケ原牧場の入牧圏を

示した。美ケ原牧場畜産農協の管轄地域は，松本

市，塩尻市，東筑摩郡！0ヶ町村である。それに対

して入牧圏は管轄外の南安曇郡を包含し，乳牛飼

養の希薄な塩尻市を除く松本盆地を覆っているほ

か，50km以上離れた下伊那郡，100km以上離れ

た群馬県安中市にまで及んでいる。このような遠

隔地域からの入牧1／）は，前章で述べた松本地域

の酪農経営による利用の減少を補填するためのも

のと思われる。南安曇郡ではあづみ農業協同組合

と南信酪農業協同組合（以下南信酪農協と略す），

下伊那郡では南信酪農協，安中市では碓氷安中農

業協同組合が利用農家をまとめている。入牧頭数

の内訳は，組合員利用が51．4％，組合員外利用が

48．6％と，後者が前者と互角の規模にある。また

松本盆地からの入牧頭数の比率は，全体の7！．2％

堀宰村・一・一・

三鰯村

・へ　　蚕
梓川村

）

に
ノ

→ψ血県界　　。～国遭および
　　　　　　　　牧場への連絡道
一一幽市郡界

一’一町村界　〆（河川

　　　1日町村界

　　　　　　　　　第2図美ヶ原牧場の入牧圏（1992年）

　　　　　　　　　　　（松本ハイランド農業協同組合資料より作成）

注）松本盆地内部については農業集落ごとに，その他は市町村ごとに入牧頭数を示した。

一57一



に達する。管轄地域の本城・坂北・麻績・坂井の

4村からは，美ケ原牧場への入牧頭数と同等の規

模の乳牛が，白馬村の八方尾根牧場に預託されて

いる。農業集落別でみると，入牧牛は松本市の和

田・新村・島内，梓川村の倭など平坦な水田地帯

に高い密度で分布するほか，扇状地上の畑作地帯

である松本市今井や波田町，穂高町にも預託頭数

の多い集落がみられる。入牧牛は，利用農家自身

あるいは利用農家に委託された総合農協や業者に

よって，有料の美ケ原林道を通って牧場まで輸送

される。

　皿一2　高ボッチ牧場の運営と入牧圏

　松本盆地と諏訪盆地を隔てる鉢伏山地の，標高

1，664mの高ボッチ山は，江戸期より片丘村（現

塩尻市）の農民の採草地であった。山では1950年

頃より片丘村の乳牛の放牧が開始され，1964年に

現在位置に片丘農業協同組合の高ボッチ牧場が開

設された。農協の合併後は塩尻市農業協同組合

（以下塩尻市農協と略す）が管理運営を行ってい

る。塩尻市所有の牧場用地60haの借地料は，年

間合計2万円である。

　高ボッチ牧場（写真ユ）は1牧区からなり，乳

牛と一部の区画で緬羊が放牧されている。輸換放

牧ならびに種雄牛による自然交配は行われていな

い。最近の草地更新は1985～1988年にかけて行わ

れた。1haあたりの入牧頭数はユ992年が2．57頭，

1993年が3．24頭で，1993年には牧草が少なくなり

閉牧が20日間早まった。開牧期間は5月25日前後

から10月下旬までで，期間中塩尻市農協の元職員

1名が牧場内の管理棟に常駐している。

　高ボッチ牧場の放牧料金は，1日！頭あたり

270円，入山料が1頭あたり300円で，松本地域で

は美ケ原牧場に次ぐ価格である。塩尻市農協は放

牧事業の一環として，独自の活動を3つ行ってい

る。第1は，利用農家の都合を優先したフレキシ

ブルな入牧・下牧体制をとり，短期放牧の牛を受

け入れることによって入牧頭数を増加させている

ことである。2つめは，地方競馬全国協会の半額

補助を受けて，放牧期間に計6回のダニ駆除を

行っていることである。塩尻市農協は4～5年前

まで殺虫剤を空中散布していたが，より効果的な

牛体への薬の塗布に切り換えた（写真2）。利用

農家はダニ駆除料として期間中1頭あたり500円

を納める。第3は，閉牧後に全入牧牛の増体成績

一覧表を，利用農家へ送付することである。以上

の3点は，入牧頭数が100頭前後の中規模牧場の

写真1 高ボッチ牧場の景観（1993年7月3
日撮影）

　牧草地と背後にみえる松本盆地との標

高差は約1，OOO㎜である。牧草はチモシー

が主体で，オーチャードグラス，ケンタッ

キーブルーグラスなどと混播されてい

る。

写真2 高ボッチ牧場における放牧牛のダニ

駆除（1993年7月3日撮影）

　追込み柵に集めた牛の背中に，体重

ユO㎏あたり1m1の割合で，液状の薬を

塗布しているところ。
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利をよく生かしており，利用農家と管理主体との

信頼関係の礎となっている。

　第3図は，1988年度と1992年度の高ボッチ牧場

の入牧圏を示したものである。入牧圏は梓川右岸

の松本盆地から鉢伏山地の山麓部に至る範囲にほ

ぼ限られる。入牧牛の輸送は，通常利用農家自身

によって行われ，塩尻市農協管内の一部の入牧牛

が農協の車で運ばれる。松本盆地からの入牧頭数

の比率は，1988年が69．2％，1992年が78，6％であっ

た。塩尻市農協組合員による塩尻市片丘からの入

牧は，1988年には全入牧頭数の半数を占めていた

が，利用農家の酪農経営中止により1992年には

8．3％にまで落ち込んでいる。この減少分は，管

轄地域外の松本市和田・新村両地区，およびさら

に遠隔な梓川村，四賀村からの入牧によって補填

された。とりわけ松本市内からの入牧頭数は1988

年から1993年までに4倍以上に増大しており，そ

の要因については，次章において考察したい。

　2牧場の運営および入牧圏をまとめると，以下

のごとくである。両牧場はともに，管轄地域外の

牛を積極的に受け入れることによって，管轄地域

からの入牧頭数の減少に対処した。その結果，申

規模な高ボッチ牧場の入牧圏は自地域完結型から

周辺地域補完型へ，大規模な美ケ原牧場のそれは，

広域型から多核型へと変化した。非組合員の利用

農家を吸引する経営要素は，美ケ原牧場において

は，牧場専門農協が管理する広く整備された牧区

と，受胎率の高い自然交配，高ボッチ牧場におい

てはフレキシブルできめ細かな牛群管理と低めの

料金設定であると考えられる。

M　酪農経営における公共育成牧場利用の意義

　35　　20（頭）

②1988年

㊧1992年

．々勢・

∫’

高ボッチ牧場

岡耐

第3図　高ボッチ牧場の入牧圏（1988年と
　　　　！992年）

　　　　　（塩尻市農業協同組合資料より作成）

注および入牧頭数以外の凡例は第2図に同じ。

　M－1　利周牧場の選択

　松本盆地の酪農経営はいかなる理由に基づき，

美ケ原牧場，高ボッチ牧場，その他の公共育成牧

場を選択し利用しているのであろうか。筆者は，

前章でみた美ケ原牧場と高ボッチ牧場の入牧圏の

中心部および周辺部において農家を選定し，！994

年6月27日～7月2日に調査票を用いた面接調査

を実施した。調査農家は梓川右岸水田地帯（松本

市和田。新村・島内）の10戸，烏川扇状地（堀金

村，穂高町）の2戸，黒沢川扇状地（三郷村）の

2戸，高瀬川右岸水田地帯（穂高町）の1戸の，

計15戸である。戦前に酪農を開始した農家が3

戸，戦後1955年までに開始した農家が9戸と，調

査農家の酪農経営の歴史は長い。

　第4図には，調査農家と利用牧場およびそこへ

の入牧頭数（1994年）を示した。1992年に牧場利

用を中止した1戸を除き，！4戸が7牧場へ計145

頭を入牧させている。調査農家の80％は，飼養す

る未経産牛の半数以上を入牧させている。梓川右

岸水田地帯の調査農家は，美ケ原牧場の利用者と

高ボッチ牧場の利用者とにほぼ二分される。これ

とは対照的に黒沢川・烏川の両扇状地の調査農家

は，東山12）・乗鞍・八方尾根（白馬村）・紙す

き（小谷村）の各牧場と，場合によっては美ケ原・

一59一



八方尾根牧場

　　、ミ
　　ベ

　　““

　　¢
穂高町ミ

！㌶三鮒

　　　　　3　8　16（頭）

　◎　調査農家　ull，川1H山麓線

一・一市町村界

　乞
　ち・

う　　　レ〈
“、・イー．

　　　　　　　　　美ケ扇牧場

　　　／恥ギい川

㍉ぐ　い
／＼■

　　　　／

．べ

第4図 調査農家の利用牧場とその入牧頭数（1994年）

　　　　　　　　　　　　（現地調査より作成）

高ボッチの両牧場よりも遠隔な牧場を利用してい

る。また2牧場を併用する農家は，梓川右岸水田

地帯以外の調査農家に集中する。最も遠距離な牧

場利用は，高瀬川右岸水田地帯の農家による三岳

牧場（三岳村）の利用である。

　公共育成牧場の利用目的として，14戸中12戸が

「育成牛の四肢の強化」を挙げた。同様に牛の能

力向上や強健性を意図して，1～2戸が「良質な

粗飼料の確保」，「育成牛の反趨胃の強化」，「牛群

の乳量増加」，「受胎率の向上」，「牛群の耐用年数

の延長」と回答した。また育成費用の削減を意図

した回答では，「飼養労働の省力化」が4戸と多く，

以下「牛床不足の解消」が2戸，「購入飼料費の

節減」が1戸であった。調査農家はこれらの目的

を達成できない牧場の利用を中止し，現在の牧場

利用に至っている。そこで調査農家を，美ケ原牧

場のみを利用する農家，高ボッチ牧場の利用農家，

その他の牧場の利用農家の3グループに分けて，

第1表に牧場の選択理由を掲げた。

　選択理由をみると，牧場の評価点が美ケ原牧場

のみを利用する農家グループと，他の2つの農家

グループとで異なることがわかる。美ケ原牧場の

一60一



第ユ表調査農家による利用牧場の選択理由

（単位：戸）

美ヶ原牧場 高ボッチ牧場 その他の牧場

牧場の選択理由
のみの の の

利用農家 利用農家 利用農家

（n・4） （n・4） （n・6）

利用農家の 自宅から近い 3 4
傾人的要因 長年利用している 2 2

牧場農協の役員である 2
半額補助を受けられる 1

牧場の 牧区が広い ユ ユ

自然的条件 標高が高く平坦である ユ

起伏がある 1

牧場の 料金が安い 2 3
管理運営 看視が行き屈いている 2 4

事故が少ない ユ 2
草地が良好である 2 ユ

自然交配を行っている 1 3
ダニ駆除を行っている 1
入・下牧が自由である 2 1

（現地調査より作成）

利用者は，「長年利用している」，「牧場農協の役

員である」など，牧場の組合員であることを利用

動機とし，また牧場の自然的条件を高く評価して

いる。「半額補助を受けられる」という理由は，

松本ハイランド農業協同組合（以下松本ハイラン

ド農協と略す）を通じて生乳を出荷している農

家13）にみられた。松本ハイランド農協は，1992

～1996年度までの国の地域畜産活性化対策事業に

参加しており，美ケ原牧場の利用をこの事業によ

る補助の対象としている。したがって，松本ハイ

ランド農協への生乳出荷者は美ケ原牧場を半額で

利用できるが，上記の事業に参加していない南信

酪農協を通じて生乳を出荷している調査農家は，

正規の料金で利用している。かかる利用料金の地

域内不平等は，調査農家の牧場選択に大きく作用

している。

　美ケ原牧場のみを利用する調査農家は，過去に

高ボッチ牧場，乗鞍牧場，奈川村の牧場を利用し

ていた。利用を中止した理由は高ボッチ牧場につ

いてのみ回答が得られ，「牧区が狭い」，「期待し

た育成効果が得られない」，「放牧中に補助飼料（ふ

すま）が給与された」が挙げられた。

　次に高ボッチ牧場の選択理由をみよう。利用農

家4戸は，美ケ原牧場の利用に補助を受けられな

い南信酪農協の組合員で，飼料生産の共同作業を

行う和田酪農機械利用組合のメンバーでもある。

高ボッチ牧場に対する評価点は，自宅からの近接

性と，利用料金，草地管理，看視体制などの牧場

運営に集中している。4戸から美ケ原牧場までは，

渋滞する松本市街を経由し1．ト2時間かかるの

に対し，高ボッチ牧場までは1時間で到達でき

るユ4）。またうち1戸の世帯員が塩尻市農協の高

ボッチ牧場担当職員であることから，4戸は牧場

運営の詳細な情報を入手することができた。この

グループによる他の牧場の利用中止をみると，3

戸が「自宅から遠い」，「利用料金が高い」，「事故
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が発生した」を理由に，1992年と1993年に美ケ原

牧場の利用を中止した。また1戸が「管理人が不

在」として1992年に奈川村の牧場の利用を，別の

1戸が「期待した育成効果が得られない」，「コス

ト高になる」として，1982～1983年頃に北海道池

田町の牧場の利用を，それぞれ中止した。

　最後に，その他の牧場の利用農家は，自宅から

の近接性と，利用料金，自然交配，看視体制など

の牧場運営を高く評価している。このグループの

うち4戸が，「自宅から遠い」と「利用料金が高い」

を理由に，入牧牛の輸送に2時間前後を要する美

ケ原牧場の利用を中止し，片道1～！．5時間の行

程である現在の牧場利用に絞った。1頭あたりの

放牧料金は，1993年現在乗鞍牧場が200円／日，

東山牧場が150円／日，八方尾根牧場が250円／日

と相対的に安価である。看視体制の評価は，管理

人が優秀であることと同時に，入牧頭数が限られ

ているこれら牧場では，利用農家と管理人との信

頼関係が強固であることを示す。黒毛和種の種雄

牛による自然交配は，東山・八方尾根・三岳の各

牧場で行われている。

　以上のように，調査農家は牛の強健性や産乳能

力を向上させるために，良好な放牧環境，熟練管

理人による看視，受胎率の高い自然交配を求めて，

利用牧場を選択している。同時に，美ケ原牧場か

ら他の牧場への利用転換にみられるように，牧場

までの距離と利用料金が無視できない選択理由と

なっている。

　V－2　牧場利用の意義

　本節では，牧場利用の動機となる調査農家の経

営内部条件を手がかりに，松本盆地の酪農経営に

おける牧場利用の意義を明らかにする。第2表に

は，調査農家の農業経営の概要を示した。調査農

家は，飼養頭数40頭未満の中規模酪農経営4戸と

大規模酪農経営11戸からなる。専業農家は15戸中

u戸と多く，また全農家が酪農従事者を2人以上

有している。30歳代の経営主，あるいは20歳代の

酪農従事者のいる農家は半数以上の8戸に及ぶこ

とからも，調査農家は松本盆地における中核的酪

農経営集団といえる。

　前節で述べたとおり，調査農家は牧場利用に

よって「飼養労働の省力化」や「牛床不足の解消」

を図ろうとしている。第2表によれば，調査農家

の複合部門で最も多いものは水稲作である。水稲

の反収が例年600～650㎏と全国のトップレベル

を誇る本地域では，水稲作は酪農収入には及ばな

いものの経営の安全弁であり，かつ敷料や飼料に

なる稲藁確保の重要な手段である。しかしながら

200a以上を栽培する調査農家では，繁忙期に過重

な労働投下を強いられると推察される。

　水稲非栽培農家では野菜や果樹が栽培されるほ

か，農家番号4の農家は肥育素牛の育成と緬羊の

飼育，5の農家は肉牛の肥育を行っている。肉牛

の肥育や育成を組み合わせた乳肉複合経営は，水

田地帯の調査農家に隈り5戸で行われている。

！991年4月の牛肉の輸入自由化後，酪農経営の副

産物である牡憤の販売価格は自由化以前の20～

25％に下落した。そのため調査農家では，初産の

牛には黒毛和種との交雑種（Fユ）を産ませ15），

さらに育成，肥育して生産子牛の付加価値を高め

ている。ユO年前より肥育素牛の育成を始めた農家

番号10の農家は，自家で生まれた子牛に加え，松

本市，波田町，山形村，南安曇郡の酪農家から生

後7～10日の乳用種や交雑種の子牛を買い上げ，

4ヶ月間育成している。この農家は過去に，美ケ

原牧場，高ボッチ牧場，三岳牧場を利用していた

が，経営主の父の引退により労働力不足に陥り，

1992年に乳牛の自家育成および公共育成牧場への

預託を完全に中止した。

　調査農家の酪農労働力は概して豊富であるが，

水稲作や肉牛経営などの複合部門への労働力投入

は，酪農部門における飼養労働を少なからず圧迫

する。また肥育牛は増体量を低下させぬよう舎飼

を基・本とするため，牛舎を増設しない限り酪農部

門の牛床不足を招く。したがって，松本盆地の酪

農経営が公共育成牧場を利用する意義の1つは，

利益を生じない育成牛を水稲作の繁忙期とも重な

る5～10月に放牧し，農業経営全体の収益性低下

や酪農部門の縮小を回避することである。
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第2表　調査農家の農業経営の概要（1994年）

農 乳牛 家族労働力 水稲 肉牛

家 飼養 経 そ 後 そ 雇 栽培 飼養 その他の 牛舎の

番 総頭数 営 の 継 の 用 面積 頭数 複合部門 移転

号 （頭） 主 妻 者 妻 父 母 者 （a） （頭）

1 74 03 03 ×6 06 V ○

河
2 66 05 05 △2 08 ×？ 100

3
川

65 03 ×？ 05 05 150 8 ○

流
4 60 X5 04 02 5 ○

域
5 49 03 03 X6 ×？ 4 46

水
6 48 03 06 06 13

7 43 04 04 X？ ×？ 250
田 O
地

8 42 04 04 2達O 5

帯
9 38 05 05 底3 底2 60 O

ユO 37 04 04 底2 X？ ×？ 06 73 62

1！ 33 05 05 △3 ×？ ×？ 215

扇
12 75 05 05 02 520 種雄1

状
13 64 05 05 02 290

地
14 6！ 04 03 07 ×6

15 34 03 05 05 f

○農業専従で酪農に従事

△酪農と農外就業

金農外就業のみ

×その他の農業にのみ従事，

　　あるいは就業せず

数字は世帯員の年齢を表す

（例）2：20歳代　3：30歳代

V：野菜

f：果樹

（現地調査より作成）

　また梓川右岸水田地帯の調査農家5戸は，宅地

からO．5～3km離れた場所へ牛舎を移転している

（第2表）。2戸は1975～！976年に第二次農業構

造改善事業で建設された和田地区の2つの酪農団

地に入居し，残る3戸も1971．1973．1983年に移

転を行った。このことは酪農経営め専業化のみな

らず，都市化による経営環境の悪化をも意味する。

公共育成牧場は，経営敷地の拡大が抑制される中

で牛床不足に悩む都市近郊水田地帯の酪農経営に

とって，さらに重要である。

　次に，牧場利用目的の「良質な粗飼料の確保」

および「購入飼料費の節減」について考察しよう。

育成牛は生後8ヵ月から初産2ヵ月前までは，粗

飼料のみで飼養できるとされているため，ここで

は調査農家における粗飼料調達（第5図）が問題

となる。調査農家における自給飼料生産は，作付

面積の20～90％に及ぶ借地に大きく依存してお

り，水田地帯と扇状地との間で著しい規模格差を

生じている。非作付農家を2戸含む水田地帯の調

査農家の平均飼料作付面積は206aと零細で，9戸

中6戸が多収穫作物のデントコーンを重点的に作

付けしている。一方扇状地では，水田地帯よりも

牧草作付比率が高い。農家番号14（写真3）の飼

料生産は，水田地帯の調査農家の飼料作付面積合

計を上回っている。牧草の種類は，水田地帯では

イネ科の単播牧草，扇状地ではイネ科とマメ科の
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農 飼料圃成牛！頭
家 の あたり 飼料作付面積 粗飼料による飼料充足率
番 借地率飼料作付
号 （％） （a） 0 5 10 1

5
20（ha） 0 50 ヱ00（％1

1 65．0 2．9

2 57．1 6，1 o
o　o 固デント｝ン 口自給粗飼料

河 3 88．8 8．8 o　　o
o　o 篭憶11㍍ダ ？

川
流

4 0．0 0．0

域 5 0，O 2，2 ？ 脇購入粗飼料

水 6 33．3 9．9

7 40．O 3．9

　　その他の鰯　　　飼料作物

田 o

地 8 0．0 0．0 ？は購入粗飼料か

帯 9 50．O 5．6 。
。

不明

■10 20，O 1．6

1
1

89．2 8．9 二
1
2

62．5 亘1．6
o

扇
状

1
3

90．0 22．0
。。。。。 o　o

o

地
14 82．6 4j．3

　oo　o　o 　oo　o　o
o

1
5

48，8 16．2 o
o
o

第5図 調査農家における粗飼料調達（ユ994年）

　　　　　　　　　　　　（現地調査より作成）

ヱ00（％）

9は購入粗飼料が

混播牧草が多くなっている。

　自給粗飼料および購入粗飼料ユ6）による飼料充

足率（TDN換算）17）に注目すると，調査農家が

飼養する搾乳牛の飼料需要は，例外的な事例を除

きその30～60％を稲藁を除く粗飼料によって満た

される。成牛ユ頭あたり飼料作付面積が10aを下

回る水田地帯では，調査農家の自給粗飼料による

充足率は，11戸中8戸が20％未満と非常に低い。

そのため各農家では，粗飼料の40～100％を購入

に依存している。扇状地では，4戸申3戸の成牛

1頭あたり飼料作付面積は，粗飼料を完全自給す

るために必要な30aには及ばないが，自給粗飼料

による充足率は水田地帯を大きく上回り，購入粗

飼料をほとんど要さない。

　最後に，調査農家の牛群の能力について述べる。

搾乳牛1頭あたりの年間生産乳量は，調査農家の

平均が7，944㎏で，9，000㎏台の農象が2戸，

8，OOO㎏台が8戸と，極めて高水準である。耐用

年数にかかわる平均産次は全戸2．3産以上で，4

産以上の農家が4戸もある。繁殖成績を示す搾乳

牛1頭あたりの分娩聞隔は，調査農家の平均が

13．3ヵ月と，1992年の関東・東山地方の平均13．6

カ月18）を下回り，13ヵ月未満の農家は5戸にの

ぼる。これらの数値は，育成期に放牧された調査

農家の牛群が，産乳・強健性・繁殖のいずれの面

でも高い能力を実現していることを明示してい

る。

　以上のように，松本盆地内部においても酪農経

営の牧場利用の意義には地域的差異が認められ

る。すなわち大規模河川流域水田地帯の酪農経営

は，育成牛の放牧によって，酪農との複合部門や

都市化による収益性悪化を回避するとともに，脆

弱な飼料生産基盤を優先的に搾乳牛の飼料充足に

あて，また高価な購入粗飼料によらずに育成牛の

粗飼料を確保している。黒測11と烏川の両扇状地

の酪農経営は，粗飼料の確保よりも育成牛の強健

性向上や複合部門との労働力競合の回避に，牧場

利用の積極的意義を見出している19）。

　松本盆地の酪農経営が利用する牧場のうち，美

ケ原・高ボッチ・乗鞍・東山・八方尾根の各牧場

への，1992年の入牧頭数を市町村別に集計し，

1992年の各市町村の乳牛飼養頭数に対する入牧頭

数の割合を求めた20）。梓川流域水田地帯では松

本市が約！5％，豊科町と梓川村が8～9％の入牧
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写真3　調査農家14における牛舎への搾乳牛

　　　　の追込み（！994年6月30日撮影）

　　　　　調査農家中，最も飼料生産基盤に恵ま

　　　　れているこの農家は，牛舎に隣接する

　　　　50aの運動場に，ほぼ毎日午前中に成牛

　　　　および育成牛を放牧している。放牧を積

　　　　極的に取り入れている経営の事例といえ

　　　　る。

率を示した。扇状地上の市町村の入牧率は，波田

町，穂高町，三郷村，堀金村が10～15％，山形村

と朝日村が7～8％であった。したがって，扇状

地の方が河川流域水田地帯より公共育成牧場の利

用度が高いといえる。これは，扇状地の酪農経営

において，上記に挙げた要因以外に，土地利用面

で競合する果樹および野菜栽培農家と同等の収益

を挙げ得るように，放牧によって牛群の高生産性

を維持する必要性が働いているためと思われる。

V　むすび

　長野県では長い歴史を有する多くの大規模・中

小規模牧場が放牧育成事業を維持している。本稿

では酪農経営による公共育成牧場利用の実態を通

じて，松本盆地の酪農業における公共育成牧場の

役割を検討した。

　松本盆地を取り巻く山地には，規模や開設年代

の異なる公共育成牧場が複数存在し，松本盆地に

おいて互いの入牧圏を重複させている。これらの

牧場は周辺農家からの入牧頭数の減少にともな

い，運営主体の管轄外の遠隔地域からも積極的に

預託牛を受け入れ，入牧圏を拡大させてきた。松

本盆地の調査農家は，試行錯誤的にいくつかの牧

場を利用し，利用目的を達成し得る牧場を選択し

ている。選択過程には，育成牛の健康面に直接か

かわる牧場の自然的条件，草地管理，看視体制と

ともに，牧場までの時間距離と利用料金が大きく

作用し，施設の充実している大規模牧場から中小

一規模牧場への利用転換を招いている。

　公共育成牧場が松本盆地の酪農業に果たす機能

は，以下のとおりである。公共育成牧場は高泌乳

でかつ強健な牛群の再生産に寄与している。都市

化が進展し，飼料生産基盤も脆弱な大規模河川流

域水田地帯では，それは複合部門への労働投下や

経営敷地の制約によって，酪農経営規模が縮小さ

れることを回避し，また安価な粗飼料を育成牛に

提供している。一方飼料生産基盤に恵まれた扇状

地では，それは酪農経営と複合部門との労働力競

合を軽減し，果樹および野菜栽培農家との土地利

用競合に耐える収益性の実現を促している。ただ，

複合部門の拡大や収益性の低下が，酪農経営の素

牛自家育成を中止させることも十分に予想され，

今後公共育成牧場が利用料金と距離の制約をいか

に克服するかを注視したい。

　現地調査および資糊又集に際しましては，美ケ原牧場畜産農協の内川佳子氏，塩尻市農協の渡辺　亘氏，

松本ハイランド農協の二木厚男氏，南信酪農協，あづみ農協奈川支所，松本市，穂高町，堀金村，三郷村

の酪農家の皆様方に，多大なご協力と温かい励ましのおことばをいただきました。本稿の作成にあたりま

しては，筑波大学地球科学系の奥野隆史先生，佐々木　博先生，斎藤　功先生，手塚　章先生に，終始ご

指導とご助言を賜りました。記して深く感謝申し上げます。
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