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秀則

その行動が、利己的なものなのか、
利他的なものなのか、定義を含めてその

の人の効用を生み出す利他につながるこ

区分や行き着く先について考えることが

とが説明されている。利己的な存在とし

ある。

ての人間は、市場を経済的進歩の原動

生物学の世界では、
「ある実在が自分

力として使ってきており、市場が提供す

を犠牲にして別の同様な実在の幸福を増

る取引機会と専門特化の機会を広範に

すようにふるまったとすればその実在は

活用することにより、経済的繁栄（利他）

利他的であるといわれる」
（リチャード・

が実現しているといえる。

ドーキンス『利己的な遺伝子』紀伊國屋

しかし、市場メカニズムは市場が関係

書店）と定義され、利己的行動にはこれ

する領域の拡大（あらゆる領域を市場メ

とは正反対の効果があることから、犠牲

カニズムに取り込む）にしか興味がない

の存在とその帰属が利己と利他の区分と

という大きな欠陥を有しており、公正や

なる。犠牲のないふるまいにより他の実

公平、参加や分配といった利他的な課

在の幸福が増大する、いわゆるウィンウィ

題にはあまり興味を示さない。市場の行

ンは生物学の世界でそれだけで研究の

き着くところとしてのグローバリズムに対

対象となる。

して、反グローバリズムが生じる理由と

自分自身の行動ではどうだろう？

利己と利他が反発するものなのか、融

ら反対方向にひと駅ほど乗車し、始発

合するものなのか、矛盾を一体どのよう

電車に着席して通勤の 30 数分を過ごし

に捉えればよいのだろうか？

ている。１つの車両に座席は 54 席、そ

もしかして、現場に根差した調査と研

のうち６席は優先席なので、48 席に４つ

究とは、矛盾の解消を目指すだけでなく、

のドアから整列乗車して着席するために

場合によっては矛盾を矛盾としてその理

は、それなりに状況を確認し対応するこ

解を掘り下げていくことかもしれない。

とが必要になる。

このように考えて、当総研の調査研究を

か？

効用は自分自身の読書時間の確

保や睡眠の補充という利己心を満たすた
この利己的な行動には、他の人の効用
を生むような利他性はなく、49 番目以降
の方は着席を諦めるか数分後に来る次の

か つ ま た

ひ ろ

み

勝又 博三

み そ

見渡すと、手前味噌かもしれないが妙に
納得感が生まれてきた。
この『ＪＣ総研レポート』は、協同組合
の区分を超えた連携組織である「日本協

めだけである。

代表理事理事長

も考えられる。

毎朝、職場に通うのに最寄りの駅か

なぜ毎日の通勤で、そこまでするの

ＪＣ総研

（利己）のための商売が、結果的には他

同組合連携機構」
（ＪＣＡ）への組織変
更に伴い、今号が最終号になります。
ＪＣＡにおいては、農林水産業や食料

列車を待つしかない
（優先席への着席は、

をはじめ地域におけるくらしや仕事につ

勇気を伴うのではないかと感じているの

いての調査研究活動を継承・発展させる

で、計算外）。整列乗車という社会秩序

予定にしております。研究成果の発表の

を遵守する枠組みのなかで、利己的な行

場や方法は変更になりますが、今後とも

動が許されている。

現場に根差した活動を行っていく所存で

経済の世界では、人間の利己的な行
動について、アダム・スミスの『国富論』

しっ た

すので、皆さまの叱咤と激励をお願いし
ます。

における「肉屋」の事例で、自分の利益
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場

所：ＪＣ総研 会議室

出席者：龍谷大学 教授 石田 正昭／滋賀県立大学 教授 増田 佳昭／福井県立大学 教授 北川 太一
ＪＡ全中 専務理事 比嘉 政浩／ＪＣ総研 主任研究員 西井 賢悟

ます だ

よしあき

増田 佳昭 氏
滋賀県立大学 教授

ひ が

いし だ

石田 正昭 氏

ＪＡ全中 専務理事

龍谷大学 教授

きたがわ

た いち

北 川 太一 氏
福井県立大学 教授
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まさひろ

比嘉 政 浩 氏

まさあき

にし い

けん ご

西 井 賢悟
ＪＣ総研 主任研究員
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事務局

本日は、農協改革やＪＡグループ自己改革につ

律に違反するので、政府は発案できない、万一発案して

きましてＪＡ全中の比嘉専務より現状のご報告をいただき、

きてもＪＡグループは訴訟で戦えという意見があります。

その後、ＪＡの現場に接する機会が多い先生方のご意見

准組合員利用規制の不当性を訴えようとされている意見と

をご拝聴したいという趣旨で、意見交換の場を設営させ

してありがたく思ってはいますが、訴訟で勝てるから大丈

ていただきました。 忌憚のないご意見をいただきたく、

夫だというのは違うと思います。他の法律に違反するよう

よろしくお願いいたします。

な案を出してくるわけがないと考えています。

き たん

ＪＡグループ自己改革の実践推進状況について申し上

自己改革の推進状況では、組合員や職員を
巻き込みきれていないのが現状

げれば、 動き出しており諸計画もありますが、 組合員や

◎ＪＡ全中 比嘉専務

決定しました。

ただいまお話があったとおり、 研究者の皆さまからご

職員を十分に巻き込めていないのが現状だと思います。
これを踏まえた全中の方針は、2017年の７月に理事会で
まず第一に、株式会社への転換規定が出来ましたが、

意見を伺う機会を設けてはどうかというご提案がＪＣ総

これからも協同組合として使命を果たします、ということ

研からあり、 そういった機会を設けていただきうれしく

を確認しています。 その上で今後も正准組合員を対象と

思っています。

した総合事業を展開する、 准組合員の事業利用制限を

まずは、できるだけ短時間で情勢についてご説明し、

阻止する、ということ。そして、組合員の皆さまから評価

その上で先生方がお感じのところ、 全中やＪＡグル ープ

を得ることが最も重要であり、 評価を得るためには着実

に対するご提言をいただきたいと思います。

な実践と成果をお伝えすることが大事であるということ。

政府の動向として特徴的な点は、まず、農林水産省の

そして、 なぜ今、 農業者の所得増大が大事かというと、

姿勢は変わっていません。 他の案件では、 交渉の経過

農業者の世代交代期、構造改革期であるから、というこ

は厳しかったが落としどころが見えていたこともありまし

とを再確認しています。

た。しかし、そういう情勢ではありません。

取り組み方針の中身をいくつか挙げさせていただきます。

それから、 官邸の政治力は、 小選挙区制、 内閣人事

まず、 各ＪＡは、 自らの自己改革工程表に基づいた実

局などを背景に強く、またこの強さは一過性のものでなく

践を徹底していただきたい。これを違えるつもりはありま

恒常的なものなのだと思います。 一方で、 官邸は世論を

せん。 街中のＪＡと農村部のＪＡで作戦が違うのは当然

重視しています。 政権交代の可能性が現実化しているな

です。

かで、世論を注視しています。つまり、世論に訴えないと
われわれは展望を開けないと認識しています。

次に全農についてですが、 私は、 全農は今般、 踏み
込んだプランを作ったと思っています。 各ＪＡの立場から

政府は農業者に対し、ＪＡに関するアンケートを繰り返

見ても全農の提案のなかで活かせるものは確実にあると

し実施し、ＪＡに対する評価を定め、これを起点に農協

思います。全部というわけにはいかないでしょうが、園芸

改革を迫ろうとしています。認定農業者に関するアンケー

地帯であれば農薬の大規格、 水稲地帯であれば肥料の

トが２回実施されました。

銘柄集約など、 個別に見れば必ずそれぞれのＪＡが活か

農水省は認定農業者の調査だけではなく、さまざまな
調査を行います。ＪＡグループが改革の成果を数字で出

せるものを全農は提案してくれたと思います。全農の提案
を活かしてほしいと思います。

したとしても、農水省の調査で「農業者はＪＡに満足して
いない」という結果が出れば大きな影響力があるでしょう。
農協改革・ＪＡ自己改革は、組合員が評価するか否かが
ポイントだと思います。
准組合員の事業利用規制は憲法をはじめいろいろな法

【特別座談】ＪＡグループ自己改革に関する意見交換会
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「自己改革の実績 」
「組合員からの評価 」
「今後の計画」を明確に示す

の時点までに踏み込んでまとめきることができませんでし
た。 再挑戦だと思います。 准組合員に対し、 ＪＡによる
地域農業振興を応援する意思を確認してはどうかと考えて
います。 新規の准組合員に対しては加入申込書に、 文案

◎比嘉専務
全組合員調査を2019年に実施し、そこで高い評価を獲

は検討を要しますが、 農業振興を応援する・支持すると

得することを具体的な目標に置いてやっていきます。評価

いったような文章を入れる。既存の准組合員に対しては、

を得るためには、着実な改革の実践とともに、組合員との

運動として順次確認をし、最終的に600万人に対応するこ

コミュニケーション、伝えるということが大事だと考えてい

とを大会議案のなかで提起してはどうかと考えています。

ます。先ほど申し上げたとおり、農水省は繰り返し農業者

もちろん、 こうした意思確認のためには、 准組合員に対

を対象に調査を行い、その結果を起点に農協改革を迫ろ

し、 地域農業の状況やＪＡの実践を伝える必要がありま

うとしています。農水省が実施する調査はどのような形に

す。農業振興に消費者の理解は不可欠です。最も身近な

なるか分からないし、その結果は絶大な影響力があると

消費者である准組合員に対する働き掛けです。

覚悟しておかなければならないのですから、ＪＡグループ

また全中の「組合員のメンバーシップに関するアンケー

も本格的な調査をしなければなりません。 先ほど触れま

ト」により、 准組合員をセグメントして対応するべきだと

したが、政府は政権交代の経験などから世論に敏感です。

いう結果が明解に出ています。意欲ある准組合員に対し

正准1000万人の組合員の調査ができる組織は他にありま

ては正組合員並みの扱いをし、参加・参画の道を作りま

せん。この調査の母数が大きければ大きいほど政治的な

す。 それ以外の准組合員に対しては、 少なくとも応援意

意味を持ってきます。 協同組合として組合員の方々に理

思の確認のみは実施することが必要と考えています。

解・評価をいただくことで将来の展望を拓きたいと考えて

自己改革の実績、 組合員による高い評価、 今後の計
画の３つをアウトプットしたいと考えています。

います。
2013・2014年に准組合員に対する明確な方針なくして

実績については全ＪＡ調査を活用します。 全ＪＡ調査

戦ったことが、 困った事態を招いてしまった理由の１つだ

は全国のＪＡの方々に本当にご面倒をお掛けしていますが、

と思っています。 われわれは准組合員に対する明確な方

2018年度以降の調査で調査項目を拡充し細かくせざるを

針を決めて臨まなければなりません。 准組合員について

得ないです。
「ＪＡはここまでやった」ということをアウト

は地域によって意見が大きく違うので、７月の全中理事会

プットするに当たり、それを確認できるのは全ＪＡ調査以
外にありません。結果を取りまとめ、報告
書を作成します。
評価については先ほどから申し上げて
いるとおり、全組合員調査を実施します。
計画については、 総合経営だからこそ
できる今後の取り組み計画を情報発信し
たいと考えています。 信用事業代理店化
について、 全中としては、 ＪＡごとに手数
料水準や代理店の仕組みをはっきりと聞き
取ってもらい、 代理店にするのか総合経
営でいくのか、真正面から検討してくださ
いと申し上げています。2019年度が多くの
ＪＡの次期中期計画の初年度に当たること
などを踏まえ、2019年５月を検討の期限と

4
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しています。中期計画などのなかで、どちらでいくのか明

も想定されます。

記し、 意思決定を明確にしていただきます。 もちろんほ

◎北川教授

とんどのＪＡが総合経営を選択されるでしょう。 なぜ総

仮に組合員の評価が良いという結果が出たとしても、

合経営を選ぶのか、理由を明確にする必要があります。

結果にいろいろと言う人は内部からも外部からも出てくる

「総合経営の方が農業振興できるからだ」と打ち出す必要

と思います。そうなったときに説明ができるよう、調査票
の質問の仕方や調査の仕方はきちんと整理をしておくべき

があります。

です。科学的な手法を使って実施しなければなりません。

2019年に実施する全組合員調査で、 組合
員からの理解・評価を得ることが必須

◎比嘉専務

◎比嘉専務

いますが、
「なぜ准組合員の利用制限をするべきという意

全組合員調査については、2018年４月には抽出による

そのとおりです。
一例を挙げると、准組合員の利用規制の是非を問うて
見があるのか」という声を紹介しないと、調査としてフェ

試行調査を実施します。そのためには、情勢と危機感を

アではないと考えています。

全職員で共有する、丁寧な職員研修会が必須です。各Ｊ

◎北川教授

Ａにおいて、改革の取り組みを記載したパンフレットを作

一方で、 質問票でいろいろと解説し過ぎると、 それは

成し、全戸訪問を実施していただくことを提起しています。

それで誘導質問だという議論になってしまいます。まさに

2017年度全ＪＡ調査の結果によると、自己改革工程表

先ほど説明があったとおり、事前の研修会で、職員と組

を策定したＪＡのうち、
「職員研修等の場を通じて役職員

合員に論点をきちんと伝えるということが重要ではないで

間で共有した」 と回答したＪＡは60.9%にすぎません。

しょうか。

2015年10月の大会決議では、この危機にあって全役職員

◎ＪＣ総研 西井研究員

の研修会をしましょうと提起していました。 さらに、
「自

先日、 ある県の研修会に出席したのですが、 その際

己改革の取り組みや進捗状況について、ＪＡ広報誌等を

に、2019年の全組合員調査を知っているか挙手を求めた

通じて組合員向けに発信した」と回答したＪＡは35.2%で

ところ、１人も手が挙がりませんでした。全戸訪問など、

す。足元はこういった状況ですが、今般全組合員調査を

現場で一番働いてもらわなければならない職員はほぼ知

提起したことによって、研修会を開催する機運も盛り上が

らないのが実態です。

しんちょく

りつつあります。

「アンケートを配ることはできる。 しかし、 どういった

◎福井県立大学 北川教授

趣旨で実施しているのか理解されたものにはならない。

基本的なことですが、全組合員調査の調査票は、もう

おそらく、 広報誌に挟み込むなどして、
『アンケートお願

出来ているのですか。

いします』だけで終わってしまうのではないか」という意

◎比嘉専務

見も聞いています。

2018年４月に全国実施する試行調査のための調査票
がすでに出来ていて、11 ～ 12月ごろ、 全ＪＡに届くこと

◎比嘉専務
組合員数の多寡により統計的に有意な数が変わるので、

になっています。試行調査の結果を踏まえ、調査票など

細かく設定しなければなりませんが、平均的なＪＡでいえ

について必要な見直しを行います。

ば1500人（正准それぞれ750人）が統計的に有意な数で

◎龍谷大学 石田教授

す。この数字はもう１つ、管理職だけで実施できるという

政府の認定農業者の調査は、これで良いのだろうか、

意味を持っています。試行実施に向け、今年中に管理職

というほど単純な内容です。一方でＪＡグループの作った

だけでも趣旨を理解し取り組んでいただきたいということ

調査票は細かいように感じます。 組合員は意識の高い方

でもあります。

ばかりではないので、 回答しない、 送り返さないケース

【特別座談】ＪＡグループ自己改革に関する意見交換会
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◎石田教授
政府の実施した認定農業者のアンケートは、対象者を
どのように選定しているのか不明確な部分もあります。Ｊ
Ａグループも、ＪＡにとって普段からお付き合いしている
認定農業者などにお願いして調査を実施してもよいので
はないでしょうか。
◎比嘉専務
政府は認定農業者に対する調査を2016年夏と2017年
春に２度やっています。 認定農業者が2016年度にＪＡに
ポジティブな回答をしているのは約４分の１、2017年度は
３分の１。 一方、 同じ調査で、 ＪＡに対し自己改革の実
施状況を尋ねたものでは、
「改革に取り組んでいる」と回
かい り

答しているＪＡが2017年度で９割。 この乖離が大きいで

や取り組み課題が整理されていないのにわれわれが行っ

す。 県によって結果は異なりますが、 良い結果が出てい

て何をしゃべればいいのか、ということがあるのです。

る県もあります。全中としては、良い結果を出している県

私が最低限の課題として問題提起しているのは、
「職

に学び、全県で対応策を共有したいと思っています。

場で話し合ってください」
「わがＪＡの自己改革について、

◎石田教授

職員を相手に説明してください」ということです。渉外担

政府の調査が、2016年度と2017年度で結果が違うの
は当然と考えます。回答者が論点を徐々に理解し始めて

当者や窓口担当者に理解してもらえないと彼らは動けま
せん。

いるからです。

11月（2017年）に全戸訪問に関する記事が『日本農業

◎比嘉専務

新聞』に出ましたが、あれが分かりやすい、非常に良い

2014年当時、農水省の農業者に対するアンケート結果

提起だと思いました。将来の全組合員調査にすべてを委

に基づき、
「ＪＡの購買事業に対する評価」がさかんに喧

ね、 頑張れという声掛けだけして最後に果実を収穫しよ

伝されていましたが、調査の聞き方は購買事業全体の評

うというのは無理があります。 するべきことはたくさんあ

価ではなく、 価格に絞っての評価でした。 ＪＡグループ

ります。するべきことの課題提起をしっかりやらずに最後

が実施する調査は購買事業全体に対する満足度を問いま

に稲刈りだけしようというのは難しく、肥料も農薬もやら

す。そちらの方が、われわれとしては正しいと思います。

ないといけません。では今、何をやるかということをきち

◎北川教授

んと提起すべきです。 その手法として全戸訪問はいい

けん

でん

価格だけ下げればよい、サービスは維持すればよいと

じゃないか、 という話をあるＪＡでしましたが、 そのＪＡ

いう理解がＪＡで進んでしまうのではないでしょうか。 自

はどうやら１年に３回くらい回るようです。

分たちのやっているサ ービスが優れているという認識を

◎石田教授

持ってもらわなければなりません。

私は研修会に呼ばれた際は、 ３回訪問してください、
その間は人事異動があっても訪問先は変えないでくださ

自己改革の一環として、全戸訪問で組合員
の声を「聴く」

いと言っています。 そうじゃないと良い結果など出てきま
せん。
◎増田教授

◎滋賀県立大学 増田教授

本日の意見交換会に当たり、 いくつか意見をまとめて

ＪＡの全職員研修会に呼ばれることがありますが、 そ
こでむなしさを感じることがあります。 ＪＡとしての方針
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おそらく何点を取っても、彼らは合格点と見なさないだ

やっていない」とのこと。日常的に会話なり対話をして

ろう。 合格基準がはっきりしないのは、 ＪＡグル ープ

いるのだが、 自己改革の一環として対話をしていると

の全組合員調査も同じである。全組合員調査で胸を張

いう自覚はない、という印象だ。

れる数字が出ても、攻撃する側は何とでも難癖がつけ

●

自己改革の取り組みで不十分なことは、
「運動」として

られる。だからこそできるだけいい点を取るという考え

の取り組みができていないことではないだろうか。 農

方もあるが、得点への評価は、そのときの彼我の「力

協改革自体が政府からの「やらされ改革」だからだ。

関係」によることを、肝に銘じておくべきだろう。

だが、 禍を転じて福となす、 ピンチをチャンスに、 こ

運動の目標設定と進め方も考えなければならない。得

の機会を絶好機と見て、組合員との関係再構築、協同

点のみを目標にするのは、 運動体としては実りが少な

組合としての強み発揮に取り組んではどうか。

い。
「組織強化」というところをしっかり押さえながら、

わざわい

●

いっそのこと、スローガン、シンボルを作ってみてはど

取り組みを進めたらどうか。 ＪＡの役職員の意識を改

うか。 ＪＡの本所支所に「自己改革運動推進中」の垂

革し、組合員志向を徹底させる、という運動の一環と

れ幕や横断幕を掲げる、ＪＡの業務車にステッカーを

して実施するという手続きをした上で、 全力で「組合

付ける、 役職員は「運動推進中」のバッジやリボンを

員対話運動」
「組合員訪問運動」を推進してはどうか。

付ける、 そうやって目に見える運動に取り組んではど

対話の基本は組合員の声を「聴く」ことである。 組合

うか。やらされ改革などもうごめんである。
「明るく」

員は自分たちのことをＪＡに聴いてもらいたい。改革の
「説明」はそれからでもいい。自分の話に真剣に耳を傾

●

●

「楽しく」
「潔く」でいこうではないか。
◎比嘉専務

けてもらえなかったら、相手の話を聴こうという気にな

あるＪＡでは、
１件の訪問を真面目にやると１時間かかっ

らないだろう。 運動としての数値目標は、 組合員との

たとのことです。こうした事実は、きちんと受け止めて運

対話実績ではないか。

動を提起したいです。

全戸訪問を行っているＪＡも少なくない。それに「自己

また、農中が信連の理事長を集めた会議に私が出席し

改革」の看板を掲げること、単なる広報誌配布の訪問

て、 全組合員調査への協力を依頼しました。 他の事業

ではなく、対話のできる訪問を進めることだ。非常勤

系統にも依頼しようと思います。

理事や支店運営委員、総代などの組合員と訪問するの

◎石田教授

もいいだろう。組合員組織との対話集会をＪＡはやって

全戸訪問を実施するＬＡや金融渉外の方たちに理解し

いないのではないか。 先日、 青年部の役員にＪＡと話

てもらうために、共済連・農中・信連が同じように声を掛

し合いをしているかと聞いたら、
「自己改革としては

けないとモチベーションは上がらないのではないでしょう
か。
◎増田教授
ＬＡこそ組合員に一番接触しているのだから、 きちん
と意識付けをして取り組ませなければ、という意見はよく
聞きます。
◎石田教授
「全」組合員ということは、訪問した際に不在だったか
らそれでよい、ということにはなりません。必ず会ってこ
なければ意味がない、という話です。
◎比嘉専務
型にこだわり過ぎると形式になります。 うるさく言われ
るから全戸ポスティングで済ます、 となってしまうと意味

【特別座談】ＪＡグループ自己改革に関する意見交換会
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を減じます。難しいところです。

しかありません。

◎増田教授

◎石田教授

ＪＡの職員は、 全戸訪問をして、 組合員に何を話した
らいいのでしょうか。

今年度からでもいいので、准組合員の事業利用量を総
代会資料に載せるべきではないかと私は思います。 正組

基本は「聴いてこい」ではないでしょうか。行って説明

合員が承認した計画をわれわれはきちんと実行していま

してこいといっても無理です。
「聴きに来ました」ならいい

す、という形を取る、ということです。こうすれば、営農

ですが、
「説明しに来ました」なら、
「もうええわ」になっ

をおろそかにしているなどという理屈は通らないと言い切

てしまいます。

れるのではないでしょうか。

◎石田教授

正・准ごとの事業利用量は連合会に聞けば分かるはず

それでも正組合員にはまだ理解してもらえると思います。

です。営農経済事業は複雑なので難しい部分もあります
が、信用・共済だけでも員外・准・正をきちんと見せて、

組合員をセグメント化し、アプロー チ方法
に工夫を

皆さんにご議論いただく、というプロセスを導入してみて

◎比嘉専務

組合員は、 准組合員の事業利用量を知っておくべきだと

全組合員調査について、准組合員も対象にしなければ
いけないのか、と聞かれます。

はいかがでしょうか。
必ずしも完璧なものでなくてもいいのですが、ＪＡの正
思います。
◎北川教授

准組合員の事業利用制限を実現したい人たちは、
「Ｊ

准組合員に地域農業振興を応援する意思の確認の設

Ａグループは准組合員を組合員扱いしていないでしょう」

問とありますが、加入の際にチェックしていただくという

と言っています。 協同組合の組合員は事業を利用するた

案はどうでしょうか。
「これだけウチの准組合員は地域農

めに組合員になっているのに、 その事業利用を制限する

業を応援している、応援して加入している」と言えば済む

なんて法体系があるわけがないのです。
「結局、 准組合

話だと思います。

員は員外利用の延長でしょう。ＪＡグループだって単なる

◎比嘉専務

事業利用者としか思っていないでしょう」という主張に立

ＪＡの加入申込書に、
「地域農業を応援している」とい

ち向かうには、答えは１つで、
「准組合員は組合員です」

う項目を入れて、チェックしていただくなど大会議案のな
かで提起しようかと考えています。
既存の准組合員については、 運動論として一戸一戸確
認をお願いすることを提起したいです。
◎増田教授
一種の署名活動のようなものですね。
ある程度期間を置いて、 順番に積み上げていくような
イメージにすればよいのではないでしょうか。一斉にやっ
て一斉に数値を得るというのは、 しんどいと思います。
現場も大変です。
◎石田教授
准組合員にチェックさせるのは、 今からでも始めれば
いいのではないでしょうか。 訪問運動のなかで実施して
おけば、アンケートも一緒にやりやすくなると思います。
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◎比嘉専務
あるＪＡでは、 准組合員が２つにセグメントされていま
す。 １つ目のグループの准組合員に対しては広報誌の配
布の仕方など、正組合員に近いやり方です。支所運営委
員会の委員にも選出されています。そうでないグループの
准組合員への働き掛けは相対的に少ないです。
こういったやり方は、 日本中の今のＪＡの現状を前提
にすると、あまり時間を置かずにやれる具体的な案として
は、 一番現実的ではないかと感じています。 そして、 １
つ目のグループに入る准組合員を増やしていくという運動
論が必要だと感じています。准組合員総代も、大会議案
のなかで提起したいと思います。 参加参画に意欲のある
准組合員のグループという母体があり、 そのなかから准
組合員総代、ということが適切ではないでしょうか。
◎石田教授
准組合員にチェックを入れてもらうときに、
「応援しま
す」だけでなく、参加参画の意思を問う項目も入れてほし
いです。
◎北川教授
そういったセグメントは、正・准にかかわらずやるべき

その対極として、准組合員のうち、信用・共済のみ利用

だと思います。グラデーションという言い方をされている

している人はその逆です。 意外な点が２つあります。 実

先生もいらっしゃいますが、 濃い・薄い組合員は正・准

は准組合員のなかにも正組合員並みにＪＡに親しみを感

問わずいらっしゃいます。

じている人がおられるということ。もう１つは北川先生が

◎石田教授

ご指摘されたとおり、 正組合員にもＪＡから気持ちが離

実は准組合員の問題というのは正組合員の問題でもあ

れている層がいらっしゃるということ。 こうした２つのグ

ります。

ループがあるということが、先ほど話したセグメント化の

◎北川教授

理論的背景でもあります。

土地持ち非農家は全国で120万人いて、 いまだに正組

准組合員をセグメント管理すること、 ＪＡによっては２

合員の人もいます。
「自分のことはほっといてくれ」という

つ以上にセグメントするところもあるでしょうが、全中とし

正組合員も増えているはずです。

ては２つにセグメントすることを先生方のおかげで提起で

◎石田教授

きるに至っています。正組合員も同様だというご指摘につ

そもそも正組合員も、 実は参加する場面は多くはない

いては、そのとおりだと感じています。

のです。
◎比嘉専務
全中ではアクティブメンバーシップの強化マニュアルを
作成し、先生方のおかげで120ＪＡ（2018年１月現在）が

農業者所得の増大だけではない、人口減少
社会を支える公器としてのＪＡの役割を明
確に

アンケート調査を実施しました。その分析結果として、農
業をある程度の規模までやっている組合員は、ＪＡに対す
るシンパシーが強いし運営参画の意欲も強いです。一方、

◎増田教授
今回の全組合員調査もそうですが、 農業者所得の増

【特別座談】ＪＡグループ自己改革に関する意見交換会
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大が単一目的になってしまっているのではないでしょうか。

の内容は農業振興だけではありません」と打ち出していく

ＪＡグループとしては、ＪＡ綱領に「地域社会への貢献」

必要があると思います。

を挙げ、大会決議で「地域社会の活性化」を挙げながら、

◎増田教授

実際に動いているのは農業者所得の増大だけなのではな
いでしょうか。人口減少社会を支える公器としてのＪＡの
役割を、
「もう一本の錦の御旗」に掲げる必要があるので

成果が見えづらいのではないでしょうか。
◎比嘉専務
協定の一覧は把握し、分類し、発信していきたいです。

はないのでしょうか。 自治体との連携や地方創生との連

取り組みの数字は把握します。介護保険法に基づく介護

動を打ち出すことで、 積極的な対抗軸を打ち出すべきで

保険事業でＪＡがお世話している高齢者は何人、移動購

はないのでしょうか。農業者所得の増大だけでは地域社

買車が何台で日常的にご購入いただいている方が何人、

会を守れない・維持できないという声は強いので、 そう

というように出していきたいです。 そのために全ＪＡ調査

いった声ともうまく連携した、スローガンの立て方はない

は詳しくせざるを得ません。

のでしょうか。

◎増田教授

いつまでも現政権が続くわけでもないでしょうし、自民

今の、農協改革は農業だ、という流れのなかで、どの

党もどうなるのか分かりません。長い目で見て農協制度を

ような文脈で主張するかですね。 文脈としては地域社会

どうするのかという議論があってもよいのではないでしょ

に貢献するＪＡです、農業だけではありません、という流

うか。研究者を中心に、協同組合基本法の議論もありま

れなのでしょうが。

す。農協法としてはどうあるべきなのかという議論は以前、

◎石田教授

制度研究会でもやりましたが、今のままで、農業所得増

多少簡略化した言い方になりますが、全中会長が中家

大の一本槍の農協法でよいのか、どこかで議論をしなが

会長に変わり、何がどう変わったのか、旗幟鮮明なもの

ら準備しておいた方がよいのではないでしょうか。協同組

がないのではないでしょうか。 中家会長なら論点として

合基本法の話と、農協法改正の話が、どのように連動す

「地域」という考え方は当然あるはずなのに、そのあたり

るかは分からないですが、 もう少し先に向けた議論をど

が見えません。 会長が変わりスタンスがどう変わるか、

こかでしていかなければならないという気がしています。

というのは重要なことではないでしょうか。もちろん、Ｊ

１県１ＪＡも気になっています。 金融情勢が厳しくなっ

Ａグループは発信していると思いますが、マスコミは取り

ていく状況で、農中への業務委託・代理店化を進めると

上げていません。広報戦略を立てて、われわれは官邸と

いう話がありますが、 それが果たして金融機関として持

は違うんだというＪＡの独自戦略を一つひとつ出さないと。

続性を持つのかについて大いに疑問があります。 農中へ

そういうなかで自治体と手を組んでいく、というなら結構

き

譲渡したらうまくいくのかは、何の保証もありません。そ
れに対する対抗の動きとして、 １県１ＪＡの話が出ている。
これが主流になっていくとすると、 次の段階でわれわれ
は何を考えないといけないのか、 という論点があるので
はないでしょうか。
◎比嘉専務
山本幸三前地方創生大臣立ち会いのもと、地方創生に
かかる連携協定を全中と全漁連、 全森連、 日本商工会
議所、全国商工会連合会とで結びました。全ＪＡに地元
自治体と何らかの連携協約を結んでほしい、 ということ
をおそらく大会で言っていくことになるのではないかと思
います。
「自治体からＪＡは期待されています、 その期待
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し せんめい

なことだと思います。

安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう）をどう具現化

◎増田教授

するか、という問題提起でしょうか。

「連携協定をやっていますよ」だけでは弱いです。地域

◎北川教授

と共に頑張りますというスローガンを会長がはっきりと言

ＪＡが自己完結で地域活性化をするのは難しい部分も

う、そのなかの一環として協定、ということなら分かりや

あるのではないでしょうか。それならば、第三セクターな

すいです。
「見える」ようにできないものでしょうか。

どと連携したり支援したりすればいいのではないでしょう

◎ 北川教授

か。カネも施設もノウハウもあるのだから。

地方創生の話は大事ですが、 目標が立てにくいです。
しゅうれん

「じゃあ人口でも増やすんですか」という話に収斂してし
まいます。農業所得なら割とはっきりしているのですが。
ある県の生協が限界集落に移動購買車を出し有名に

農協法改正に向けた準備を
◎比嘉専務

なっていますが、 生協には組合員を増やすという目標が

増田先生にご指摘いただいた２番目の件、協同組合基

あります。 店舗事業とリンクさせることも目標です。 きっ

本法の話題に移ります。農協法には５年後の見直し条項

ちりした事業として位置付けられています。 それをＪＡに

などがあるなかで、2021年４月以降に、
「ＪＡグループは

置き換えた場合、もともと組合員が多かったのに減ってき

農協法の改正を求めるのか」という論点はあります。

ています。以前は地域のためにいろいろやっていたのに、

◎増田教授

事業・店舗を集約・撤退してきています。 じゃあ今更何

いつになるのかは分からないが、 準備はしておくべき、

をするの、 となってしまいますが、 お互いの補い合いで

ということです。韓国で基本法が出来たのは政権交代の

やれば、いろいろなことができるのではないでしょうか。

時です。逆にいうと、そういう時しかチャンスはないと見

ＪＡの職員は事業と結び付かないと、動きづらいです。

てもよいのかもしれません。
◎比嘉専務

故に地方創生の話は難しいのです。

天の時、地の利が必要ですが、準備はしておけ、とい

◎比嘉専務
年に一度、生産農業所得統計が出ます。もうすぐ2016
年の数字が出ますが、 おそらく農業所得は伸びるでしょ

うことでしょうか。
◎石田教授

う。 ＪＡの販売品販売高も数字が出ています。
「数字が

2018年に、協同労働の協同組合法が制定されます。認

伸びました。 それを実現するために、 具体的にこういう

可主義ではなく準則主義、届け出制です。その動きを踏ま

ことに取り組みました」と全ＪＡ調査で言うことができま

えつつ、ＪＡの法律改正は直ちにできるとは思いませんが、

す。地方創生にはそういうものがない。難しいです。

少なくとも認可権を緩めるような方向を求めていく必要が

◎北川教授

あるのではないでしょうか。行政は認可権を盾にＪＡを指

くらしの活動でも同じことです。 営農指導員は目標を

導しているのが実態です。でも、われわれＪＡはこういう

立てて取り組めますが、くらしの活動担当者や生活指導

形・気持ちでやっていますというのを前面に出して、法律

員は、良いことをたくさんやっているのに目標や成果があ

を変えるのは難しいですが、運用をもっと自分たちのもの

りません。直接カネにもなりません。実際はなっていると

にできるような方向に変えていかなければなりません。

思いますが、その辺は相関分析の世界。難しいです。

◎比嘉専務

ある自治体は、
「ＪＡは地方創生に取り組んでいない」

認可の基準を明らかにしないと、申請する側のわれわ

「他業態は一生懸命考えているのに」と言っています。旗

れとしては運営ができません。届け出制にしろと言ったこ

は掲げにくいですが、掲げなければなりません。

とはありませんが、認可の基準を明確にしてほしいとずっ

◎比嘉専務

と言ってきていて、ある程度明確になってきています。行

ＪＡ綱領の２番目（環境・文化・福祉への貢献を通じて、

政としては、示しているものに抵触もしていないのにむや
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みに認可しない、ということはできなくなってきてはいます。
◎石田教授
准組合員については、結局法律を改正し、行政がチェ
ックを入れるのであろうから、ある意味ＪＡから見れば認
可権の強化です。それに対抗するために、先ほど申し上
げたように、自分たちの最高決定機関である総代会で准
組合員の事業利用についてご審議いただく、 ということ
は協同組合原則にかなうやり方だとして積極的に進めて
いくべきでしょう。
特に准組合員は、正組合員に何も悪影響を及ぼしてい
ないと私は思っています。
◎比嘉専務
全組合員調査のなかでお聞きしたいと考えています。
おそらく多くの正組合員は「准組合員による悪影響などな
い」と回答されるのではないかと思っています。
人たちの発想です。

他県の知恵を共有し、分権的なマネジメン
トを成熟させた１県１ＪＡを
◎比嘉専務

相対的に一番円滑なのが１県１ＪＡだと思います。１県
１ＪＡになって、大きな農業者は本店が対応、集落営農
は支店が対応、ということならＪＡのなかの話なので、そ

増田先生にご指摘いただいた３番目の件ですが、１県

れなら分かる、となります。本支店になってそのなかで機

１ＪＡは増えると思います。全中がやらなければいけない

能分担を見直す、という形です。

のは、全県的なマネジメントをはじめ、他県の知恵をうま

◎石田教授

く共有すること。また、１県１ＪＡの弱点を補うための分

連合会ではなく、事業は自分たちがやるということです

権的なマネジメントを成熟させることです。

ね。その根底には、連合会・連合組織に対する不信があ

◎増田教授

るように思います。

１県１ＪＡが信用事業の受け皿になっていて、それと当

◎増田教授

面は組織内分離で営農経済事業が地域ごとに自立する

都道府県の枠で運営すれば、 まだ地域金融機関です

単位で運営されます。 つまり、 １県１信用組合と営農経

し協同組織金融機関です。 全国一本になってしまったら

済中心の単協とが出来ます。 そうなったら、 実態として

協同組織でなくなる、ということですね。

代理店と変わらないのではないかと思います。
◎比嘉専務

そうなるとその次に、やはりマネジメントが問題になっ
てきます。

大きな農業者は県域の拠点でないと対応できないので
はないか、と感じます。もう畜産はそうなっていますし、

◎比嘉専務
１県１ＪＡが増えること、 もう一段合併が進むことを前

耕種もそうなる傾向ではないでしょうか。

提にどういうマネジメントが良いのかを考えます。 みんな

◎石田教授

で考えよう、 日本中の知恵を交換していこうというのが

それはまた違う論理です。 エンジニアやプロを作りた
いなら業務を誰かに任せることはできます。 しかし、 信
用・共済事業はＪＡから組み立てていくというのが現場の

12
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ひょうそく

所得増大一本でいくことで振り回されていることへの感情

業・農村基本法と農協法も平仄を合わせろという意見が

的な反発というのは随所にあります。

ありますが。

◎比嘉専務

◎比嘉専務

日本農業は世代交代期であり、円滑に次世代が参入し

次の食料・農業・農村基本計画は2020年３月の決定

なければ危機的な状況になります。また、次世代は規模

でしょうから2019年中に議論されると思います。 食料・

拡大が必至ななかで、ＪＡグループも事業方式を変えな

農業・農村政策審議会が動く、ということです。先ほど、

ければならない何十年かに１回の節目である、ということ

生産農業所得統計で２年連続所得が上がると申し上げま

を前向きに捉えています。 でもその時に、 ２本目の柱は

したが、品薄の単価高が原因です。農水省の目標は農業

いらないというわけではありません。

所得の増大です。 消費者から見てどうなのでしょうか。

◎増田教授

農村はどうなるのでしょうか。 タイミングよく基本計画の

農業所得の増大に対し、 農業者の所得増大という対

見直しが行われると感じています。 農協改革と食料・農

抗のニュアンスを出しましたが、どこがどう違うのか見え

業・農村基本計画の見直しが同じタイミングで行われる

にくいところがあります。

のは良いことです。ＪＡグループには主張の場があります。

◎比嘉専務

農業所得の議論だけをするつもりはない、 ＪＡの役割は

正組合員の定義は農業者。 本当は、
「組合員（の所得

そこだけではない、食料と農村を置き忘れた農業所得の

増大）」でもよかったです。

ことだけをいうのはおかしい、と明確にしたいです。

◎増田教授

◎西井研究員

行政は輸出や６次化ばかりで、直売所のことには何も

全組合員調査を運動にすべきではないでしょうか。 組

触れていません。成長分野であり、事業としても組織とし

合員のなかには農協改革に賛成している人も間違いなく

ても評価されているのに。そこも違いではないでしょうか。

います。 しかし、 現在のアンケ ートのなかでは「ＪＡグ
ループはいいところなんですよ」という書き方になってい

全組合員調査を運動に。組合員の声を丁寧
にくみ取りながら、もう一度ＪＡを作り直す

て、
「反省」がありません。一方的な内容に反発心を持つ

◎石田教授

寧に聞きながら、もう一度ＪＡを作り直します、そのとき

組合員もいるのではないでしょうか。
今回の全組合員調査は、反省も含め、組合員の声を丁

私が全中に申し上げたいのは、自己改革と農協改革は

には准組合員も含めて地域の活性化も意識します、 とい

何がどう違うのですか、 という点です。 多言は弄してい

う言い方でどうでしょうか。 そのように展開している県も

るが、本質的な違いを明確に言っていない、地域活性化

あります。
「農協改革」の議論に対する自己改革やデータ

について方針を明確に打ち出していないように見えます。

作りではなく、 もう一度組合員の声を聴き、 もう一度協

下から見れば、違いが分からないと思います。

同組合を作り直す、そういった運動であるならＪＡを動か

ろう

「至らないところがありました」でもいいのです。そこを
出した方が分かりやすいのではないでしょうか。 組合員
志向をあらためて伝えればいいと思います。

すことができるのではないかという意見があります。運動
としてやっていくことを大きく打ち出してほしいです。
そのなかで、 現実問題として政府に対抗するための

◎増田教授

データについてもアンケートのなかで取っていくというたて

やはりスローガンが必要ではないでしょうか。
「組合員

つけではないでしょうか。そうしないと組合員まで届かな

とともに歩みます」とか、
「組合員の声を聴きます」とか、

いです。

分かりやすいものが必要だと思います。

◎比嘉専務

◎北川教授

増田先生はいろいろなＪＡで講演をされていて、
「いっ

農協法改正がしばしば言われていますが、 食料・ 農

そ劇薬を飲ませた方がいいのではないか」という組合員

【特別座談】ＪＡグループ自己改革に関する意見交換会
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もおられる、と言われています。同感です。反省なくして、
前には進めません。

◎増田教授
目に見えるものが必要です。 自己改革に愛称を付けら

◎西井研究員

れないでしょうか。
「絆」
「絆づくり」とか、 全国統一の

自分たちがやってきたことを主張するだけでなく、自分
たちの反省も必要ではないでしょうか。反省の中身として、
うた

例えば、ＪＡ綱領で謳っていることができず、耕作放棄

キャッチコピーを何か付けられないでしょうか。
◎比嘉専務
全中はもっと運動提起・行動提起をやれ、ということ

地の増大をこれだけ招いてきたとか、 福祉などでサポー

でしょうか。

トが十分ではなかったとか。そこから自分たちのＪＡを作

◎増田教授

り直す第一歩として、組合員の声を聴いていきたいんだと
いう言い方でどうでしょうか。

全戸訪問をやるなら、 もう少し具体策に踏み込んでも
いいのではないでしょうか。 もっと「見える」ようにする

組合員の目線でいうと、農協改革・自己改革という言葉

べきだと思います。西井さんの紹介したような話を広める

をいくら並べても、職員までしか伝わりません。まずは、

だけでも効果があるのではないでしょうか。

組合員に向けて何をどうやっていくのかという考え方や方

◎西井研究員

針を、 自分たちで整理しなければならないのではないで
しょうか。

2019年４月の調査の前に、自分たちが訴えたい事業や
活動の中身を共有する必要があるのではないでしょうか。

あるＪＡから県に上がっている不満として、
「全組合員
調査は中央会・連合会の仕事だろう」というものがありま

◎比嘉専務
ある県では、地元紙に、県下各ＪＡの取り組みを３回ず

す。こうしたＪＡ職員の認識は間違っていますが、一方で、

つ載せることを目標としています。例えば、
「ウチのＪＡで

中央会・連合会もより一層具体的な取り組みを示さなけ

売り物を３つ挙げろと言われたら、直売所、特産品の出

ればいけない立場にあるのではないでしょうか。

荷タイミング、 移動購買車の３つだな」とか、 各ＪＡで決

運動論としての立て直しと、 単協・県域の職員レベル
の一体感の醸成を図るべきではないでしょうか。
あるＪＡでは、 職員全員が集まり、 午前中に研修を

めています。
「新聞に載っているぞ。ウチのＪＡはいいＪＡ
なんだ」となります。
◎西井研究員

やった後で、 午後から職員全員で「絆運動」として訪問

重点目標を羅列して並べているような自己改革の組合

を実施しています。このように動き出したＪＡのことを広め

員向け資料を見ますが、 それは無理があると思います。

るのも県域・全国域の役割ではないでしょうか。

准組合員にとっては「何の話だ」となります。 ある県では、
家の光協会などのサポートを得ながら、 自分たちが取り
組んでいる改革の中身について分かりやすく「瓦版」のよ
うなものを作り、全組合員に配布しています。
◎石田教授
2019年３月までの仕事と、 そもそも根底にずっと流れ
ている仕事と、 両方があります。 私は後者については、
きちんと行動計画として位置付けてほしいと思っています。
役職員が普段からやらなければいけない仕事をきちんと
位置付け、 その上で、 アンケート調査の話があるという
構図のはずです。
農協改革とは何かを職員が理解していません。役員は
結論が出ていない農協改革は自分が情報を持っていても
職員に逐次伝えていません。 無用な混乱を起こしてはま

14
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ずいと考えているのかもしれません。そういう現実があり、

自己改革という言葉が、物事をひっくり返して新たにす

現在、それが続いている状況です。職員レベルにまでき

るように受け取られます。しかし、要は「足元見つめ直し

ちんと理解させるには、 途中段階でもこうだよ、 という

運動」ではないでしょうか。それぞれのＪＡで、
「ウチのＪ

情報伝達が必要ではないでしょうか。

Ａはこうだ」という自己改革を考えてほしいです。

◎増田教授

◎増田教授

へいそく

営農担当のＪＡ職員は農協改革をよく知っています。そ

農協運動が閉塞している印象があります。 運動として

の一方で、金融担当からは「知らない、自分の仕事に関

の再構築は、 いろいろな分野でしなければならないと

係ないでしょう」という声も聞こえます。だからこそ、具

思っています。特に、農業者をどうするかといったことな

体的な行動提起がないと動きづらいのではないかと思い

ど、これから考えていってほしいです。
それから、中家会長は、情報があればいろいろと発信

ます。

されるのではないかと思います。車に乗ってあちこち回っ
あいさつ

自己改革は「足元見つめ直し運動 」
。情報
やデータを共有しながら運動の再構築を！

て挨拶をするだけでは、なかなか本来の仕事ができない

◎比嘉専務

しなければいけないと思います。このままだとあっという

最後にお１人ずつ、皆さまからＪＡグループ・全中に対
してアドバイスを頂きたいと思います。

のではないでしょうか。旗をどう揚げるかとか、どの点を
強調するかとか、ゆっくり考えていただくためにサポート
間に任期が過ぎてしまうのではないでしょうか。
◎石田教授

◎西井研究員

漁協は、信用事業譲渡をせざるを得ない状況でやって

「農業所得増大」と「農業者の所得増大」の違いにもっ

きています。今ＪＡが言われているのも、そのストーリー

とこだわってほしいです。前者は農業を産業として育てた

に近いものではないでしょうか。漁協のこれまでやってき

いという今の政府の意向そのものであるのに対し、後者

たこと、そして現在の姿を、ＪＡに見せて判断していただ

は組合員という「人 」を大事にすることを第一に考えるＪ

くことが重要ではないでしょうか。もちろんそのとおりに

Ａグループの姿勢をよく表していると思っています。

ＪＡにやってくださいというわけではありません。 情報を

人の営みを積み重ねることで産業があるのであり、 産

提供することが重要だと考えています。

業のために組合員がいるのではない、 ということです。

この組織には各組織が持っている情報を開示しない体

この点に国とＪＡグル ープの基本的な考え方の違いが象

質があるのではないでしょうか。 その体質を中家会長に

徴されていると思います。 自分たちは国とは違い、 組合

リーダーシップを発揮してもらって、壊してほしいです。

員・人を大事にすることを前面に考える組織であるが故

それぞれの組織が持っている、必要な情報なりデータな

に、国からまったく求められていない地域の活性化という

りを、皆が共有しないといけないと思います。

目標も掲げているはずです。

◎比嘉専務

◎北川教授

皆さまから大変貴重なご意見をいただきました。 どこ

西井さんが「反省」と言われましたが、政治との付き合

まで消化できるかは分かりませんが、一生懸命消化して、

いや反省をしっかりしないといけません。そうしないと、

いただいたアドバイスを活かして、運動論を再構築するつ

一般の人は「ああ、ＪＡは変わったんだな」とは思わない

もりで、もう一度考えたいと思います。

のではないでしょうか。 政府は世論を重視するとのこと

本日はありがとうございました。

ですが、われわれも世論を重視すべきです。学会でもや
ろうとしていますが、 他の協同組合にも、 農協改革は協
同組合全体の問題だと認識してもらうべきです。 回り道
だとは思いますが重要だと思います。

た だ たけ お

（ 構成／文：ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員 多田 武雄）

【特別座談】ＪＡグループ自己改革に関する意見交換会
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巻 頭 論 説

ＪＡ女性組織活動から見える
ＪＡの未来と新たな可能性

１．本稿の目的
2017 年７月の全ＪＡ調査で、１ＪＡ当たりの女性役
員が初めて２人を超えた。しかし、当初目標の２人を
超えたからといって、手放しでは喜べない。女性理事
が加わることで理事会が活性化されたという話はよく
聞くが、だからといって女性の声がＪＡ運営に適切に
反映されているとはいえないからである。常勤役員の
ほとんどを男性が占めるというなかで、表面上、女性
視点からの事業や活動は重視されるものの、深く掘り
下げることなく担当者任せに終わっていることも多い
のではないか。
ＪＡ改革は待ったなしの状況である。対外的には政
府・与党からいわれなき「農協改革」が押し付けられ、
対内的にはＪＡグループ挙げて「自己改革」の実践が
叫ばれている。そうしたなかで来年春実施予定の「全
組合員アンケート調査」では組合員から「なくてはなら
ないＪＡ」と評価してもらうことが重視されている。正
組合員の２割以上が女性であることを踏まえれば、彼
女らの評価がどのようなものか、これが重要な意味を
持つであろう。
本稿の目的は「ＪＡを動かすのは女性」という実態を
つくるには、ＪＡなりＪＡ女性組織にどのような理念と
実践が求められているのかを明らかにすることである。
女性は生産者、消費者の両面で男性以上の役割を果た
しているが、その女性たちが主役となって活躍できるＪ

い し

石田 正昭

Ａをつくること、これが本稿の基本テーマである。

だ

２．女性組織アンケート調査から見えるもの

ま さ あ き

ＪＡ全中の中家徹会長は、事あるごとに「女性に見捨
てられたＪＡには未来がない」と述べている。まったく

龍谷大学
農学部
教授

同感であるが、その実態はといえば女性組織の会員数
の減少が著しい。全盛時のおよそ６分の１とされる注１）。
しかし、全国のＪＡを個別に見れば、女性組織から
高い評価を得ているＪＡや女性組織を拡大しているＪＡ
もある。そこではどのようなＪＡ運営が行われているの
か、これが本節の課題である。
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（１）女性組織から高い評価を得ているＪＡの特徴
まず、女性組織から高い評価を得るＪＡとはどういう
ＪＡなのかを述べてみたい。
筆者が座長を務める「農村女性活動の実態把握と
今後の方向性に関する調査研究会 」では、 女性組織
の会員へのアンケート調査を現在も実施中であるが、
その分析途上で分かってきたことは女性組織への評価
とＪＡへの評価は相関しているということである。
図１は「ＪＡ女性組織活動に対する評価（魅力度）
」
を示したものであるが、３ＪＡの比較ではＪＡ②の評点
が一番高いことが分かる。また、表１は「ＪＡに対する
イメージ」を尋ねたものであるが、ここでも全項目でＪ

近感がある」
「地域を大切にしている」などの組織展開

Ａ②の評点が一番高いことが分かる。

力であることが読み取れる。
これはＪＡの役職員たちが日常、 組合員や組合員家
族とどのように接しているのかがＪＡの評価を決め、ひ
いては女性組織の評価（魅力度 ）を決めていることを
表している。 後に述べるように、 その根底にはコミュ
ニケーション力の高さが潜んでいる。
次に、どんな活動が彼女たちから高い評価を得てい
るのかを見てみよう。
表２は「女性組織の活動で有意義と感じるもの」を

ＪＡ②は神奈川県のＪＡあつぎであるが、表１の６項
目を評点の高い順に並べると、
第１位「ＪＡ職員は対応が親切だ」4.29
第２位「ＪＡは親近感がある」4.17
第３位「ＪＡは地域を大切にしている」4.13
第４位「ＪＡ職員は専門的な対応ができる」3.93
第５位「ＪＡは農業を大切にしている」3.92
第６位「ＪＡの商品・サービスは価格が有利だ」3.01

となる。以上から、ＪＡあつぎが女性組織から高い評

注１）実数は、 板野光雄「女性たちの主体的な活動を目指して～

価を得ているのは「財・サービスの価格が有利だ」
「農

ＪＡ東びわこの果敢な挑戦～」『ＪＣ総研レポート』2017年秋／

業振興に注力している」
「職員の専門性が高い」など
の事業展開力というよりも「職員の対応が親切だ」
「親

VOL.43、 坂本誠「ＪＡ女性組織部員の意識と行動に関するア ン
ケート調査の分析～直近後継世代に当たる50代に着目して」
『ＪＣ
総研レポート』2017年冬／ VOL.44の両方で指摘されている
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表しているが、ＪＡあつぎは３ＪＡの比較で「女性同士

「小グループ活動に参加する方は300人くらいです。そ

の親睦、仲間づくりができる」
「旅行・観劇などに参加

のなかには自分たちでグループを立ち上げ、ボランティ

できる」
「安全・安心な共同購入を利用できる」の項目

ア活動など外に出向く活動を行っている方もいます。 ま

で高い支持を集めていることが分かる。

た、 教員や公務員だった人を中心に、 組織をまとめる

これはＪＡあつぎの女性組織では「親睦・仲間づく

リーダー的な活動をする方が30人から50人はいます」

り」が結集軸となっていることを表している。これは東

「女性部活動およびＪＡ事業への高い評価は、 職員

北地方に位置するＪＡ①の「営農に役立つ活動 」、 近

の人間性にも影響されるのではないでしょうか。 特に

畿地方に位置するＪＡ③の「生活文化活動」とは大きく

各支所に配置した生活指導員たちが大変な努力をして

異なる点である。

います」

以上を要約すると、ＪＡあつぎの女性組織の活動は

「ただし、 職員の専門性に期待するという要望には

「楽しくなければ女性組織の活動ではない」という発展

応えきれていません。 親切というだけでは組合員・利

方向を示しており、女性組織を活性化する最も基本的

用者の満足は得られません。 それぞれの分野で他業

な方法であることを教えている。

態に負けないだけの専門知識や技能を身に付ける必要

筆者の知る限り、この方向を打ち出しているＪＡとし

があります」

て、 一時2000人規模にまで縮小した女性組織を大阪

ＪＡあつぎは、常勤役員の入れ換えを契機に休眠状

市内の有名ホテル・ レストランなどの利用特典付き女

態に近かった女性組織を再興し、 家の光文化賞を受

性会カードの普及によって、１万人規模にまで拡大した

賞するまでに発展させた。 その理由は以上のコメント

ＪＡ大阪中河内の事例を指摘できる。会員カードの普

に尽きているように思われる。重要なポイントは次のと

及によって若い女性の加入が増えたという点が特徴的

おりである。

である。

① 若くて行動力のある職員を女性組織の担当者とし

（２）女性組織の活性化と組織拡大のポイント

て本所と各支所に配置したこと

女性組織の活性化と組織拡大について、ＪＡあつぎ

② 物売りはやめて、 行って楽しい、 勉強になる活動

の大貫盛雄組合長が示唆に富んだ発言をしている。次

を行うように指示したこと。特に小グループ活動を

にそれを紹介したい

注２）

。

「女性部を担当するのは支所の生活指導員ですが、
見ているとベテラン職員のほうが女性部員の扱いはう
まい。 でも、 どこか消極的なところがある。 もっと若
くて行動力のある職員を配置しないと、女性部の活性

奨励したこと
③ 健康まつりや運動会など、大勢の参加者が集まる
女性イベントを開催していること
④ 教員や公務員だった人など、リーダーの発掘に注
力したこと

化はできない。 そういう私の思いを伝えて、 具体的な

⑤ 親切というだけでは女性組織に満足は与えられな

人選は担当部署に任せました。 依頼した女性職員が

い。今後は専門性を発揮できるようにしたいこと

元気のよい若手職員を選んでくれました」
「女性部活動についても、何かの集まりに出ると物を

なお、 大貫組合長は触れていないが、 組合長自身
のコミュニケーション能力は抜群である。これがＪＡあ

買わされるという恐怖があって、役員のなり手がいない

つぎの大きな魅力であることも付け加えておきたい。

という問題がありました。そこで一切物売りはやめろ、

（３）女性組織を目的別組織に再編したＪＡの特徴

行ったら楽しい、勉強になる活動をしろと命じました」

ＪＡは、小字（集落）
、大字（藩政村）
、小学校区（明

「会員数は1400人強ですが、 そのうち健康まつりや

治合併村）
、中学校区（昭和合併村 ）などの地理的範

運動会などの大きなイベントに参加する方が700人から
800人はいます。座談会にもほぼ同じくらい出席いただ
いています」
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囲のなかで育まれた、地縁・血縁を基礎とする人的組

「知って得する介護講座」
「女性起業家育成講座」
「い

織である。そこでの人のつながりは壊そうと思っても壊

きいき農業塾 」
「女性部あぐり講座 」などの講座開設

れない。しかし、そうであるからこそというべきである

に取り組んだ。また2012年度にはリーダー発掘・育成

が、 目的合理的な組織にはなっていない。 そこにＪＡ

のため「ＪＡ女性大学」を発足させている。

のみならずＪＡ女性組織の基本的な問題が横たわって

ただし、目的意識を持つ女性たちだけを結集しても
組織としての安定感は得られない。このため、2007年

いる。
そのなかにあって、 滋賀県のＪＡ東びわこは、 伝統

度に連立組織としての「女性協議会」を立ち上げ、 伝

的・地縁的女性組織に加えて、 新たに近代的・自律

統的・地縁的女性組織と近代的・自律的女性組織と

的女性組織を組成し、 女性組織の活性化を図ってい

の並存体制を構築した。 その構成員は経営管理委員

る挑戦的なＪＡとみなせる。 この方向も女性組織に求

（相談役）
、 支店代表、 目的別グループ代表、 助け合
い組織代表、家の光小グループ代表、フレッシュミズ

められるもう１つの有力な方法といってよい。
詳細は本誌（VOL.43）で板野光雄氏が語っている
のでここでは省略し、 時系列的な動きを見るために、
表３に「女性組織の再編過程 」を掲げた

注３）

。 それを

要約すれば、次のとおりである。

代表、支部代表などである。
以上をまとめると、ＪＡ東びわこの取り組みは次のよ
うに評価できる。
「伝統的・地縁的女性組織を保全するだけでは多様

2000年代に入って、 女性組織の会員減少に危機感

な農村女性のニーズはくみ取れない。他方で、地域に

を強めたＪＡ東びわこは「女性部組織改革プロジェク

とらわれない近代的・自律的女性組織を組成しても安

ト」を設置した。そこでの検討結果に基づいて、負担

定した組織体とはなり得ない。 この間の矛盾を『女性

感のある本部役員制度や部費徴収を廃止し、 女性組

協議会』という連立組織の設置で調和させた。次代の

織を、目的意識を持つ女性たちの結集の場として位置

リーダーを発掘・育成するために『女性大学』もスター

付けた。この方針に沿って「家の光小グループ活動」

トさせた」

をはじめ、
「さんさん講座」
「知って得する女性講座」

3．高齢者の暮らしに向き合うＪＡを目指して
（１）高齢者の暮らしとはどういうものか
会員数の減少と並んで会員の高齢化も大きな問題で
ある。60歳代、70歳代が多くを占め、50歳代以下は
少ない。組織の新陳代謝が進んでいないことを表すが、
これをもって女性組織の将来を不安視する向きもある。
しかし、高齢化の問題は女性組織に限ったことでな
い。ＪＡの組合員組織全体がそうなのであり、この問
題を女性組織に限定して論じるのは適切ではない。も
ちろん農村女性の問題をイエ制度や世代論として展開
することは可能である。 しかし、 そうすることで問題
解決につながるかといえば、そうではないだろう。
ここで主張したいことは、 地域に根差す組織なり人
口の高齢化は日本社会の抱える大問題であり、この問
注３）注１（板野光雄論文）参照
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題にＪＡも真剣に向き合う必要があるという点である。
「高齢者の組織ならば、 高齢者の組織としての役割を
しっかり果たそう。 若者だっていずれは高齢者になる
のだから」という主張である。 これはまた「2030年問
題」や「2050年問題」を見据えた主張でもある。
まず高齢者の暮らしとはどういうものかを見ておこう。
やや古い調査結果になるが、1998年に総務庁（現・
総務省）が行った「高齢者の日常生活に関する意識調
査」を検討資料として使う。この資料は現在も継続中
の厚生労働省『健康日本21』の目標値設定に当たり基
礎データとして利用されたものである。 回答者は60歳
以上の男女2284人である。
図２は「高齢者の職業」を表しているが、それによ
れば7.3％の高齢者が「農林漁業」と回答している。こ
れは有職者のうちの24.7％、 実に４人に１人が農林漁
業に従事していることを表す。 高齢者が働く場として
「農林漁業」がいかに重要かを教えている。 その重要

しかし、 これらの受動的な活動を除くと、 高い支持

性は収入面だけではなく、 健康面、 精神面（生きが

を集めているのは「仲間と集まったり、 おしゃべりする

い）にも及んでいることに注意を向ける必要がある。

こと」「旅行」「家族との団らん、孫と遊ぶ」の３つであ
る。これらは「現状」と「希望」のギャップが小さいと
いう特徴も備えている。特に希望では「旅行」と「仲間
と集まったり、おしゃべりすること」が、
「新聞・雑誌」
よりも高い支持が集めていることに注目したい。
以上を要約すると、高齢者の“ワーク”と“ライフ”
に関する注目点は次のとおりである。
① 高齢者にとって、農業は収入面、健康面、精神面
で大きな役割を果たしており、こうした多面的な役
割を踏まえたＪＡ提案が重要である。 特に非農業
者の間で家庭菜園、市民農園を広く普及させたい
② 元気な高齢者は、 非日常的行為として「旅行」 へ
の希望が高い。 ただし団体旅行から個人旅行へ
のニーズの変化を的確に受け止める必要がある
③ 高齢者の多くは「仲間と集まったり、おしゃべりす

以上は「ワークライフバランス」の“ワーク”を見たも
のである。では“ライフ”ではどうか。
図３は「高齢者が楽しみにしているものは何か」の
集計結果である。
「現状」と「希望」を聞いているが、
その両方とも「テレビ・ラジオ」
「新聞・雑誌」と回答し
ている人が多い。
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ること」 を希望しており、 このニーズを踏まえて
「おしゃべりパーティー」をＪＡが企画することが求
められる
④ “家族の幸せづくり” の観点では、 高齢者は「家
族との団らん、孫とのつながり」を求めている

このうち、 ④は本誌（VOL.44）で坂本誠氏が提唱
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した「女性活動の隔世継承」と符合している。この主
張には、親＝子世代関係よりも祖父母＝孫世代関係の
方が、豊かなコミュニケーション（意思の疎通）を育み
やすいという文化人類学的な知見が含まれている注４）。
（２）高齢者は「つながり」を求めている
以上から分かるように、 高齢者は、 収入面、 健康
面、精神面の豊かさを求めている。特にある程度の収
入と健康を確保している状況では、精神的な豊かさを
求める傾向が強いといってよい。
ここで精神的な豊かさとは「生きがい」を得ること、
また「生きがい」を得るために「つながり」を求めてい
ることを表している。最新の健康医学の知見によれば
「人とのつながりが寿命を延ばす」とされており、 つな
がりが健康面でも良い影響を及ぼすと考えられている。
健康医学の知見を要約すれば、次のとおりである注５）。
① 高齢者は３つの以上の小グル ープ活動に参加する

それぞれに「私にできること」もある。この「私にでき

ことが望ましい
② 人とのつながりを深くするのは６～８人の小グルー

ること」を気の合う仲間との共同活動や小グループ活
動で束ねることによって、他者の「私の困りごと」に対

プ活動である
③ 小グループ活動では「進んで役をやる」ことによっ
て自律性が高まり、やらされ感から解放される

女性組織が行う目的別活動では『家の光』の記事活
用の一環として「（星の数ほど多い）小グループ活動」

処する方向が追求されてよい。
筆者が行った地区運営協議会の女性メンバー（全員
が60歳代以上）へのアンケート調査（自由記述）によれ
ば、高齢者の「私の困りごと」は、図４に記したように

の展開が提唱されている。この呼び掛けは健康医学の

→ 老後の生活問題（資金面）

知見と整合的であることが分かる。

→ 身体があちこち痛んできた

（３）「私の困りごと」を「私にできること」につなぐ

→ 子どもがなかなか結婚しない

「助け合い」
（相互扶助）の最小単位は「家族」であ

→ 孫がいない、孫の将来が不安

る。その「家族の絆」をいかに持続的なものとするか、

→ 農地の管理（息子はやらない）

これが協同組合なりＪＡに問われている基本課題であ
る。
「家族の絆」があってこそ、
「地域の絆」も生まれる

に集約される。
ＪＡの高齢者福祉事業や助け合い活動が典型である
が、
「私の困りごと」はＪＡの事業やＪＡ女性組織の活

と考えなければならない。
図４は、 家族の絆とは反対の意味になるが、 家族

動で解決することが望ましい。ただし、女性だけのグ

の関心事「私の困りごと」を“親密圏 ”の問題として捉

ループ活動ですべてを解決できるわけではなく、必要

え、また公共的関心事「社会の困りごと」を“公共圏”

かつ可能ならば、男女混成のグループ活動で解決する

の問題として捉えた上で、その両方の問題解決に地域

ことも重要である。 例えば、 消費材を取り扱う「生活

社会、 協同組合（ＪＡ ）、 地域諸団体からなる「非営
利・協同セクター」が積極的に関わることの重要性を示
している。
ただし、一人ひとりに「私の困りごと」があるように、

注４）注１（坂本誠論文）参照
注５）予防医学研究者、石川善樹氏の「人とのつながりが寿命を延
ばす」
（ＮＨＫ第１ラジオ2018年３月５日～９日、5時37分～ 5
時44分『マイあさラジオ』再放送）による
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クラブ生協 」を母体に、 地域の助け合い活動を担う
「福祉クラブ生協 」が誕生したが、 そこでは男性組合
員も加入している。
加えて、調理、清掃、見守り、買い物代行などの家

にも同様のアンケ ート調査を行っている。 男性との比
較でいうと、女性には次のような特徴がある。
→ 男性（夫）よりも元気で活動的である
→ 男性（夫）よりもしっかりとした意見を持っている

事ヘルプサービスの分野では、個人のサービス提供が

→ 家族の困りごとを一手に引き受けている

基本であるから、ヘルパー登録制度を導入した上でＪ

このことは、高齢者の暮らしに向き合うＪＡを目指す

Ａが仲介機能を果たすことが求められている。
いずれにせよ「私の困りごと」を「私のできること」に

のであれば、男性ではなく女性を中心に問題解決を図
る仕組みの創設が望ましいということを表している。

つないで、 家族の、 そして地域の問題を解決すること
が望ましい。
表４は、ＪＡ地区運営協議会の女性メンバーが答え

4．若い女性たちの仕事と暮らしに
向き合うＪＡを目指して

た「私の困りごと」と「私にできること」の全体像であ
るが、この両方を見比べると、ＪＡを拠点にさまざまな
助け合い活動・事業が展開できることが分かる。
なお、紙数の制約からここでは紹介しないが、男性
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（１）農村型社会から都市型社会への転換
およそ5000年以上前、 長い採集狩猟段階を経て農
業革命による定住農業が成立し、＜共同体・身分＞を
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構造原型とする「農村型社会」がつくられた。その後、

ば、 ＪＡなりＪＡ女性組織は「座して死を待つ」だけの

18世紀後半に至って産業革命が起こり、 地球規模で

存在になる。若年層の取り込みに失敗するからである。

の市場経済の浸透といううねりのなかで工業化・民主

今、改めて「ＪＡ女性組織綱領」を読むと、次の３

化が進展していった。地域不均等展開を伴いながらも、

つの組織目的がうたわれていることが分かる。

そのうねりは日本にも押し寄せ、
「農村型社会」を「都

① 女性の地位向上

市型社会」に移行させていった。

②ＪＡ運動を進める

都市型社会では、 工業化・民主化といううねりが農

③ 住みよい地域社会づくり

村型社会の構造原型をなす＜共同体・身分＞をその基

これらの目的が現在の「都市型社会」に適合的なも

底まで掘り崩し、市民（シチズン）という名の＜個人＞

のかどうかが重要である。 この綱領は1995年に制定

を析出する。 農業人口が30 ％を切った段階で都市型

されているが、内容的には1967年制定の「農協婦人部

社会への「移行」が始まり、10％を切った段階で都市

統一綱領」と同一である。50年以上変わっていないこ

型社会の「成立 」が完了したとみなせば、 日本では

とになるが、 ここに大問題があると感じるのは筆者だ

1960年が「移行」の始まり、80年代が「成立」の完了

けであろうか。

の時期となる注６）。

1967年綱領は、 農村婦人の非農業就業化の進展を

都市型社会が空間的な広がりを見せると、 景観面・

踏まえて、女性組織の性格を「耕作農民の婦人をもって

産業面で農村とみなせる地区においても都市型の生活

組織する職能組織」から「生産農家の婦人を中心とする

様式が一般化していく。都市型の生活様式が農村地区

組織 」へと修正したことで制定された。 当時の農村の

に深く浸透することで都市型社会の成立となるのである。

特徴は、 都市型社会の始まりの時期に当たっており、

わが国の農村社会あるいは農業家族の変容につい

江戸時代から続く耕作農民の「直系家族制 」
（単独相

ての松下圭一氏による時代区分は的確である。同じ農

続制 ）や明治民法下の「家父長制 」による社会規範が

村地区であっても、農村型社会が存続していた時代に

完全には払拭されていなかったことである。そうしたな

生まれ育った60歳以上の人びとと、都市型社会が成立

かでつくられた綱領は「イエから解放されたい」という

した時代に生まれ育った40歳以下の人びととの間には

女性たちの強い願いが込められていたといってよい。

思考様式や生活様式に大きな差異がある。その差異は
「断絶」と呼べるほど大きなものである。
果たしてこの世代間の断絶に、 ＪＡなりＪＡ女性組
織は的確に対応できているのであろうか。組織の高齢

ふっしょく

その後、 組織の名称を「農協婦人部」から「ＪＡ女
性組織」へ改めたが、これは「婦人」から「女性 」へ
の修正を通して、組織の実態を時代の変化に適合させ
ようとしたことを表している。

化が急速に進むＪＡ、ＪＡ女性組織であるが、この組

しかし、 農村型社会から都市型社会への転換が完

織力低下は世代間の断絶に的確に対応できていない

了した現在も、農村型社会が色濃く残っていた時代に

証拠ではないかと思われる。

つくられた綱領をそのまま維持してよいのかという疑問

（２）女性組織は何のためにあるのか

は残る。

以上で述べたように、ＪＡをめぐる諸問題は農村地区

筆者は現在69歳（1948年生まれ）なので「女性の地

の「農村型社会」から「都市型社会」への転換によっ

位向上」
「ＪＡ運動を進める」
「住みよい地域社会づく

てもたらされた。この社会転換に伴ってＪＡもＪＡ女性

り」という３つの組織目的に違和感はない。 けれども

組織も変革が必要である。

「都市型社会」の生活様式なり社会規範しか知らない

例えば、40歳以下の人びとから「ＪＡ女性組織は何の

20歳代、30歳代、 さらには40歳代の女性たちが、 こ

ためにあるのか」「ＪＡ女性組織は必要か」という問い
が発せられたとき、 ＪＡなりＪＡ女性組織はどのように
答えるのであろうか。この問いに的確に答えられなけれ

注６）松下圭一『転換期日本の政治と文化』岩波書店、2005年、
４～ 10ページ
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の綱領をどう受け止るかについては確信が持てない。

られた被用者（給与所得者）と、それが緩やかに設定

率直にいうと、この綱領では「男性vs.女性」という

できる自営業者（農業者を含む）との違いは大きい。

構図のなかでの女性に焦点が当てられていて、
「私、

この視点を大切にしながら農業の魅力を存分に語るよ

あるいは私たちの仕事と暮らし」という視点が欠如し

うなＪＡ、ＪＡ女性組織になることを期待したい。

ているのではないか。 人間としての「男女平等」 が実

５．本稿の要約

現されてもなお残る「私たち女性が抱える負担の重さ」
をどう考えているのか、 そこが伝わってこない。 非正
規雇用やシングルマザーの問題を含めて、貧困・格差

本稿では、 組織の縮小・高齢化が進むＪＡ女性組

が拡大するなかで、 女性の問題をＪＡなりＪＡ女性組

織について、 自らの組織の立て直しを図るとともに、

織はどう考えているのかが伝わってこないのである。

将来的には「ＪＡを動かすのは女性」といわれるような

おそらく彼女たちの生活実感からすれば、大きな世

実態をどうつくるのかを議論した。 縮小に対しては拡

代間隔絶（ジェネレーションギャップ ）が存在するなか

大、高齢化に対しては若返りが課題となるが、その両

で、仕事と子育てに忙しい毎日の暮らしをどうしのいで

方を実現することで「ＪＡを動かすのは女性」という実

いくのかが最大の課題になっていて、その課題に的確

態をつくりたいと考えている。

に応えてくれればＪＡを好意的に受け止めるであろうし、

組織の量的拡大については「楽しくなければ女性組

そうでなれば「私には関係ない組織 」としか受け止め

織の活動ではない」という方向を基本とし、 それに

られないのではないか。そうだとすれば、彼女たちが

「伝統的・ 地縁的女性組織と近代的・ 自律的女性組

都市型社会により適合的な一般企業（市場）の方が使

織の並進」という方向を追加することの重要性を、ＪＡ

い勝手がよい、そちらを利用しようと考えるのはけだし

の実例に基づきながら論じた。
一方、 組織の高齢化については、 それを肯定的に

当然である。
言い換えれば、若い女性には、彼女たちなりの「私

捉える立場から「高齢者の組織としての役割をしっか

の困りごと」があって、 その困りごとを的確に解決して

り果たす」という方向と、 それを危機的に捉える立場

くれるのであれば、
（非営利目的で動く）ＪＡであろう

から「若い女性たちの生活ニーズをしっかり捉える」と

が、
（営利目的で動く）一般企業であろうが、その間の

いう方向の両方を論じた。

違いに強いこだわりはないといってよい。

高齢者の組織としての役割をしっかり果たすには、

彼女たちのこうした思考と行動を踏まえるならば、

女性組織と地区運営協議会や年金友の会などとの連

「安心・ 安全な暮らしをつくる」
「いのちと暮らしを守

携が喫緊の課題となる。各組織がばらばらのままでは

る」
「人と人がつながる」
「土とふれあう」
「生き物を育
注７）

総合性の魅力は根拠のないものとなる。

など、ＪＡ、ＪＡ女

これに対し、若い女性たちの生活ニーズをしっかり

性組織に参加・参画することで得られるメリット（願い

捉えるには、ＪＡ事業それ自体の変革だけではなく女

やニーズの実現 ）を直截的に訴えるような新たな綱領

性組織綱領の改訂を急がなければならない。ただし、

をつくることが求められているのではないか。

この改訂について、本稿は問題提起の域を出ていない

てる」
「つくる責任つかう責任」
ちょく さいてき

重要なことは、 農村地区、 農業者世帯のいずれに
おいても、 都市型社会が成立していることを率直に認

ので、 さらなる研究が必要であることを付記しておき
たい。

めることである。 そこでは都市と農村の違いはもはや
存在しない。 そのことを前提として若い女性たちの
「仕事と暮らし」に真剣に向き合うＪＡ、 ＪＡ女性組織
を目指すことが重要である。
ただし、有職女性にとって、職務時間が厳格に定め
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注７）「つくる責任つかう責任」は国連開発計画（ＵＮＤＰ）が策定
した「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）」の目標12に掲げられてい
る。食料・農業の分野では、環境負荷を減らすために、食品廃棄物
の排出削減、資源の循環利用などが提唱されている
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〜ＪＡなめがたの「焼き芋販売戦略」から学ぶ〜
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吉田 成雄

（ＪＡ全中 ＪＡ支援部 教育企画課 主任専門職）
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

お

がわ

り

え

小川 理恵

とりわけ営農経済事業を可能な限り「協同組合を構

．はじめに

成する組合員と役職員の役割・機能の分担 」という関

「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律 」

係で捉え、
「コミュニケーションを密にし、組合員の積

（平成27年９月４日法律第63号）が2016年４月１日に施

極的な参加を前提に、役割・機能の分担をどのように

行され、農業協同組合法が大幅に改正された。
この法改正の背景にある考え方には、階層分化が進
んできた農協の正組合員のなかから、小規模零細農家

デザインし、
『生産者手取り最優先』のＪＡ営農経済事
業をどのように構築するか」を考えることが必要となっ
ているからである。

や兼業農家ではなく、大規模農業経営や専業農家の

こうした考えから、筆者らは、酪農学園大学の柳京

意思反映を強化し、農業の大規模化のためにより貢献

熙教授とともに『営農経済事業イノベーション戦略論

する農協へと「農協の構造改革」をすべきであるとする

──農産物マーケティング論──（北海道地域農業研

主張がより強く反映されている。

究所学術叢書 ⑱）
』注２）を上梓した。

だが、わが国の農協の改革の方向はそれでよいのだ

本書は、ＪＡの営農経済事業におけるマーケティング

ろうか。 農協が協同組合として存在する意義とは何か

の議論を中心課題とし、 群馬県にあるＪＡ甘楽富岡の

を考えるときに、戦後の農協法制度の下で農協を創り

営農事業本部長や理事として同ＪＡの営農経済事業を

上げ、日本の農業を支え、国民への食料の安定供給に

創り上げてきた黒澤賢治氏と、千葉県にあるＪＡ富里

貢献したのはむしろ小規模農家であったことを忘れて

市の元常務理事であり、同ＪＡの営農経済事業を創っ

はならないのではなかろうか。

た仲野隆三氏の取り組みを理論化するという目的を
注１）

とは、小規模

もって、 両氏の多大なご協力を得て執筆したものであ

農家や兼業農家といった本当に農協を必要とする階層

る。とりわけ第２章ではＪＡ甘楽富岡について、第３章

への支援策（再組織化）を、
「参画」を基盤において組

ではＪＡ富里市についてと、両ＪＡにおける営農経済事

み立て直し、協同組合を再活性化させることであると

業の展開過程を詳細に記述することができた。 両ＪＡ

考える。 そしてそれと同時に、大規模化・法人化した

の事例については数多くの事例報告論文はあるが、事

農業経営体をも包含し得る農協への「参画 」のあり方

例紹介にとどまらず理論化することで、他のＪＡにとっ

著者は真の意味での「ＪＡの改革」

と関係性を再構築し、
「地域と農業 」における農協の
位置付けの再定義を行うことが重要だ。
つまり、今日の農協に必要なことは明確な目標の再
定義、あるいはドメイン（生存領域＜ＪＡ全体のドメイ
ンまたは営農経済事業の競争ドメイン＞）の再定義で
ある。

注１）政府・ 規制改革推進会議などが「農協改革 」を迫るなかで、
ＪＡグループは「ＪＡ自己改革」を進めている。従って、
「農協改革」
や「ＪＡ自己改革」と混同されないように、ここでは一般的な用語
として、
「ＪＡの改革」と呼んで区別することとしたい
注２）吉田成雄・小川理恵・柳京熙『営農経済事業イノベーション
戦略論──農産物マーケティング論──（北海道地域農業研究所学
術叢書 ⑱）』筑波書房、2018年2月28日
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ても適用可能で有用な一般化を図った。
なお、この本の出版助成についての選考委員会では、
査読者から「総合農協の総合事業は、専門農協並みの
（専門農協に負けない）販売事業を構築することで実現
することや、 組織のあり方について論点が提示される
など、見ごたえがある」とのコメントを頂いた。
本書の構成は次のとおりである。
序 章

課題と研究方法

第１章

激変する環境とＪＡ営農経済事業のドメイン
再定義

第２章 「総合産地マーケティング」で地域農業を再
生─強い農業を創るＪＡ甘楽富岡の営農戦
略─
第３章 ＪＡ富里市における営農指導をベースにした
マーケティング構築の取り組み
第４章

新たなイノベーション戦略論（農産物マーケ
ティング論）

第５章

新たな農業協同組合像の確立に向けて

このうち第４章では、Ｐ．コトラーの「マーケティン
グ・マネジメント」注３）の考え方をベースにしながら、Ｊ
Ａ甘楽富岡およびＪＡ富里市の２つのＪＡの取り組みの
理論化を試みた。
その一部を紹介すると、 今村奈良臣東京大学名誉
教授の「Ｐ—ＳＩＸ理論」と、マーケティングの一般的
なフレームワークである「４つのＰ」
（製品・価格・流
通・販売促進）などを、Ｍ.ポーターのバリューチェーン

理論的なフレームワークやツールなどのなかには、

フレームワークと統合させ、ＪＡの営農経済事業に適応

産業・企業・団体を問わず共通に適用できるものがあ

させた新たな概念のフレームワーク（表１）を提示した。

るとしても、マーケティングを実際の仕事として実現す

また、Ｐ.コトラーの「インターナル・マーケティング」

る際には、そもそも商品・サービスの特性、マーケティ

（マーケティング部門から経営幹部など企業の内部に向

ングの目的・目標の違いがある上に、常に変化する市

けたマーケティング）の概念を若干拡張して、協同組

場環境に対応し続ける必要がある。従ってマーケティ

合の営農経済事業への適用を行った。ＪＡの場合のイ

ング論の教科書のなかに「マーケティング戦略を立案

ンターナル・マーケティングの対象が、
「ＪＡ内部」だ

する手順・プロセス、あるいはフレームワークやツール

けではなく、
「協同組合メンバーという内部」へという
２つの方向に存在していることを指摘し、 とりわけ後

注３）フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー〔恩蔵直

者を対象に「組合員とＪＡ営農経済事業」がまさにこれ

人監修・月谷真紀訳〕『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネ

から取り組もうとするマーケティングへの理解を促進す
ることの重要性を指摘した。
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ジ メ ン ト（第12版 ）』ピ ア ソ ン桐原、2008年（原著は、Philip
Kotler and Kevin Lane Keller“Marketing Management”,
Twelfth Edition, Prentice Hall,2006）

【農業問題と地域社会】研究ノート／営農経済事業イノベーションとマーケティング戦略

研 究 ノ ー ト 農業問題と地域社会

とその使い方」と呼ぶものが例示的に示されているか

は110億円を超え、うち青果物の販売額が10 0億円以

もしれないが、実際にはどの産業・企業・団体でも、

上を占める（表２）。職員数は174人（うち臨時・パー

それぞれの産業・企業・団体が「商品特性や需要の特

ト46人）の営農経済事業を核とするＪＡである（以上の

性、流通機構の特性や競争上の特性、マーケティング

数字はいずれも2017年１月末現在）
。

主体の特性などの要素を踏まえた」マーケティングを

ＪＡなめがたは、ＪＡの販売高112億円（2016年度）

行っている。そこには「特殊」はあるが「一般」はなく、

のうち約３分の１（34億円）を占める甘藷（サツマイモ）

差別化への工夫と多様性が存在する。 従って少なくと

では、ＪＡ甘藷部会連絡会が「味で勝負する焼き芋販

も差別化を目指すマ ー ケティングの実務には「一般

売戦略」 による地域活性化と、 農家所得の向上に成

マーケティング論」と呼ぶものは存在しない。

功したことが認められ、2017年３月に第46回日本農業

また、農産物のマーケティングについては、研究者

賞大賞（集団組織の部）を受賞、2017年11月には2017

のなかにも誤解や適用上の課題がある。マーケティン

年度（第56回）農林水産祭天皇杯（多角化経営部門）

グは実務と密接な結び付きがある研究分野であること

を受賞した。

から、マーケティングについて学術的・教科書的な理

管内のサツマイモの栽培面積は2005年の487haか

解が正しくなされることは必要条件であるものの、 そ

ら2015年には約1.4倍の700haに増加し、 販売金額は

れだけではなく、絶えず変化する環境のなかで実際に

2005年の12億1000万円から2015年には約2.6倍の31

使えるかが同時に問われる実学であることへの謙虚さ

億8000万円となっている。 また、 販売単価も2005年

を忘れてはならない。

の142円／ kgから2015年には約1.5倍の220円／ kgへ
と上がっている。

２

かんしょ

ＪＡなめがたの組合員とＪＡによる甘 藷（サ
．
ツマイモ）マーケティング戦略

次に『営農経済事業イノベーション戦略論──農産
物マーケティング論──』において、ＪＡ甘楽富岡およ

ＪＡなめがたの「焼き芋販売戦略」の成功要因は、
「サツマイモを売っているのではなく、 焼き芋を売って
いる」
（金田富夫営農経済部部長）という考え方にある。
注４）

ここには、
「発想のイノベーション」

が見られる。

びＪＡ富里市から学んだことの理論化を試みて得た知

しかもマーケティング・マネジメントの基本となる「事業

見を踏まえながら、茨城県にあるＪＡなめがたを事例と

の定義 」が明快に打ち出され、
「マーケティング近視

して、営農経済事業を強化する側面から「農産物マー

眼」注５）に陥ることなく、自らのドメインをしっかり打ち

ケティング」の成功のポイントを見てみることとしたい。

立てたマーケティング戦略が存在している。
また、ＪＡ甘藷部会連絡会が天皇杯を受賞したこと

（１）ＪＡなめがたの概要
なめがた

いたこ

ＪＡなめがたは、茨城県の行方市と潮来市を地区と

によって、サツマイモに注目が集まったが、ＪＡなめが
たはサツマイモ単品目の産地ではない。棚谷保男組合

するＪＡである。 当地は茨城県東南部に位置する霞ケ

長は「単品目の産地だったら今の姿はなかったと思う。

浦の西浦と北浦に挟まれた半島状の地域で、小高い山

量の力で販売できない多品目の産地だからできた」注６）

が織りなす傾斜や起伏の多い台地状の土地に大規模

と、今日の多様な販路を開拓できた理由を語っている。

な畑作地帯が、そして西浦と北浦の両湖岸には水田地

また、
「これまで産地は、高く売ることを主眼に、販売

帯が広がっている。土壌は関東ローム層の赤ボクで、

単価を上げることに努めてきた。 しかし、 ＪＡなめが

比較的温暖な気候から野菜の栽培に適した地域であ
る。また、東京都心から100km圏内に位置し、首都圏

注４）同注２、42ページ・124ページ

消費地まで70kmという大消費地に近い地の利がある。

注５）石井淳蔵・栗木契・嶋口充輝・余田拓郎『ゼミナール

ＪＡなめがたの正組合員は9151人、准組合員2094人
である。 年間約60品目の生産がある農産物の販売額

ケティング入門

マー

第２版』日本経済新聞出版社、2013年、175

〜 179ページ
注６）
『日本農業新聞』2018年1月９日
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たの方針は平均単価を上げることではない。 生産した
ものすべてを売り切り、生産者の所得全体を上げるこ
「生産
とが重要だと考えている」注７）とも語っている。
者手取り最優先」の考え方であり、ＪＡ甘楽富岡、ＪＡ
富里市に通ずる理念である。
こうしたＪＡなめがたの取り組みを分析することで、
農産物のマーケティングについての理解を深め、農産
物マーケティングの重要性とその進め方についての示唆
を得ることとしたい。
（２）ＪＡなめがたの農産物マーケティング
──「味で勝負する焼き芋販売戦略」──
現在、 ＪＡなめがたの主力農産物であるサツマイモ
の販売額は34億円（2016年度）に上るが、 旧６ＪＡが
合併してＪＡなめがたが発足した1988年当時の販売額
は、５億9600万円にすぎなかった。
1991年には旧町単位にあった３つの甘藷部会が合
併して甘藷部会連絡会が発足した。90年代には産地
化を進め、高単価での売り上げを伸ばしていったが、
1998年ころから景気の低迷などの影響を受けて、 サ
ツマイモの消費が低迷し販売価格が下落する。販売高
は10億円で停滞し、農家経営は不安定な状況に陥っ
た。
こうしたなか、打開策として地域の基幹作物である
サツマイモの需要喚起を図るために着目したのが「焼
き芋」である。行方台地は水はけが良い赤ノッポ土壌
注７）
『農業協同組合新聞』2017年10月30日、
「棚谷組合長は『こ
れまで産地は、高く売ることを主眼に、販売単価を上げることに努
めてきた。ＪＡなめがたの方針は平均単価を上げることではない。
生産したもの全てを売り切り、生産者の所得全体を上げることが重
要だと考えている。カンショでも市場の規格に合わず出荷できない
ものが25％ほどあり、これは廃棄されていた。加工する方法も検
討したが１ＪＡでは限界がある。 全国には数多くの食品会社があ
り、自分でできないことは、他業種とタイアップすることだ』と積
極的に提携を進めてきた（引用者注：以下〈注９〉を参照）。
一方、ＪＡでは5000トンのカンショを貯蔵する能力を持つキュ
アリング定温貯蔵施設を整備した。これによって市場や量販店に、
欲しい時、欲しいだけの量を年間通じて供給できる体制をつくりあ
げた。規格品の品質のよいものはより高く売れ、そのほかは加工に
回すことで、生産されたカンショのすべてを商品化できるというわ
けだ。その結果、ＪＡ外に出荷している生産者の畑は、収穫後、商
品にならないカンショが散らばっているが、ＪＡに出荷している生
産者の畑には残渣（ざんさ）一つないという」
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のため、焼き芋に最適な、優れた味のサツマイモが栽
培できる。

①セグメンテーション＝性別・年齢（大人と子ども）

のマトリックス

そこで2003年に取引先の仲卸業者と小売店、 産地
の３者が協力し、全国に先駆けて「スーパー店舗内焼
き芋販売 」という、これまでにないニーズを創出する
「焼き芋販売戦略」を打ち出した。 そして2003年11月

②ターゲティング＝そこから「焼き芋が好きな」女性

や子どもに設定
③ポジショニング＝「おいしい焼き芋がいつでも手軽

に買える」

には、マックスバリュ東海・アムズ東京との連携による

ということになるだろう。

マックスバリュ東海50店舗で焼き芋店舗販売を開始し

こうしてスーパー 50店舗の店内で販売をスタートさ
せた１年目は大成功となった。 実需者であるスーパー

た。
これをマーケティングミックス（４つのＰ）に当てはめ
ると次のようになる。
①製品（Product）
＝サツマイモではなく「焼き芋」
②価格（Price）の設定＝引き売りの石焼き芋は高い

が家庭で焼くのは面倒。 だから「やや高めでも、
引き売りの石焼き芋より安ければ売れる」。また、
「芋の貯蔵性を生かせば、周年で販売が可能」
③販売チャネル（Place）
＝「スーパー店舗内焼き芋販

からは「売り上げが伸びた」
、消費者からは「焼き芋が
手軽に買える」と高い評価を得ることに成功した。
しかし２年目は、
「甘くない」
「同じ品種なのに味が
ばらつく」
「うまく焼けない」など、 消費者・実需者か
ら苦情が相次いだ。
それらの声を受け、すぐに、
ＪＡなめがた甘藷部会連
絡会、ＪＡなめがた、茨城県農業総合センター農業研
究所、農業改良普及センターが「茨城県かんしょ技術体

売」
④販売促進（Promotion）
＝スーパー店舗内に「焼き

芋専用オーブン」を設置し、ＰＯＰなどで
さらにＳＴＰ注８）に当てはめると、

注８）ＳＴＰ戦略とは、Segmentation（市場を細分化する）、
Targeting（ターゲット層を抽出する）、Positioning（ターゲッ
ト層に対する競争優位性を設定する）の３つの頭文字をとったもの
で、Ｐ．コトラーが提唱するマーケティング手法
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系化チーム」を結成し、速やかに原因究明に着手した
（図１）。

延ばすキュアリング処理ができる貯蔵施設も、2017年

ほ じょう

原因の１つは、品種や圃場の違いによる品質のばら

3月には14庫（貯蔵可能数量：約25万コンテナ）にまで
拡大している。

つきだった。
そこで甘藷部会と連携し、
「茨城県かんしょ技術体
系化チーム」は試験を繰り返し、
「焼き芋」を徹底して

「焼き芋戦略 」の10年間の主な活動を整理したもの
が表３である。

調査した。貯蔵期間とデンプンの糖化を研究し、品種

「焼き芋戦略 」の成功に不可欠な「焼き芋」 の周年

や土質でデンプン含量が違うことから、貯蔵期間で最

供給は、 キュアリング処理による「芋の貯蔵性を生か

適な品質を追求した。そして、品種、時期、大きさか

せば、周年で販売が可能」というだけでは困難である。

ら、電気オーブン内の焼き位置ごとに焼き時間を詳細

成功のカギは、
「紅優甘（品種名＝べにはるか）」８〜

に測定したものに至るまで、 包括してとりまとめた『Ｊ

１月、
「紅まさり（同ベニマサリ）
」９〜４月、
「紅こがね

Ａなめがた

焼き芋マニュアル』を作成し、焼き芋を

焼いたことがないパートの方でもおいしく焼き芋を焼く
ことができるように取引先のスーパーなどに配布したの

べにゆう か

（同ベニアズマ）
」１〜８月、を実践する３品種のリレー
出荷体制の確立である（図２・図３）
。
また、甘藷部会とＪＡによる「焼き芋戦略」では、実

である（製品［Product］改善と販売促進［Promotion］

需者に対するプレゼン活動を積極的に行ってきた。 そ

充実）。

の際には、おいしさの根拠などの研究データを蓄積し

その後も、紅こがね（品種：ベニアズマ）について、

た冊子『焼き芋の話』を配布するなど、消費者に直に

2006年から490圃場（約200ha）でイモのデンプン含

接するスーパー販売担当者やバイヤーなどのもとに直

量を測定し、得られたデータから、圃場によって、デン

接出向き、データに基づいた説明をすることで、 納得

プン含量が最も高まる10月中・下旬に、掘り取り時期を

を得、信頼関係を構築するように心掛けている。

ずらしたり、 必要な場合は堆肥を投入するなど、 産地

30

そろ

全体で品質を揃える対策を促した。また、貯蔵期間を
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にも本流として流れていることが分かる。また、
「協同
組合を構成する組合員と役職員の役割・機能の分担」
という関係性についても、ＪＡなめがたとＪＡなめがた
甘藷部会連絡会には存在しているということも確認で
きた。
ＪＡ甘楽富岡、ＪＡ富里市、そしてＪＡなめがたの実
践からは、営農経済事業という方向から、真の意味で
の「ＪＡの改革」に取り組むための多くの示唆を得るこ
とができるだろう。 しかし他のＪＡがこれらのＪＡの手
法をそのまま真似ようとしても実現できるはずはない。
なぜならば、地域ごとに資源も人材も置かれた環境も
えい ち

違うからである。 他のＪＡの実践から叡知を得ながら
も、 それをわが地域に置き換えて、 それぞれのＪＡな
りの道を定め、必要とあらば事業を再構築することが
肝要である。 さらに忘れてならないのが、
「見えるこ
と」の、その背後に存在している人たちの「考え方」や
「志」である。困難な状況に置かれようとも、組合員と
地域の人々のために力を尽くし、 負けずにやり遂げる
意思、新たなことにチャレンジする勇気といったものに
こそ目を留めるべきだ。思いなくして本当の「ＪＡの改
革」は実現しない。
品企業との協働による６次産業化といった新たな需要
創出への取り組みも活発に行われている注９）。

３

．おわりに

以上見てきたとおり、ＪＡなめがたにおける「焼き芋
販売戦略」は、①コミュニケーションを密にし、②組
合員の積極的な参加を前提に、 ③役割・機能の分担

注９）2015年には、 ＪＡなめがたと食品企業（白ハ ト食品工業

をどのようにデザインし、④「生産者手取り最優先」の

＜株＞・白ハトグループ）が共同出資し、農業生産法人（株）なめ

ＪＡ営農経済事業をどのように構築するか、 について
熟考した上で、 組み立てられていた。 また、
「焼き芋
戦略 」に取り組むに当たり十分な準備を図るための、
「インターナル・マーケティング」が濃密に行われている
ことも、この戦略が成功した要因である。
先に見た「表１『生産者手取り最優先 』のバリュー
チェーンを考えるためのマトリックス（概念）」で、ＪＡ
甘楽富岡とＪＡ富里市の取り組みの本質の整理を試み
たが、まったく同質のものが、ＪＡなめがたの取り組み

がたしろはとフ ァ ー ムを設立。 甘藷加工工場で干し芋や大学芋生
産、原料加工を行う他、遊休農地で体験農園運営。また、ＪＡなめ
がた甘藷部会連絡会に加工甘藷部を設立し原料用甘藷を生産開始。
ＪＡは貯蔵期間を延ばすキュアリング処理ができるキュアリング定
温貯蔵施設を整備。白ハト食品工業（株）・白ハトグループと共同
商品開発や、白ハト食品の販路活用が可能になった。また、茨城県
や行方市が小学校跡地の提供や法人と連携した地域振興で協力をし
ている。小学校跡地に農業のテーマパーク「なめがたファーマーズ
ヴィレッジ」を開業。同施設には、大学芋などの製造工程を見学で
きる工場棟、おイモ・焼き芋の体験型ミュージアムがあるミュージ
アム棟、レストランやカフェ、おイモを使ったスイーツや野菜など
を購入できる商業棟、貸し農園や農業体験イベントができる農場が
あり、地元雇用の創出に寄与している
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増加する低所得層と日本農業
〜日本農業は誰に向かって生産をするのか〜⑥
最近の「雇用回復」は食料消費の活況をもたらすか？
日本大学 生物資源科学部 准教授

１

だ

しげ

お

の制度が「実習生 」という名目で外国人労働者を確保

．はじめに

しようとする本質には何も変わりがない。 従って、
「移

本誌2016年冬号（VOL.40）以来、５回にわたり「増

動の自由 」は若干緩和されたとはいえ制限されたまま

加する低所得層と日本農業〜日本農業は誰に向かって

である注１）。本来、労働者は自由な商品所有者として自

生産をするのか〜」を連載してきた。

らの労働力を自由に処分する権利を持っており、 そう

連載は５回で一応完結し、2017年冬号（VOL.44）

した自由な商品所有者を生み出すことによって、もう片

で若干の総括も行ったが、５回の連載で積み残したこ

方の自由な商品所有者である雇用主（貨幣という商品

ともある。特に、最近年における「労働力不足 」と、

の自由処分権を持つ）との「対等」な関係に基づく自由

時間給単価の上昇、 新規学卒者の就職率の上昇、 初
任給の上昇、 一部に見られる非正規雇用から正規雇
用への登用の動きなどを、消費市場との関係でどのよ
うに位置付けるかは１つの課題であろう。こうした「雇
用回復」が安定的、継続的なものだとすれば、それは
「将来的な安心感」をもたらすものであり、前号までに
述べてきたような「宵越しの金」の必要度は低くなり、
高付加価値商品の需要の伸びも期待できるだろう。
従って、こうした「雇用回復」の捉え方によっては、本
稿のタイトルにある「増加する低所得層」という見方は
成り立たなくなるし、VOL.44で述べたような、高付加
価値農産物の国内消費は期待できない、といった認識
は誤っている、ということになる。

２

．

外国人技能実習制度の拡充と外国人労働

注１）本誌の読者には、技能実習制度を活用している方も多いと考
えられるので、今次の技能実習制度の改正については既知のことか
もしれないが、制度改正の要点を法務省入国管理局・厚生労働省人
材開発統括官「新たな技能実習制度について」（2017年12月）に
よって整理しておくと以下のとおりである。①実習生送り出し希望
国との間で政府間取り決めを作成し、不適正な送り出し機関の排除
を目指す。②監理団体については許可制、実習実施者については届
け出制とし、技能実習計画は個々に認定制とする。③新たに外国人
技能実習機構を創設し、監理団体などに報告を求め、実地に検査す
るなどの業務を実施する。④実習生の保護のための通報・申告窓口
を整備し、 人権侵害行為などに対する罰則などを整備するととも
に、実習先変更支援を充実する。⑤現行では最大３年である実習期
間を、優良な監理団体などについては最大５年に延長する。⑥優良
な監理団体などにおける受け入れ人数枠を常勤従業員数比で最大
10％に拡大する。こうした改正のなかで、実習生の転籍に関わる
④についてやや詳しく見ると、実習生の側は技能実習２号から技能
実習３号に進む段階となったときに実習実施者（＝実習先）を変え
ることができるということと、実習実施者側において実習の継続が
困難になった場合で実習生が技能実習の継続を希望した場合には、
監理団体や実習実施者が転籍可能な新しい実習実施者と調整して技
能実習が継続できるようにするということである。ここで注意しな

者の増加

上記のような「雇用回復 」は「労働力不足 」と一体
である。従って、この「労働力不足」を外国人労働者
の導入によって解決しようとする動きについて、まず検
討しておく。2017年11月より、外国人技能実習制度が

32

とも

友田 滋夫

ければならないのは、実習生が主体的に実習実施者の変更を希望す
ることができるのは２号から３号への移行時のみということであ
る。その他の場合、
「実習が困難」かどうかを判断するのはあくまで
も実習実施者側であり、労働法に違反するなどの不正行為がない限
り、例えばより良い労働条件の実習実施者のもとに実習生が移動し
たいと思っても、現に実習を行っている実習実施者が「実習が困難」

変更された。これによって技能実習生の労働条件が改

と判断しなければ、実習生は移動できないのである。「実習先変更

善されることを期待する向きもある。しかしながら、こ

たく異質のものといわなければならない
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な商品交換による雇用関係を実現する可能性が生まれ

く挙げられるのは、公共料金支払い、宅配便の取り扱

る。 従って、 実質的な雇用労働力としての位置付けを

い、季節商品（おでんなど）の取り扱い、銘柄の多い

持つ外国人技能実習生の活用が広がれば広がるほど、

たばこの取り扱い、といったところであり、このような

そこにおける「移動の制限 」の問題性があらわとなり、

ものはいかに日本国内で実習しても、母国に帰れば公

最終的には技能実習制度は本来の技能実習制度（＝

共料金システムも、 郵便システムも、 季節商品も、 た

技能の海外移転のための純粋な技能実習）と、純然た

ばこの銘柄もすべて異なるため、 ほとんど役に立たな

る外国人労働者雇用制度（単純労働分野も含めた外

いだろう。 母国と共通する業務については半年も経て

国人労働力導入の承認）へと分裂せざるを得ないとい

ば十分技能養成されてしまうはずである。 にもかかわ

う本質を持っている。

らず、 コンビニ業界が２号移行対象職種を目指すのは、

にもかかわらず、これを分裂させず、
「技能実習」と

当然ながら労働力不足対策である注３）。

いう枠内に押しとどめようとしているのは、実習生は無

こうした例に見られるように、 各業界が技能実習生

期転換の問題が決して生じない有期契約労働者だから

も含む外国人労働者を増やそうとしているのは、 日本

である。

人労働者が減っているからである。国立社会保障・人

2012年改正労働契約法により、2013年4月1日以降

口問題研究所の推計に基づき、2033年の年齢階級別

に開始した有期労働契約については、契約の更新を繰

人口分布を見ると、表１のとおり、50歳未満人口が減

り返して通算契約期間が５年を超えた場合には無期労

少し、 新規学卒労働者として重要な18 ～ 24歳人口も

働契約雇用に転換する義務が生じることとなった。 こ

131.6万人（2018年比で15.3％）減少する。

れに対して、外国人技能実習生は必ず５年で契約打ち

この推計は、国勢調査を基にした推計であり、対象

切りになる。 ５年間で契約を打ち切って実習生を入れ

には日本に常住する外国人も含まれている。 そのなか

替えることで、 技能養成過程で多少のコストが掛かる

には、日清戦争前後以降、就労のために日本に渡航し

とはいえ、 勤続に伴う賃金上昇が不要となり、 万一業

てきた外国人、 特に1939年の朝鮮人強制連行開始後

務量が減少した場合にも雇用を抱え込むリスクを避け

に渡航してきた外国人を淵源とするオールドカマー世帯

ることができるので、 雇う側にとっては養成コストを
補って余りあるメリットがある、ということになる。
ただし、現在技能実習生を受け入れることのできる
職種（技能実習２号への移行が可能な職種）は製造業
などに限られている。

えんげん

注２）技能実習１号ロ（団体監理型の１年目 ）については、 技能実
習生の本国において修得などが困難であることおよび、同一の作業
の反復のみによって修得などできるものではないことといった制限
があるのみで、実質的には職種制限がほとんどないに等しい
注３）コンビニ業界はもともと類似他職種と比べて時間給が低い。
その要因の１つは、フランチャイズ本部との契約関係にある。土屋

他方、時間給上昇で苦しんでいる事業主は多いが、

直樹「コンビニエンスストアにおける経営と労働」によると、以前

特に飲食、小売業界における労働力不足は甚だしいと

多かったが、近年では土地・建物を本部が提供する契約形態が多く

いわれている。コンビニエンスストアやファミリーレスト
ランのホール係などは、 現状では技能実習1号の実習
生のみしか導入できないが、 コンビニ業界から、 ２号
移行対象職種（移行すれば１号期間と合わせて計３年
注２）

間の実習が可能）とするよう要望されている

。

とはいえ、 実際のコンビニ店員の勤続年数について
は、50％以上が１年未満で退職しており、 それでもコ
ンビニ経営が成り立っている。ということは１年程度あ
れば技能はほぼ養成されるということである。 実際の
ところ、コンビニ業務のなかで慣れにくい業務としてよ

は店舗の土地・建物をコンビニオーナー自身が提供する契約形態が
なり、本部に支払うロイヤリティーがその分高くなっているとのこ
とである（土屋直樹「コンビニエンスストアにおける経営と労働」
『日
本労働研究雑誌』（独）労働政策研究・研修機構、2017年１月号
＜No.678＞）。かつては自営小売店舗からコンビニ経営に転換す
る者が多かったのに対して、現在では雇用労働者出身の転業組が多
くなっているためであろう。こうしたロイヤリティーが経営を圧迫
し、その分従業員の賃金とオーナーの所得が圧迫され、外国人労働
者への依存要求が高まっているわけである
注４）オールドカマーの中心をなす在日朝鮮人の渡航の歴史につい
ては、西成田豊『在日朝鮮人の「世界」と「帝国」国家』東京大学出
版会、1997年、41 ～ 42ペ ー ジ、241 ～ 242ペ ー ジ。 およ
び岡田浩樹「マイノリティとしての朝鮮半島系住民―朝鮮人から在
日コリアンへ」
『国際文化学研究』神戸大学大学院国際文化学研究科
紀要、40号、2013年7月を参照されたい
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年齢階級から抜け出し、17歳の者が18歳となってこの
年齢階級に加わる。 各年の入国超過数推計を用いて、
こうした計 算を2018 ～ 2033年まで積み重ねると、
2018 ～ 2033年の間に純増する18 ～ 24歳の外国人数
は21.6万人となる注５）。これは、この年齢層の総人口の
3.0％に及ぶ。社会保障・人口問題研究所の外国人入
すうせい ち

国超過数推計は、これまでの実績を趨勢値として推計
したもので、外国人労働者受け入れ施策が緩和されれ
ば、当然この推計以上に外国人が増えることになる。
つまり、日本人新規学卒者の労働条件が多少上がろう
とも、この年齢層の人口が大きく減少するとともに、そ
のなかでも外国人の割合が高まる。 そして、こうした
外国人労働者は、前述のように、低賃金問題を解消し
ないまま導入されるものである。 しかも彼らは日本で
、

働いて得られた所得のすべてを日本国内で消費するの

労働力確保を目的として導入されている技能実習生や

ではなく、母国に送金することが多いので、低い賃金

その他の外国人労働者は当然、生産年齢人口世代で

のなかで国内消費に回るのはさらに小さな部分である。

ある。

この年齢層の消費力は全体として現在よりもさらに縮

を中心に、生産年齢を超える高齢者も存在するが

注４）

社会保障・人口問題研究所の推計によれば、外国
人入国超過数は2018年で6万8937人、2028年で6万
9235人、2035年で6万9274人と、今後も大きな変化は
ないものとされており、その年齢別分布は、表２のとお

小せざるを得ないだろう。

３

．
「雇用回復」の状況

り18 ～ 24歳に６割以上が集中する。入国超過総数が

新規学卒就職年齢層における人口の減少と、 同年

約6.9万人なので、毎年この年齢層の外国人が約4.2万

齢層における低賃金外国人労働者の増加があったとし

人純増する、ということである。毎年純増するこの4.2

ても、新規学卒就職年齢層全体としての「雇用回復」

万人のうち、次の年には24歳の者が25歳となってこの

と賃金上昇が将来不安を打ち消すようなものであれば、
消費回復につながる可能性もある。 そこで、 この「雇
用回復」の状況について検討する。
前述のように、 近年、 コンビニエンスストアや飲食
業などにおいて、時間給の上昇と労働力不足が生じて
いるといわれている。この労働力不足とは、主として、
アルバイト、 パートなどの短時間非正規労働者におい
て生じていると考えられる。そこでまず、
『賃金構造基
本統計調査』によって、短時間労働者（同一事業所の

注５）2033年までの計算としたのは、本誌VOL.43で述べたよう
に、 現在の年金制度が変わらないとしても、2033年ごろから低
年金者が増えていくと考えられることから、以後、高齢者における
低年金による消費低迷と若年者における低賃金による消費低迷の
ふくそう

輻輳が生じる可能性を示すためである

34
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一般の労働者より１日の所定労働時間が短い、
または１日の所定労働時間が同じでも１週の
所定労働日数が少ない労働者）の１時間当た
り所定内給与の分布を見てみると、 平成28
（2016）年調査では、企業規模にかかわらず、
時間給900 ～ 949円がピー クとなっており、
短時間労働者の57.7 ％は時間給1000円未満、
72.3 ％が1100円未満、84.7 ％が1200円未満
である。
こうした短時間労働者の所定内給与分布の
推移を見ると表３のように、男女ともに中央値
は上昇傾向にあり、1000円未満の者の割合
は低下しつつある。 表３の年次（x）と中位数
（y）の関係について回帰分析すると、 男の場
合はxの係数0.18、 相関係数0.87、p値0.00、 女の場

とはいえ、短時間労働者の時間当たり所定内給与は、

合もxの係数7.46、相関係数0.96、p値0.00と、この間

平均給与額では一部の高時間給の者の存在によって

給与が上昇してきたことが明らかである。

2016年時点で男1134円、女1054円と1000円を超えて
いるが、 中位数は男女ともいまだに1000円を切ってい
る。 しかも就業時間が短時間（2016年の男で実労働
日数15.4日、１日当たり所定内実労働時間数5.5時間）
であるから、平均時間給1134円を得たとしても、月当
たり給与は9万6000円にしかならない。なお、所定内
給与以外に賞与なども支給されるが、 その額は2016
年の男で年間3万7400円と微々たるものである。 ここ
の間、 時間給が上昇しているとはいえ、 これでは旺盛
な消費にはつながらないだろう。
次に、 短時間労働者以外の一般労働者の状況につ
いて検討する。まず、新規学卒者の初任給を見ると、
図１のように、 大卒男女、 高卒男女とも上昇を続け、
2005 ～ 2017年の間に最も上昇幅の大きい大卒女で1
万4800円の上昇を見ている。 しかしながら、 新規学

注６）女の賃金が伸びているのは、勤続年数が短いため、新規学卒
者の給与が全体の給与に反映されやすいことと、 女の勤続年数自
体が伸びていることによるものであろう。2005 ～ 2016年につ
いて、 平均勤続年数と平均所定内給与の相関を見ると、 男で相関
係数0.62、xの係数10.2、p値0.03、 女で相関係数0.89、xの
係数23.2、p値0.00であり、 いずれも正の相関が認められる。
また勤続年数は、男では2005年の13.4年から上下に変動しつつ
2016年には13.3年と、全体として停滞しているのに対し、女で
は2005年の8.3年から2016年の9.3年に伸びている

【農業問題と地域社会】研究ノート／増加する低所得層と日本農業

ＪＣ総研レポート／2018年 春／VOL.45

35

農業問題と地域社会 研 究 ノ ー ト

を大学・大学院卒男について見たのが、図３
である。20 ～ 34歳にかけては給与の上昇傾
向が見られるが、35 ～ 44歳と60 ～ 64歳では、
給与が低下してきていることが分かる。45 ～
59歳にかけては、いったん低下した給与が回
復しつつある。
大学・ 大学院卒女についても同様で、図４
のように、20 ～ 29歳で上昇傾向、35 ～ 44歳
と55 ～ 64歳で低下傾向、50 ～ 54歳で上昇傾
向が見られる。
これを、2005 ～ 2007年の３年間と、2014
～ 2016年の３年間の給与の移動平均で比べ
ると、表４のように、若年層で年間5万～ 10万
円程度給与が上昇しているのに対して、35 ～
44歳と60 ～ 64歳では年間60万～ 130万円も
の給与低下が生じている。現在の新規学卒就
職者各個人の今後の職業生活における昇給が、
現在の年齢階級別給与と同様の動きをとると
は限らないが、 新規学卒就職者にとっての就
職後の昇給イメージは就職時の年齢別給与に
大きく左右されると考えられる。 表４の年齢
階級別賃金動向に基づけば、2005 ～ 2007
年ごろの新規学卒就職者が想定し得た64歳
までに得られる給与と比べて、2014 ～ 2016
年ごろの新規学卒就職者が想定し得る64歳
までに得られる給与は、 年額にして男で約30
万円、女で34万円ものダウンになる。2005 〜
2016年の間の学歴別初任給の上昇幅は、 最
も上昇している大学院卒女（修士卒）でも月額
卒以外も含む所定内給与額は、図２のように、 女の場

1万3100円（年額約16万円）
、大卒男では月額9200円

合は上昇を続けているものの、男については上昇が見

（年額約11万円 ）にすぎない。 これに賞与の上昇額が

36

注６）

。 つまり、 給与の上昇は、 外部労働市場

加わるにせよ、初任給が年額十数万円上昇したのと引

に直接接する新規学卒者で主として生じていること、

き換えに、生涯給与が年額30万円のダウンになるので

内部労働市場においては昇給が以前に比べて停滞し、

はまったく割に合わない。

られない

給与上昇が見られないことが分かる。採用時の給与が

ところで、年齢階級別給与における35 ～ 44歳階級

多少上がったところで、 生涯賃金が上がる見込みがな

の給与の減少とは、２つの要素が混在したものと考え

ければ、消費は伸びないだろう。

られる。 １つは勤続を重ねてもかつてのような昇給が

こうした一般労働者の給与動向をもう少し詳しく検

得られなくなったための給与の低下であり、もう１つは

討するために、 一般労働者の年齢階級別給与の推移

勤め先の倒産、 解雇など、 なんらかの要因によって、
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く勤続できたとしても、 かつての世代のような
昇給が得られないのだとすれば、 自らの職場
の雇用が比較的安定していると捉えている者
も含めて消費抑制的行動を取ると考えられる。
そこで、 勤続年数階級別の給与動向を見て
みよう。勤続年数といっても、50歳で転職１年
目に当たる勤続１年目と、 新規学卒就職者の
勤続１年目では意味が異なる。 そこで、 大学
卒または大学院卒で新規学卒就職し、転職せ
ずに勤続するとした場合の給与動向を検討す
るため、大学・大学院卒男の20 ～ 24歳で勤
続年数１～２年から、50 ～ 54歳で勤続30年
以上に至るまでの給与動向を見たのが図５で
ある。年齢階級別給与と同様に、新規学卒年
齢に近い年齢階級では給与がやや上昇し、35 ～ 44歳
（勤続15 ～ 24年）では給与が低下している。
大卒・大学院卒女についても同様に見ると、図６のよ
うに、30 ～ 44歳（勤続10 ～ 24年）における給与低下
は男よりも顕著である。
これを、2005 ～ 2007年の３年間と、2014 ～ 2016
年の３年間の給与の移動平均で比べると、表５のよう
に、 若年で勤続年数の短い階級で年間５万～ 10万円
程度給与が増加しているのに対して、30 ～ 34歳・ 勤
続10 ～ 14年では年間10万～ 20万円程度、
35 ～ 44歳・

そもそも勤続そのものができなくなり、再就職に当たっ
て極端な場合には正社員の地位を失うなど、 従前より
も給与条件の低い就業先に勤務せざるを得なくなるこ
とによる給与の低下である。 後者のような離職に伴う
給与低下リスクは、 現代においては多くの人々が意識
せざるを得ないため、このことが消費抑制傾向の一因
となっていると考えられるが、仮に前者のように首尾よ
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４

．消費の停滞

こうした「雇用回復 」が、 高付加価値商品
しゃ し ひん

の需要に結び付いていないことは、 奢侈品の
消費が必ずしも伸びていない点に見ることが
できる。その典型が宝飾品である。矢野経済
研究所『宝飾品（ジュエリー）市場に関する調
査（2017年）
』によれば、1991年に３兆150億
円であった国内宝飾品市場は急速に縮小し、
2000年には１兆3708億円となっている。その
後しばらく市場 規 模は維持されていたが、
2006年以降再び縮小過程に入り、2011年に
は8945億円となっている。その後やや回復し
たが、2014年以降は再び縮小傾向にあり、
2016年には9413億円となっている。
奢侈品ばかりでなく、 消費の停滞は食料品
も含む全体に及ぶ。VOL.42で示した消費水
準指数について、 あらためて直近の傾向を示
すと、図７のように、 この間の初任給をはじめ
とする若年層の給与の上昇、雇用の「改善」、
短時間就業者の時間給の向上にもかかわらず、
総合指数、 食料の指数ともに低下傾向が止
まっていない。
このことに、 消費者物価の上昇が追い打ち
をかけている。2015年基準の消費者物価指
数は2005年12月の総合指数96.8、 食料90.1
から、2016年12月には総合指数100.1、 食料
102.5となった。この間の指数の増加率は総合
で3.4％、食料で13.8％に及ぶ。そして2017年
12月には総合指数101.2、 食料104.3までさら
に上昇している。これに対して、表４に示した
給与推移を増加率に直すと20 ～ 24歳男で

38

勤続15 ～ 24年では年間60万円前後の給与減少となっ

1.8％、同女で4.1％にすぎない。給与の上昇率が物価

ている。このように、年齢階級別に見た30 ～ 40歳代

の上昇率を下回っているのである。このような状況のも

における給与の低下傾向は、勤続に伴う昇給幅が以前

とで、 消費者は財布の紐を締めざるを得ず、
「安全・

よりも縮小していることが大きく影響している。 従って、

安心」な食料品を諦めざるを得ない消費者が増えてい

雇用が比較的安定していると考えられる職場に勤務す

るのである。 本誌VOL.44で指摘した、 消費者の意向

る者も含めて、 消費抑制的行動を取らざるを得ない状

調査から見えてくる国産志向、安全志向と、家計調査

況になっていると考えられる。

などから見えてくる消費動向や貿易統計から見えてくる
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かい り

輸入動向の乖離は、 こうした状況を反映したものであ
る。
このような状況は、 学校給食にも大きな影響を与え
ている。 学校給食がしばらくの間、
「安全・安心・国
産」を追求してきたことは周知のことであるが、ここに
きて食材を安価なものに切り替えたり、 デザート類を
少なくするなどの動きが出てきている注７）。 子どもに必
要な栄養を確保しつつ、 値上げは所得の低迷に配慮
して最低限に抑えざるを得ないため、
「安全・安心・国
産 」はある程度犠牲にせざるを得ず、 これまでの「地
場産農産物を使った給食 」への流れから見ると「逆
転」ともいえる動きが生じているのである。
「安全・安

注７）「給食寂しく

食材高騰に泣く」。『朝日新聞』2018年１月

28日朝刊、神奈川さがみ野版は、
「横浜市などで小学校給食が徐々
に寂しくなっている。 給食費を上げる動きも目立ってきた」とし
て、主菜がアジの開き→シシャモの素揚げ→ちくわの磯辺揚げへと
移り変わり、カレーライスに入れる肉の量が50gから40gに減ら
され、デザートのメロンが６分の１カットから12分の１カットに
半減されていることなどを報道している。また、私事で恐縮だが、
私の子どもが通う小学校からも、2017年12月６日付で、給食に
ついての以下のような通知が来たので、引用しておく。「子どもた
ちの現在から将来にわたって、健康な生活、生き生きとした人生を
過ごしてもらいたいと願って提供している給食ですが、平成26年

心・国産」農産物の需要を伸ばすためには、値上げを

４月の消費税引き上げ（５％から８％へ）に加え、近年の天候不順

負担できるだけの賃金、社会保障、教育費などにおけ

た食材の購入はおろか、今まで提供してきた国産、地場産野菜等の

る「将来安心」が不可欠の条件であることを、 再度強
調しておきたい。

等による主な食材の値上がりなどの影響で、
『噛む』ことを取り入れ
食材の購入にさえ苦慮しているのが現状で、 質の低下が避けられ
なくなってきています。このようなことから、
（中略）給食費を改定
せざるを得ないという結論に至りました。給食費の改定にあたって
は、 子どもの健康づくりにつながる『噛む食材の確保 』や『安全・
安心な食材の確保 』と『保護者の負担増 』とを十分に考慮し審議し
た結果、下記のように改定いたします。（中略）月額4,500円（現
行4,200円）」。そして、この通知には、前回改定（2009年４月）
以来の食材価格の推移が掲載されているが、 それによると2017
年４月までに、 コ ッ ペ パ ン50gが3.5円、 牛乳200mlが5.84
円、鯖切り身50gが30円上昇している。月20日の給食とすれば
コッペパンと牛乳だけで月当たり186.8円の上昇である。その他
の食材も含めて質の低下を避け、従前の質を取り戻そうとすれば、
とても月額300円の値上げ範囲に収まるとは思えない。「保護者の
負担増」に配慮した結果であろう
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被災地を超えて福島復興７年の歩み
〜放射能汚染対策から認証制度の設計と大学生の取り組み〜
ＪＣ総研 副主任研究員
福島大学 食農学類 教授

１

たか

阿高 あや

や ま りょう た

小山 良太（監修）

方式）で確認するというのが安全性確保の考え方であ

．はじめに

る。入り口における生産段階での対策が確立していな

2018年３月11日、東日本大震災から丸７年が過ぎた。
2012年から６年間実施してきた福島県産米の全量全

かった当時、やむなく出口において全量全袋検査を実
施し、検査漏れを防ぐ対策を施してきた。

袋検査結果では３年連続基準値超えがゼロとなった。

生産面における放射能汚染対策が実施されている

現在、年間60億円近い費用が掛かるこの検査方式を

現在、 流通段階における全量全袋という検査方式を

いつまで続けるのか検討が始まっている。食品中放射

見直すことは理にかなっている。問題は、生産対策が

性物質検査はモニタリング方法に基づくサンプル検査

実施されていることが多くの流通業者、 消費者に周知

が基本であるが、福島県のみ独自の「全量」検査を実

がなされていないことである。 周知のための期間の確

施してきた。米は水田を利用する作物であり、2011年

保と啓発の取り組みが必要である。

の事故初年度はさまざまな要素の影響を受けて作物中

見直しという言葉だけが独り歩きをし、 あたかも安

の放射性物質濃度の分散が大きかったこととその要因

全対策、検査体制が縮小されるかのような報道がなさ

が明らかになっていなかったため、全農地、全農家、

れないように注意する必要があり、消費者、生活者は

全玄米を検査することとなった。水田の放射能汚染実

このような報道がなされた場合でも福島の努力と対策

態と収穫された米における放射性物資移行メカニズム

の結果、 入り口段階で安全性を担保している事実を

が解明されていなかった米だけは特別の検査を実施し

知っておく必要がある。

てきたのである。
しかし、事故当時の農業用水の影響や土壌中カリウ
ムの欠乏がセシウムの吸収を促すことなどさまざまな
試験研究の成果が蓄積され、作付け制限、農地の除
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こ

あ

２

．福島県における放射能汚染対策

東京電力福島第一原子力発電所事故からの７年間、

染、カリウム散布（標準施肥量）による吸収抑制策など、

福島県産農産物に関して、米は毎年約35万ｔ、1000万

生産面での対策が強化された。 その結果、 栽培レベ

袋を全量検査し、米以外の果樹、野菜、畜産物など

ルで安全性を確保することが可能になった。つまり、

は毎年２万検体を超えるモニタリング検査を実施してき

福島県産米は「入り口」の段階で安全性を担保し、流

た。その結果、山菜、キノコなど野生物を除く作物で

通経路に載る「出口」段階でさらに全量全袋検査を行

は、放射性物質の基準値を超えるものはなくなり、検

い、 安全と安心を担保するという２段階の仕組みと

出限界を超えるものもほぼ見られなくなった。 これは

なっているのである。本来、消費者、流通業者として

農地の除染、カリウムの施肥などの吸収抑制対策、移

は米に放射性物質が混入していないという安全性の担

行係数の高い作物から作付け転換、過去に放射性物

保を求めており、それは「入り口」で確実に実施される

質の検出された農地などにおける作付け自粛など、結

ものである。その実効性をモニタリング検査（サンプル

果として総合的な対策が福島県において自主的に実施
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たといえる。兼業農家が８割を超え、高齢農家、自給

されてきた成果である。
原発事故の直後から考えると、当時はどこにどれく

的な農家が大宗を占める福島県農業において、生産管

らい放射性物質が存在するのかが不明なまま、既存の

理を含む新しい農業のあり方を推進することは、通常

法律のもとに作付け制限や流通対策が施されたため対

時では困難であったと思われる。 放射能汚染対策は

策漏れが生じ、 基準値超えの農産物が出荷されてし

結果として、圃場、生産、加工、流通、消費という一

まった。これが風評問題を拡大する結果となった。そ

連のフードシステムのなかで、生産物を管理、記録す

こで2012年度より新しい放射能汚染対策として、農地

ることを恒常化させる契機となっているのである。

の測定が行われ、空間線量については全地域、一部

問題は、米の全量全袋検査を含む放射能汚染対策

地域では農地内の放射性物質の含有量、さらには土

がいつまで続くのかということ、対策費がなくなった後

壌成分の分析も行われるようになった。 このような農

どのように検査体制を維持・転換するのかという点で

地の測定事業をベースに、土壌中100g当たり25mgの

ある。米の全量全袋検査は毎年約60億円の費用が掛

カリウムが存在するとセシウムの吸収が抑制されると

かり、 うち賠償金が約50億円支払われている。 福島

いう研究成果

注）

を反映した吸収抑制対策が行われる

県の米の生産額は約750億円であり、 １割弱に当たる
経費が掛かっていることになる。2017年度は検査開始

ようになったのである。
また、米の全量全袋検査は、自給的農家も含め全

から６年目を迎えるが、2014年度以降事実上基準値

農家の生産した米を全量全袋という単位で検査する取

超えの米は検出されていない。安全性は確保されたの

り組みであり、2012年度から５年間継続実施してきた。

ではないか、これ以上費用を掛けることは経済性に欠

検査制度として適正かどうかに関してはさまざまな意

けるのではないかという意見が出されるようになってい

見があるが、一定の成果があったと考えられる。流通

る。 原子力災害に関わる損害賠償や各種補助事業に

面において、既存のモニタリング検査では流通業者や

関して、 これを管轄する復興庁は震災から10年目の

消費者に短時間で説明することが困難であった放射性

2020年には解散することが決まっている。そのため、

物質検査の基準やモニタリング方法、統計的意味、放

おそらく放射性物質検査、 放射能汚染対策の制度は

射能自体のリスクなどについて、全量を検査していると

大きく転換するのではないかと想定できる。

いう一言で説明できる検査システムに転換したことによ

安全性の確保、時間の経過、財政的な問題から放

り、 説明力が飛躍的に増加した。 農協の販売担当者

射能汚染対策が転換・縮小した場合、これまで培って

や県の担当課、農業者は放射性物質の専門家ではな

きた全県的・全品目的な生産管理、安全性への意識な

いため、事故後に修得した知識をもとに、検査のリス

どが後退してしまうのではないかという点が懸念される。

クと安全性を説明しなければならない状況であった。

そこで福島県では放射能汚染対策を実施する上で

この問題を全量全袋検査という大がかりな制度設計に

培ってきた体制をＧＡＰ推進上に位置付けようとする取

よって克服したのである。

り組みが始まっている。

ほ じょう

さらに生産面では圃場の管理や生産履歴、 経営状

福島県におけるＧＡＰ推進は、生産者自らが、より

況などデータベースが整備されるきっかけにもなり、現

良い農業の実践のため放射性物質対策や環境保全な

在福島県が推進しているＧＡＰ（農業生産工程管理）

どの点検項目を定め、実践、点検、見直し改善を繰り

対策の基盤になっているのである。

返すことと定義し、認証に当たっては、 それぞれの経
営理念に合わせてグローバルＧＡＰ、ＪＧＡＰなど各機

３

．放射能汚染対策からＧＡＰ推進へ

この７年に及ぶ福島県における放射能汚染対策は、
農家段階における生産管理の意識を高める結果となっ

関の認証を受けるとしている。
注）福島県・農林水産省『放射性セシウム濃度の高い米が発生する
要因とその対策について～要因解析調査と試験栽培等の結果の取り
まとめ～』、2013年１月23日
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特徴的なのは、ＦＧＡＰ（ふくしま県ＧＡＰ）という、
福島県が認証する新たな制度を設けたことである。 こ
れは、放射性物質対策も含めた農林水産省ガイドライ

４

．ＪＡふくしま未来におけるＧＡＰ推進

避難区域を除くと相対的に放射性物質の影響が大き

ンに準拠したＧＡＰであり、認証機関は福島県となる。

かったのが、 福島県中通り北部である。 福島県県北の

ＦＧＡＰと他の認証ＧＡＰで求められる点検項目は異な

ＪＡふくしま未来福島本部（前ＪＡ新ふくしま管内）では

るが、取り組むべき基本項目（食品安全、環境保全、

田畑一つひとつを調べて、詳細な汚染マップを作る「ど

労働安全、工程全般の基本的な部分）は同様であり、

じょうスクリーニング事業」を実施してきた。 福島市内

ＧＡＰ推進という視点ではベースとなる取り組みである。

のすべての果樹園と水田を一枚一枚調査した。 生産者

ＪＧＡＰやグローバルＧＡＰには、 生態系や人権、 国

にとって目の前の田畑の現状を知るには、測定して放射

際取引に関係する管理点（点検項目）が含まれるがＦ

能汚染の実態を把握するしかない。 測った上で、 放射

ＧＡＰの認証基準には含まれない。ＦＧＡＰ認証取得

性物質の特徴や吸収抑制対策の効果を理解すれば、

後、 これらに追加的に取り組むことにより、 他のＧＡ

「なぜ自分の田畑から数値が出ないのか、 なぜこの農

Ｐ認証取得にスムーズにステップアップしていくことを

産物からは放射性物質が検出されないのか」を実感で

想定している。

きる。自らが「実感」できなければ消費者や流通業者に

2020年の東京2020オリンピック・パラリンピック競

「説明」できない。この考え方は営農指導の基本である。

技大会（以下、 東京2020大会 ）では、 野球・ソフト

この事業には福島県生協連（日本生協連会員生協

ボールの一部試合を福島県で開催することが決まって

に応援要請）の職員・組合員も参加し、産消提携で全

いる。 ＦＧＡＰは農水省ガイドラインに準拠した公的

農地を対象に放射性物質含有量を測定して汚染状況を

認証ＧＡＰであり、オリンピックの調達基準を満たして

より細かな単位で明らかにする取り組みであった。 延

いる。夏場の開催時に旬のモモなど県産の農産物を供

べ361人の生協陣営のボランティアが参加した。 福島

給したいという思惑から、ＦＧＡＰという導入的な認証

市内の水田・樹園地を対象に約10万地点の測定を行っ

制度を新設し、広く普及を図ろうという意図がある。Ｆ

た。 この取り組みが現在のＧＡＰ推進につながってい

ＧＡＰの特長は、審査手数料を無料とし、認証までの

るのである。

期間を約３カ月と定め、 県内農業に詳しい審査員を配

福島県は個別農家を中心にＦＧＡＰを含め各種認証

置することで適切かつ円滑な審査を担保する点である。

を推進し、農協は生産部会など団体認証を中心にＪＧ

農家がＧＡＰ認証上の課題と捉えている、費用、時間、

ＡＰの認証に取り組んでいる。福島市、伊達市、相馬

説明に関する部分をサポートする形で設計した結果で

市、二本松市などを管内とするＪＡふくしま未来は2017

ある。

年５月に水稲、もも、なし、果樹、きゅうり、蔬菜の

そ さい

６分野のＧＡＰ協議会を立ち上げた。果樹ＧＡＰ協議
会には、 りんご、 ぶどう、 おうとう、 プラムが、 蔬菜
ＧＡＰ協議会にはいちご、ミニトマト、にらなど９品目
が含まれているが、 東京2020大会までは、 それぞれ
の品目ごとにＪＧＡＰ認証を受けることを目指している。
これは、１品目でも問題があった場合、部会内の全品
目が認証取り消しとなってしまうというリスクを避ける
ためである。現在700人余りがＪＧＡＰ取得の希望を出
しており、250人規模での認証取得が想定されるとの
ことである。ＧＡＰ取得に関しては、ＧＡＰ取得のコン
サルタントによる研修、営農指導員141人による認証希
42
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望農家への担当制の配置（１指導員１～２戸 ）など、

うだけで避けられることばかりだったが、 それはいま

2018年２月の審査申し込みに向けて準備を進めている。

だ解消されていない。異常に安い値段で商品棚に並ん

ＧＡＰの取得は有利販売のためだけに行うことでは

でいたり福島県産の表示が小さかったり、ひどいとこ

なく、 これまで培ってきた放射能汚染対策などネガ

ろになると表示されていないこともあるのが現状であ

ティブチェックから食品安全、環境保全、労働安全な

る。消費者の食に対する不安が少しずつ薄れてきてい

どの持続可能性を確保するための生産工程管理の取り

る一方で、 検査体制や生産現場での放射能対策が知

組みというポジティブチェックへと産地としての戦略を

られていないのも事実である。 そうした消費者に対し、

転換することであり、その工程のなかに放射能対策も

福島県産米の安全性と質の高さを理解してもらい、一

含むことで、損害賠償制度などに左右されず安全対策

人でも多くの人に正しい情報を認知してもらうことが、

を継続していくという考え方である。

おかわり農園の課題である。

今回のＪＡふくしま未来のＧＡＰ対策に関して、コン

稲作実習は地元農業生産法人松川アグリ農産に全

サルタント契約料や審査手数料などは、福島県内の農

面的に協力を頂き、大学から車で10分ほどの圃場（福

林水産業再生総合事業としての復興特別会計47億円

島市松川）で１年間行った。 圃場面積は12ａであり、

のうち、 福島県が実施するＧＡＰ対策費３億円からの

米の生産方法は、化学肥料や農薬を慣行の栽培基準

補助対象となっている。

の半分の量を使用する特別栽培で行った。加えて、今

ＪＡふくしま未来は、2016年３月にＪＡ新ふくしま、
ＪＡ伊達みらい、 ＪＡみちのく安達、 避難地域を含む

年度からはおかわり農園の日本酒を製造するというこ
とで酒米にもチャレンジした。

ＪＡそうまの４農協が合併して誕生したばかりの農協で

続いて、稲作実習に協力頂いている農業生産法人松

ある。生産部会などの統一などは長期的な視野で進め

川アグリ農産について説明する。 アグリ農産は、1979

ることとなっていた。 今回のＧＡＰ協議会は合併農協

年に松川ライスセンター利用組合として設立し、2007年

として新しい産地全体での取り組みでもあり、 原発事

に発展的解散し今の経営形態となった。農作業以外に

故後の新たな産地形成という福島県農業に課せられた

も松川小学校５年生を対象に米作りの勉強、体験の場

課題への取り組みの一環ともなっている。

を「田んぼの学校 」として提供している。 震災後、 後

５

継者問題が深刻化するなか、若者の農業離れを防ぐこ
地域と学生の協働によるおかわり農園プロ

とができることならと考え、おかわり農園の営農を支え

ジェクト４年の記録

ている。また、アグリ農産は以上の活動や規模の拡大

．

本項から第７項までは、福島大学小山良太ゼミナー

が評価され2014年度福島市農業賞を受賞している。

ルによる「おかわり農園プロジェクト」が行ってきた稲

今年度の米作りは、表１のように８つの過程で行って

作実習と収穫後の活動について、学生自らの記録に基

きた。これらの過程を通し、吸収抑制対策・ 全量全

づき述べていく。
「おかわり農園 」は2014年に結成さ

袋検査など福島県による安全対策や農業の大変さを

れ、 学生が主体となった米作りをすることで地産地消

実感することができた。

の促進のきっかけづくりを目的とする。今まで消費者の

５月には手植えと機械による田植えを行い、10月に

立場にあった学生たちが生産者の立場になることによ

無事収穫をすることができた。今年度の収穫量は540

り、食に対する新しい考え方や視点が生まれてきた。

kgで、前年度の570kgを下回ったが品質では例年を上

今年も新しいメンバーを中心に、おかわり農園の学生

回るものができた。また、収穫したお米を全量全袋検

たちが生産者と消費者両方の立場をつなぐ架け橋にな

査に出したところ、540 kgすべて検出下限値以下であ

り、 福島の食と農を盛り上げることができればと活動

る25Bｑ/kg以下であった。さらに11月の農産物検査で

を広げている。

も、すべての項目で審査が通り無事１等米の等級を獲

震災直後は、風評被害の影響もあって福島県産とい

得した。 この審査を受け、 おかわり農園米は「コシヒ
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したばかりの福島県産の新米２合（約300ｇ）を配布し
た。日本最大の消費地である東京でのイベントに参加
することで、 少しでも福島の食に対して興味関心を抱
いてもらうことができるのではないかと考えた。
当日は、
「新米無料配布」という声に惹かれた多くの
方がアンケートに答えてくれた。その結果、用意した２
合150個のお米はイベント開始１時間弱で配布終了と
なった。学生たちは、アンケートと米の配布を通して、
消費者に直接福島県産米の安全性を伝えることができ
た。

カリ」として品種名を表示することが可能となり、イベ
ントでのお米販売や配布を行う際、品種名の表示ラベ
ルを付け販売・配布を行った。
今年度は５つのイベントに参加した（表２）。第10回
東京都食育フェアでは、東京都民が「食」を楽しみな
がら「食育」への関心を高めることを目的に都が主催し
たイベントで、2017年11月11 〜 12日に代々木公園ケヤ
キ並木通りで開催された。 このイベントでは、 食育活
動に取り組む団体や学校などによる食育情報の展示や
ワークショップ、都内農産物や加工食品の試食・販売
などが行われた。

震災直後からずっと福島県農業を物心ともに応援し
てくださっている東京都生活協同組合連合会と地産地
消運動促進ふくしま協同組合協議会の２つの団体の協
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6

第３回ふくしま・かわまた米コンテストへの

．

出品

ふくしま・かわまた米コンテストは2015年から、福島

同組合間協同によってブースは設けられた。 学生たち

市・川俣町・ＪＡふくしま未来・大学、
（養鶏協会）を

は、食に関するアンケートに回答してくれた方に、収穫

実行委員会として協同で運営しているイベントであり、
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おかわり農園としては、今年度で３回目の取り組みであ

位入賞者の米作りにおける共通点についての発表で

る。

は、 以前に米コンテストの入賞者からお米についての

コンテストの目的は、大きく２つ挙げられる。１つ目

知識についてお話を伺ったことをもとに発表した。 今

は、
「生産者の意欲向上」である。震災後、米価の下

回は2015年金賞受賞者の佐藤政義さん、2016年銀賞

落により生産者の生産意欲は大きく低下してしまった。

受賞者の尾形寅昭さんにインタビューをしたところ、土

この低下した生産意欲を向上させるためにも、生産者

壌が粘土質であること、 昼と夜の寒暖差があるところ

のお米を客観的に評価する場を設け、 生産者同士が

で育てること、収穫量を少なくすることがお米を美味し

「地元
切磋琢磨することが重要だと考える。２つ目に、

く作る共通点であるということであった。そのことを米

消費者へのＰＲ」である。 生産者が取り組んでいる放

コンテストで発表し、来場者の方々はとても興味深そう

射能汚染対策や、 米作りへの熱意や努力を消費者が

に聞いていた。

せっ さ たく ま

知る機会は多くない。 米コンテストを地域内で開催す
ることにより、 多くの消費者が集まれる場を設け、 福
島県内の米作りについて触れることができると考えた。
生産者と消費者の交流を図る場ともなり、生産者は生
産意欲の向上、消費者は安心・安全な米作りについて
知ってもらうことができる。
これらの目的でコンテストを行い、 最終的には「地
域の米のブランド力の向上・回復 」を目指している。
震災後低下した福島県産米の価値を上げるためにも、
米が評価される単位となる「産地」に着目し、コンテス
トを開催することで地域の１つのブランドの確立へつな
げることが重要である。
今年度は、95人の出品があった。前回までの米コン
テストは、コンテストの認知度を高めてもらうことを目標
としていた。しかし、今年で第３回目を迎えた米コンテ
ストは、米コンテストの認知度も上昇したため、本来の
お い

目的である安心・安全で美味しい米作りに取り組んで
いる生産者を的確に評価するということを目標とした。
そのため、今回の米コンテストでは、審査員を福島市・
川俣町にゆかりのある方々やお米に詳しい方々をお呼び
した。今年は福島県養鶏協会のご協力により、卵かけ
ご飯の試食を300食用意し、 来場者も昨年の120人か
ら350人に増加した。
今年は福島県に住む小学校５、６年生約20人も参加
した。 小学生にも分かりやすくお米について学んでも
らうために「お米に関するクイズ」と「上位入賞者の米
作りにおける共通点についての発表 」を行った。 お米

来場者向けのチラシ

７

．消費者意識調査に見る福島県産米の現段階

に関するクイズでは、 小学生向けのものから大人でも

2016年からの取り組みとして、 福島県産米に関する

分からないような問題を○×形式で５問出題した。 上

アンケート調査を行った。消費者の求める情報を正確
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に理解するとともに、 消費者がどのようにお米を選ん

と答えている人の割合は、米コンテストの来場者よりも

でいるのか、 また福島県産米に対してどんなイメージ

東京都食育フェアの来場者の方が倍以上多くなってい

を抱いているのかを知るという目的で、 総勢190人消

ることが分かる。

費者の方に聞き取り調査を行った。主な質問項目は、

次に、図２は、2016年度のアンケート調査にある、

「普段購入するお米は決まっているか」
「お米を購入す

「福島県産のお米の安全性についてどう考えているか」

る際の判断基準」
「福島県産米は安全だと思うか」な

という質問の結果をグラフで表したものである。2017

どである。 実施場所は、 前述の東京都渋谷区の代々

年度の調査結果（図１）と比較してみると、
「まだ不安

木公園で行われた東京都食育フェアの会場内と福島県

である」と答えている人の割合は、東京都食育フェアの

福島市で行われたふくしま・かわまた米コンテストの会

来場者では15％、福島県内では11％となっており、昨

場内であり、これらの場所の来場者を対象として実施

年度よりも不安視している人は少なくなっていることが

した。

分かる。 また、
「安心している」と答えている人の割合

図１は、 今回調査した「福島県産米は安全だと思う

は、東京都食育フェアの来場者ではほとんど変化はな

か」という質問の結果をグラフで表したものである。

いものの、福島県内（図２）では49％、米コンテストの

「まだ不安である」と答えている人の割合は、東京都食

来場者（図１）では69％と、昨年度よりも多くなってい

育フェアの来場者よりも米コンテストの来場者の方が多

ることが分かる。

いが、 どちらも１割以下で、 不安視している人は少な

そして、図３は、 消費者庁の「風評被害に関する消

いという印象だった。
「まだ不安である」と答えている

費者意識の実態調査（第９回）について」にある、
「放

人の理由として、
「情報の正確さが掴めない」
「数値の

射線リスクの捉え方」という質問の結果をグラフで表し

見方が分からない」
「低い数値が公表されていないか

たものである。 今回の調査と同じ質問項目ではないが、

ら」などという意見があった。また、
「気にしていない」

「まだ不安である」という回答項目と類似した項目であ
る「基準値以内であっても少しでもリスクが高まる可能
性があり、 受け入れられない」と回答した人の割合は
約20％となっていた。今回の調査結果よりも高い値と
はなっているものの、他の回答項目よりは低い値となっ
ている。
今回のアンケート調査を通して、東京都食育フェア
の来場者、米コンテストの来場者、消費者庁の調査の
いずれにおいても福島県産米に対する不安を持ってい
る人は少ないということが分かった。
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また、 前述したように「不安である」と答えている

取り組みを進めるなかで、国・政府の本格的な役割発

「数値の見
人のなかには、
「情報の正確さが摑めない」

揮が求められる。立法府では、これまで想定されてこ

方が分からない」
「低い数値が公表されていないから」

なかった規模の原子力災害に対して総合的・包括的な

という意見があった点、消費者庁の調査で「十分な情

法令を整備する必要がある。また、この間の原子力災

報がないため、リスクを考えられない」と答えている

害対策に関しても総括的な報告書の作成が急務である。

人が約30％いるという点などから、放射性物質検査の

特に、日本の放射能汚染に対して懸念を持つ諸外国に

実施やパッケージへの表示だけでなく、放射性物質検

対しては、公的な報告書を基に安全対策の実態に粘り

査の結果を見る方法や、どれくらいの数値であれば安

強く説明していくことが必要である。 再稼働に伴う避

全なのかなど、放射性物質検査に関する情報発信に力

難計画の策定など既存の法制度のなかでは対応が困難

を入れていけば、福島県産米に対する安心感をさらに

であり、福島における原発事故の教訓を組み込んだ法

高めていくことができるのではないかと考える。

制度の整備が求められる。

つか

以上のことを踏まえ、 私たちは福島県内外での販

今回の原発事故では、 事故被害地域での放射能汚

売・広報活動に活かし、福島県産米の魅力や安全性を

染対策を進める上で大きな障壁となったのが、大規模

伝えていかなければならない。

な原発事故対策に特化した法律がないことであった。
「原子力災害対策特別措置法 」は1999年東海村ＪＣＯ

８

臨界事故を受けて制定された法律であるが、今回の福

．おわりに

島原発事故のような規模と範囲は想定されていなかっ

原子力災害にともなう放射能汚染対策に関して、県

た。
「災害救助法 」も地震、火山の噴火など自然災害

普及員や農協営農指導員は、 放射性物質検査や作付

に対応した法律であり、長期間の避難を余儀なくされ

け・出荷制限、営農再開事業など緊急時の対応に追わ

る原子力災害を想定していなかった。2020年には震災

れてきた。流通面では風評問題から市場における地位

10年を迎える。復興庁も解散の予定である。これを機

低下の常態化という構造的な問題にも直面している。

に、大規模・長期間の影響を考慮した「原子力災害基

このようななかで、放射性物質は入っていません、な

本法」のような原発事故対応への基本理念を示した上

ので安全ですというネガティブチェックに基づく認知

位法の制定が求められる。

の段階から、適切な生産工程管理の上で安全な農産物
を供給していくというポジティブな政策への転換が福
島県におけるＧＡＰ推進といえるだろう。このなかで、
放射能汚染対策に取り組んでいくという考え方に立っ
ている。問題はＧＡＰ対策へ移行できる農家がどの程
度いるのか、普及する体制を整えられるか、そして東
京2020大会以降に原発事故から始まった検査と認証
の仕組みを継承できるかという点である。
現在、見直しが検討されている福島県独自の米の全
量全袋検査に関して、 その実施主体は地域の協議会
であり、その中心は農協組織である。これを全県的に
標準化し、情報共有していく機能は行政機関である福
島県と福島県農協中央会である。3300億円に迫ろうと
している農産物の損害賠償の窓口は福島県農協中央会
である。被災自治体や立地協同組合組織がこれだけの
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地産地消活動で期待
食育ソムリエの役割
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か

と う

み

き

加藤 美紀

2010年に公布された「地産地消法」から8年が経過

です。こうした人たちの意見として多いのが、
「どんな

し、 地産地消の活動は、 農産物直売所を拠点に、 農

ものがいつ収穫されるのか」 や「どんな人がつくって

家レストラン、地場産農産物の加工、学校給食や外食

いるのか」
「どんなつくり方をしているのか」や ｢その

産業による利用の促進など、 その活動は盛り上がりを

農産物にどんな物語があるのか｣ 知りたいとというも

見せています。地産地消活動が社会的利益を生み出し

のです。 生産者と接することが多い食育ソムリエの持

内発的な力で発展し続けるために、食育の果たす役割

つ情報が求められています。必要とされる情報を提供

はどのようなものなのでしょうか。

し、さらに地域農業への理解を深めてもらうよう何を

地産地消とは、地域で生産されたものをその地域で

伝えたらよいのかも考えていくことが大切です。 地産

消費することですが、その活動を通じて、農業者と消

地消の成功モデルを参考にしつつ、その地域の人たち

費者を結び付ける取り組みも含まれます。
「生産者の顔

の地産地消に対する情熱と積み重ねたノウハウを共有

が見える関係 」は、 消費者の地場産農産物への愛着

することで、地域の課題を克服していくことにつながり

心を育て、地域農業を活性化させるとともに、日本型

ます。

食生活や食文化が継承され、 ひいては郷土愛の醸成

農産物直売所には、地産地消活動の中間支援組織

につながります。 教育や文化の面も含んだ多様な側面

としての役割が期待されています。 前述のように、 多

を有しており、 食育という視点が欠かせません。 多彩

様な主体の参画する地産地消活動においては地場産

な地産地消活動を支えているのは地域の食品加工業

農産物の魅力や価値、 地域農業を伝えることができ

者や学校の栄養教諭、料理人など、さまざまな人たち

るコーディネーターなどの専門家が重要になっています。

特産品の七面鳥をテーマに食育授業（高知県・中土佐町）

伝統食の鮒寿司漬けの料理講習
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食育ソムリエＮＯＷ

しかし、 現状では農産物直売所の分野では人材が
ステップアップして、それに見合ったポストに就ける仕
組みのような社会的基盤がないため、専門家が育ちに

２．受講対象者
農産物直売所に出荷している生産者

３．講座の内容

くいという面があります。知識やスキルを高める研修機

（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通

会を数多く提供し、その専門性の向上を支援する仕組

（２）野菜・果物の選び方と調理・保存

みが必要です。

（３）野菜・果物の機能と情報発信
（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

★レベルアップ支援
【食育ソムリエ養成講座

第27期（フ ァ ー マ ー ズ

消費者・飲食店ニーズ調査……任意（１回のみ）
４．講座の形式：通信教育講座

マーケット従業員コース）】
ファーマーズマーケットや農産物直売所をとおして、
消費者に健康的で豊かな食生活の提案と、 農業・農

５．受講料：７万円／人
６．申し込み方法ならびに締め切り

村・食材の魅力を伝えることができる人材の育成を目

（１）ＦＡＸまたはＷｅｂで受け付けています

的としています。 食と農を基軸とした食育活動を進め

（２）申し込み締め切り：2018年５月11日（金）

ることで地場食材の付加価値づくりや消費者と生産者
の信頼関係づくりが期待できます。
食育ソムリエに関する情報は当総研ホ ー ムペ ー

１．実施スケジュール

ジからもご覧いただけます。

（１）開講日：2018年６月５日（火）
（２）資格認定式：2018年11月20日（火）

２．受講対象者
農産物直売所（ファーマーズマーケット）に関わる
従業員、ＪＡ職員など

詳しい内容や申込書の請求など、 食育ソムリエ
に関するすべてのお問い合わせは、
基礎研究部 食農チーム

電話：03-6280-7274

（担当：宮澤・加藤）まで

３．講座の内容
（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通
（２）野菜・果物の選び方と調理・保存
（３）野菜・果物の機能と健康・食育
（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

【食育ソムリエ養成講座

生産者コース

第６期】

「地場食材の魅力を伝える」
「消費者との関係をつく
る」
「売れる農産物をつくる」 の３つを軸とした講座で
す。食育という視点から地場産農産物の魅力を伝え、
地域農業がますます元気になることを目指します。
１．実施スケジュール
（１）開講日：2018年６月５日（火）
（２）資格認定式：2018年11月19日（月）
【食育ソムリエNOW】地産地消活動で期待 食育ソムリエの役割
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『協同組合研究誌 にじ』2018年春号の概要
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』
2018年春号を刊行

共済事業が「米国保険会社に不利益」を訴えたこと
など、昨今の協同組合共済事業への風当たりは、農
協改革と対をなして強さを増している。 本来、 共済

『協同組合研究誌 に

は人々の「いのちとくらし」を救済すべく編み出され

じ』では、 前身の協同

たものである。それを生活者である組合員や利用者

組合経 営研究所（ＣＲ

の意思をよそに、外資の利潤のための変革を、本質

Ｉ）時代に何度か共済

を周知しないまま受け入れさせてよいものだろうか。

の諸問題を特集として

本誌としては数十年ぶりに協同組合研究誌として

扱って以後、 共済をど

真っ向から共済を再考すべく、共済の歴史的社会的

真ん中に捉えた企画は

役割、 その発展と法規制および事業と運動の現場

なかった。 しかし、 規制改革会議と連動し、 在日

からの視点で特集を企画した。

米国商工会議所による対日要望書で協同組合による

50
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【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2018年春号の概要

に連携を強化することを通じて、 協同組合セクター
協同のひろば

の目的・意義を明確にし、 協同組合が地域で果た
す役割・機能の可能性を、協同組合セクター自らが
まえ だ けん き

ＪＣ総研 協同組合研究部長・主任研究員 前田健喜

広げていく」として、 地域・県・全国の各段階にお
ける協同組合間連携をさらに促進するための検討を
行っていくことを決定しました。
決定を踏まえＪＪＣは、2016年12月から2017年２

■2018年４月１日、 日本協同組合連携機構（Ｊ

月にかけて開催された「日本の協同組合の連帯のあ

ＣＡ）が発足します！

り方検討委員会」において新たな連携組織のあり方
を検討、さらに2017年４月からの「新たな連携組織

日本協同組合連絡協議会（以下、ＪＪＣ。ＪＡ・生

準備委員会」においてその具体化を進めてきました。

協・漁協・森林組合・ワーカーズコープ・ろうきん・

準備委員会が2017年10月にまとめた報告に対するＪ

共済など協同組合の全国組織17団体が会員）は、

ＪＣ会員団体からの意見を反映させ、2018年２月27

1956年に発足以来、協同組合相互の連携、共通す

日のＪＪＣ委員会・幹事会合同会議においてＪＪＣと

る課題の解決、 海外協同組合との連携などを、 協

して「新たな連携組織への移行について」を決定し

同組合原則にも謳われている「協同組合間の協同」

ました。

うた

として、行ってきました。

この決定に基づきＪＪＣは、2018年４月１日、
「日

ＪＪＣでは2016年10月、
「各協同組合どうしがさら

本協同組合連携機構」
（Japan Co-operative Alliance。

ＪＣＡがスタートします

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2018年春号の概要
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金融・共済・就労創出・福祉・医療・旅行・住宅な
ど多岐にわたり、重複はあるものの6500万人という
多くの組合員が参加しています。
ただし、各種の協同組合は戦後異なる法律のもと
それぞれに発展してきた歴史があり、 認知の面でも、
生協や農協などへの認知はあるものの「協同組合」
に対する認知は高くありません。
＜新たな連携組織の必要性＞
“持続可能な地域のよりよいくらし・ 仕事づくり”
に向けて、 地域の課題を捉え解決する協同組合の
役割が期待されるなか、 協同組合が今まで以上に
地域・県・全国で連携を強化し、 協同組合が地域
で果たす役割・機能の可能性を広げていくことが必
要です。 そのことは、
「誰一人取り残さない」として

記者会見の様子

国連が掲げたＳＤＧｓの達成に協同組合として貢献
以下、ＪＣＡ）へと移行することになります。
以下では上記の「新たな連携組織への移行につ
いて」に基づきＪＣＡの設立趣旨・概要を紹介します。

していくことでもあります。
このため、 協同組合間の連携を促進し協同組合
の共通の価値を高める新たな連携組織の整備・ 充
実が必要となっています。

○ＪＣＡの設立趣旨
○ＪＣＡの概要
＜協同組合を取り巻く状況と課題＞
経済がグローバル化するなかで、貧富や機会の格

＜名称など＞

差とその拡大、 社会の分断や孤立などが世界的に

ＪＪＣ事務局を務めてきた（一社）ＪＣ総研を改組

問題となっています。 それに加えてわが国では、 人

し、 新たな連携組織が４月１日より発足します。 名

口減少・少子高齢化、 地方の活力低下、 若年層に

称は、
「一般社団法人 日本協同組合連携機構」
（英

特に厳しい雇用環境などさまざまな課題があり、 し

語名Japan Co-operative Alliance。ＪＣＡ）です。

かも行政だけではこれらの課題を解決することが困
＜ＪＣＡの機能＞

難となっています。
協同組合に対しては、ユネスコ無形文化遺産への

上記の設立趣旨を踏まえ、ＪＣＡでは従来のＪＪＣ

登録やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標 ）での協同組

の機能を含め以下の機能を備えていきます。

合の位置付けに見られるように、国際社会から社会

・協同組合間連携など（推進・支援）

的課題の解決のための役割が期待されている一方、

－全国段階における連携の企画・推進

わが国では、政府からの農協改革の動きなど、協同

－都道府県・地域における連携の支援

組合に対する厳しい状況も近年見られます。

－行政・ＮＰＯなど他団体との連携
－ＩＣＡなど国際機関との連携、 国際社会への情

＜協同組合の現状＞

報発信

わが国の協同組合の事業は農林水産業・ 購買・
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－新たな協同組合設立の支援

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2018年春号の概要

連が国際デ ーの１つとして1995年の国際協同組合

・政策提言・広報（発信）
－組合員のくらし・仕事と地域を守る政策提言・渉

デーを認定してから24回目となります。
本年２月、ＩＣＡ、ＩＬＯ、国連経済社会局、Ｆ

外
－協同組合への理解や参加を促進する情報発信・

ＡＯ、ＷＦＯで構成される協同組合振興促進委員会
（COPAC）は、2018年の国際協同組合デーのスロー

広報

ガンを発表しました。

・教育・研究（把握・共有・普及）
－協同組合組合員・役職員などへの教育・研修
－大学寄付講座・義務教育の充実など一般の人た

スローガン：
「協同を通じた持続可能な社会へ」
（英語原文：Sustainable societies through co-operation）

ちへの教育
－協同組合に関連する調査・研究・データベースづ

このスローガンはまず、
「協同組合は、組合員が承

くり

認する政策にしたがって、地域社会の持続可能な発
○協同組合間連携の拡大に向けて

展のために活動する」と述べた協同組合原則の第７
原則「地域社会への配慮 」に基づく内容となってい

ＪＣＡは、さまざまな協同組合と手を携え、都道府

ます。

県における協同組合間連携組織と連携しながら、

さらに、 このスロ ー ガンは持続可能な開発目標

多様な協同組合の集まりであるＪＣＡ自身の知見、

（ＳＤＧｓ）とも関連しており、ＳＤＧｓの進捗を確認

情報、 ネットワークを活かしながら協同組合の“持

するために毎年７月に国連主催で行われる「ハイレ

続可能な地域のよりよいくらし・仕事づくり”の取り

ベル政治フォーラム」
（HLPF ）の2018年のテーマ

組みに資するよう、協同組合間連携を進め、広げて

「持続可能で回復力のある社会への転換」を意識し

いきます。また、そのことを通じて、ＳＤＧｓが描い

たものです。COPACは今回のHLPFで進捗確認の

たような ｢誰一人取り残さない｣ 豊かで公正で持続

対象となっている５つのＳＤＧｓ目標（第６、７、11、

可能な社会の実現のための協同組合の貢献をさらに

12、15の５つの目標 ）のうち、協同組合による取り

広げていきたいと考えています。

組みが多く見られる第12目標（持続可能な消費と生

しんちょく

産の形態を確保する）を取り上げ、 国際協同組合
デーのテーマを「モノとサービスの持続可能な消費
と生産」と設定した上で、各国の多様な取り組みに
柔軟に対応できるスローガンとして、上記のスローガ
ンをツイッター上での投票の結果を踏まえて、決定し
ました。
■2018年の国際協同組合デ ーのスロ ーガンが
決まりました！

今年の７月７日（土）の国際協同組合デーに向け、
この世界共通のスローガンを活用し、協同を通じた
持続可能な地域社会づくりに取り組む協同組合の活

毎年７月の第１土曜日は、世界の協同組合が協同
組合運動の発展を祝い、さらなる前進を誓い合う日

動、 さらにＳＤＧｓへの協同組合の貢献を訴えてい
きましょう。

である「国際協同組合デー」であり、今年は７月７日
（土）がその日に当たります。

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

今回の国際協同組合デーは、 国際協同組合同盟
（ＩＣＡ）が1923年に第１回を祝ってから96回目、国

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2018年春号の概要
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

「個人の能力を磨き、 自分力とし
てだけではなく組織力として、 さら
に発揮できることを目指そう！」。
それが、 これからの企業繁栄の決

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

あいさつ

●あなたの周辺に挨 拶の交わし合
いが 多くなる
●あなたに、 多種多様な資料や情
報が集まってくる

が創造的改革行動となり、チームや
組織に影響を与え、 躍動企業への
動きをあなたのリーダーシップとと
もに発揮できるようになるのです。

め手となり、勝利を得る「競争力」
の差になっていきます。今、身に付

しかも、 あなた自身が努力した

あなたが変革を呼ぶために、 強

けている知識や技術の専門力を、

結果、 個性が発揮されたあなたの

く意識すべき項目は、
「 ま行！ま・

まずあなたから活かすことを始める

実力を周囲の方々が必要に感じてい

み・む・め・も」の５項目です。 組

のがポイントです。

るという証明にもなります。 また、

織と共に躍動する個人づくりの「意

私たちは、 常に新しい知識や情

あなたの仕事生活における日常の自

識改革」として重要になるものです。

報、技術を求めています。さらに、

分磨きの努力を見て、 好刺激や好

その新しさをすぐに試したがるもの

影響を受けているのです。 自分磨

あなたなら「ま行」でどのような言

です。 新しいことを取り入れ実施す

きが、 同時に同僚磨きになり、 組

葉を想像しますか？ 取るに足りな

ることで、 新たな展開と発展を「す

織力磨きになっているのです。

いようなことでも、何のことでも「愉

る！」「できる！」との思いがあるの

つまり、あなたが磨かれ、チーム

しむ」をモ ット ーに始めるのもグ

が磨かれ、 組織力が磨かれていけ

ローバル化の基本の１つです。例え

しかし、未知のことなので思い描

ば成長に向かいます。そのために最

ば、 相手が自分の提示した事柄に

いた希望内容や効果が予定どおり

も素早く変えられるのはあなたの

対してどのような反応を返してくるか

得られるとは限りません。 今の自分

「意識」です。意識を変えていけば、

などをいくつか空想してみると、 余

自身の実力からスタートして自分を

それだけで人の行動は変わります。

変化させ、 成長させなくてはなりま

ぎこちなくても行動は変わります。

せん。

やがて、 繰り返す行動が習慣化さ

です。

れていく過程のなかで、 あなたの
次の３点が顕著に現れていれば、
あなたが成長している証明になるで

54

たの

「価値」も変わっていくものなのです。

裕を持って愉しめます。
ま ね

ま：
「真似ること」
意外かもしれませんが、 基本は
優秀な人の判断の仕方や導き方、

さらに、価値が変わることで気付

行動の計画や実践をそのままそっ

しょう。

き、ひらめき、判断し、決断が変化

くり真似てみることです。 やっても

● 同僚があなたの意見を求めてくる

していきます。 マンネリの惰性行動

いないのに「自分には無理」とか、
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【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（25）】
「個人力を組織力として発揮する」～自分が変わり、みんなで変える～

「どうせできない」などは、 否定的
で無気力を証明するような言葉です。

や改善策に導ける力を養います。
「看る」は、全体と部分の関係や、

め：
「目安」
目標やゴールではなく、そこに到

そのような言い換えは、仕事のみな

全体を集約して把握することです。

達するサブゴールでもありません。

らず成長への拒絶の意味になってし

環境と組織、 組織とチーム、 チー

むしろ、サブゴールに向かうための

まいます。

ムと個人の関わりを１つの存在とし

「すぐそこにある目印になる所までや

とにかく真似てみると、自分のや
り方と差があることに気付きます。
イメージでの気付きではなく実践に

て対極に看ます。
すべての「みる」で、 あなた自身
の魅力を導き出しましょう。

ろうね」 くらいの目先の目標です。
気楽な日常の到達点を持つことです。
粘り強く諦めず迷わずに前進してい
くことができます。 大目標と戦略と

おける気付きです。そのなかから自
分が実践できることの１つが改善点

む：
「ムリ、ムダ、ムラの三無を認

となります。成長のスタートラインに

めること」

作戦が現状を変化修正していきます。
も：
「模索」

立てるのです。 できないことからの

三無主義でのムリ、ムダ、ムラは慎

スタートでは無理ができません。し

むべきであり、禁止内容です。 しか

試行錯誤です。１つの達成課題の

てもすぐに諦めてしまうでしょう。原

し、成長を目指すときにはこの三無

アイデアを１つひらめいて安心する

理原則を心得て実践できている人

は不可欠です。認めなくてはならな

のではなく、最低でも３案は出して

から学び取りましょう。

いポイントです。ムリ無くして一歩の

吟味、検討してから１つの策に決定

歩みも無いし、喜びも得られません。

するようにしましょう。アレヤコレヤ

ムダ無くして智恵も得られません。

と長所や短所、 メリットやデメリッ

み：
「みること」
「みる」には「見る、観る、視る、

ムラが無くなることは決してあり

トを自分や仲間ともんで最善を求め
ることです。

診る、看る」があります。トータル

ません。意欲には高揚も沈静も常に

として「みること」すべてを意識しま

あります。 だから沈静したときや無

ハズレやボツになってもよく、 次

しょう。

気力になったなら、いかに意図的に

善策を加えて最新の最善策にする

「見る」は、 姿形をそのまま素直

回復させるかが重要になります。 沈

勇気を持ちましょう。

に受け止める見方です。異常や変化

静したことを認めるからこそ、 あな

に速やかに気が付くでしょう。

たなりの工夫ができるのです。

「観る」は、連続して一連の動きと
動かす本質や動かざるを得ない関わ
りも観ます。想定外で突発的なこと
にも冷静で安定を保つことができま
す。
「視る」は、 一方向からの立場や
役割、 価値観、 基準からのズレや
差が生じているかいないか、を見極
めていくことです。 速やかな洞察力
でさまざまな視点を持ち、幅のある
揺るぎない核を持つ自由自在さを養
います。
「診る」は、 出来事や現象を起こ
した本質的な原因や、 根本的な要
因を診ることです。速やかな解決策

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（25）】
「個人力を組織力として発揮する」～自分が変わり、みんなで変える～
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新たな“協同組合の連携組織”へ生まれ変わります！
～ ＪＣ総研から一般社団法人 日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）
へ～
ＪＣ総研 企画総務部

協同組合をめぐる状況

また、これまで、当総研の第１号会員（
「一般

経済がグローバル化するなか、貧富や機会の

社団法人及び一般財団法人に関する法律」にお

格差とその拡大、孤立などが国際的な課題となっ

ける社員）は、ＪＡグループ９団体により構成され

ています。加えて、わが国においては、人口減少

ていましたが、新たな連携組織の目的に賛同する

や少子高齢化などが、さまざまな社会的課題を生

多様な協同組合からの申し込みにより、２月 15 日

み出しています。

の当総研理事会および臨時総会での議決を経て、

また、協同組合に対して、国際社会においては

新たに８団体が加わり、
計 17 団体注２）
となりました。

ユネスコ無形文化遺産への登録やＳＤＧｓ［持続
可能な開発目標］に見られるように、貧困の根絶・

このたびの新たな連携組織への改組は、会員

雇用創出・社会的統合・持続可能な地域社会の

の皆さまからの期待に応え、その貢献度を一層高

創出などへ協同組合の果たす役割が期待されてい

めていくためのものです。

るものの、わが国では協同組合のあり方について
さまざまな議論が見られます。

新組織となり事業を進めてまいります 2018 年
度におきましても、引き続き、会員および関係各
位のご支援とご協力を心からお願い申し上げます。

ＪＪＣから当総研への要請
こうした情勢のもと、ＪＪＣ注 1）では、これらの
課題に対して協同組合としての新たな行動が必要
となっていること、個別の協同組合での対応に加
えて今まで以上に協同組合間連携の強化が必要な
こと、さらに、わが国の協同組合を横断し共通の
価値を高める連携組織の整備・充実が必要であ
ること、そのために（一社）ＪＣ総研を新たな連携
組織の核となるよう組織再編を要請するとの決定

Committee of Co-operatives）：日本国内の協同組合間の
連携や、 世界の協同組合との連携強化を図ることを目的に、
1956年に設立されました。 ＩＣＡ総会などへの参加をはじ

を、2018 年２月に行いました。

め、協同組合の国際活動に伴う連携・協力などの活動を進めて

ＪＣ総研は新たな連携組織へ

注２）１号会員（17団体）：全国農業協同組合中央会、日本生

当総研は、このＪＪＣからの要請を受け、ＪＪＣ
の機能を継承した上で組織および事業の再編を
行い、2018 年４月１日より、
（一社）日本協同組合
連 携 機 構（JCA：Japan Co-operative Alliance）
へ組織変更し、新たな“協同組合の連携組織”
へと生まれ変わります。
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注 １） 日 本 協 同 組 合 連 絡 協 議 会（Ｊ Ｊ Ｃ =Japan Joint
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います。17団体で構成
活協同組合連合会、全国森林組合連合会、日本労働者協同組合
ワーカーズコープ連合会、全国労働者共済生活協同組合連合
会、一般社団全国労働金庫協会、全国農業協同組合連合会、全
国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、一般社団法人家の
光協会、 株式会社日本農業新聞、 全国厚生農業協同組合連合
会、 株式会社農協観光、 一般財団法人全国農林漁業団体共済
会、全国大学生活協同組合連合会、日本医療福祉生活協同組合
連合会、日本コープ共済生活協同組合連合会

【企画総務】新たな“協同組合の連携組織”へ生まれ変わります！

務

編 集 後 記

〜お知らせ〜
『ＪＣ総研レポート』は、当総研の組織再編に伴い、今号で最終号となります。
長きにわたりご愛読いただき、どうもありがとうございました。
「死者は、生者の記憶のなかにしか生きられない」
（河野裕子・永田和宏『たとえば君〜四十年の恋歌』文藝春
秋）。乳がんで逝った妻、そのすべてを見届けた夫、歌人夫妻が紡いだ 380 首とエッセーのなかで永田和宏さんが
つづ

綴った言葉です。
人に死があるように定期刊行物の雑誌をはじめ出版物にも廃刊、休刊、あるいは絶版という名の死があります。
約 40 年、記者・編集者を続けてきた編集子も手掛けた出版物の死を少なからず目の当たりにしてきました。書店な
どから消えた出版物の多くは作り手と読者だった方たちの記憶のなかにしか残りません。本誌も今 号が最終号。
2013 年冬号（VOL.28）から18 号にわたり編集をお手伝いしてきました。本誌を支持いただいた多くの読者の皆さ
まに厚くお礼を申し上げると同時に、筆者をはじめ制作にお力添えをいただいたさまざまの方々に深く感謝を申し上
げます。ありがとうございました。記憶のなかに少しでも長く止めていただけたら編集者冥利に尽きます。
エッ!?

編集子のこれから……？

先日、江戸古地図を見ていたら明治・大正・昭和と父の代まで住んでいたとこ

ろがさる大名の上屋敷跡でした。名字も同じ。でも、子孫の方は今日まで続いているようです。では、私のルーツ
は？

で、
「ファミリーヒストリー」的に探索と思っていますが……どうなりますやら。
（編集スタッフ 加藤文英）

本誌が創刊になったのは、ＪＣ総研の前身であるＪＡ総合研究所創設からちょうど１年がたったときのことだ。生
まれたばかりの研究所には、まだ研究成果を発表する場がなく、積極的な発信のために新たに機関誌を発行する
ことが決まった。私はその立ち上げメンバーの1人だ。
まずは編集体制を構築し、発行時期、発行回数にはじまり、テーマ設定、シリーズ検討、執筆者選定、表紙
は？

紙面デザインは？……。やることがたくさんあって目が回るほどの忙しさだったが、新たにものを一から創り出

す作業は本当に楽しくて、若さ（？）も手伝ってかまったく苦にならなかった。試行錯誤の末、創刊号が出来たとき
には、本当に涙が出た。初めての雑誌編集で、なかなかスケジュールどおりに作業が進まず、春号で表紙にタケノコ
の写真を採用したものの、発行が５月になってしまい、周囲から「タケノコはもう竹に育っているころじゃない？」な
どとからかわれたことも今では楽しい思い出だ。
本誌は第 45 号をもって廃刊となる。創刊から今日まで、一貫して企画編集を担当してこられたことは、幸運以外
の何物でもなく感謝している。
この仕事を通して得たことはあまりにも大きい。何よりも「編集チーム」で力を結集し、時には意見を戦わせ、時
にはグチを言い合いながらも、
「ありがとう！」の気持ちを重ねることができたことは１番の宝だ。
私事であるが、夫の入院中に父親が亡くなるという窮地に追い込まれたときも、編集チームのみんなが力を貸して
くれたことを懐かしく思い出す。
泣きながら赤ペンを握る私の背中を、とんとんと優しくたたきながら、一緒に作業を進めてくれた編集者の加藤
文英さん。編集総括の私の至らなさで急なスケジュール変更を余儀なくされても、
「小川さんに協力するよ」とどんな
ときでも優しく声を掛けてくださった校閲の池上武志さん。何度もダメ出しする私に何度となく付き合い、毎号素敵
な表紙と紙面を一緒に創り上げてくださったデザイナーの室井秀則さん。そして、印刷会社であるインターフェース
トウキョウ辻さんの穏やかさには、いつも心が癒されていた。
仕事は 1人ではできない。それを教えてくれたのが、この『ＪＣ総研レポート』だ。創刊時、当総研の研究所長で
いらっしゃった、東京大学名誉教授の今村奈良臣先生、今号で研究ノートをご執筆くださった、吉田成雄当総研
元基礎研究部長、お２人なしに、本誌はこの世に生まれることもなかった。あらためてお礼申し上げたい。
これまで多くの皆さまに本誌にご執筆いただきました。一人ひとりのお名前を記すことはできませんが、すべての
皆さまに心よりお礼申し上げます。
最後になりますが、これまで本誌をご愛読いただいた読者の皆さま、本当にありがとうございました！

紙ベース

の『ＪＣ総研レポート』はなくなりますが、ホームページで、引き続き「研究レポート」を発信してまいります。どうぞ
よろしくお願いいたします。
（基礎研究部 主席研究員 小川理恵〈編集総括〉
）
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好 評 発 売 中 ！
！

ＪＣ総研ブックレット （Ａ５判・並製／各 750 円 + 税）

ＪＣ総研では、研究成果を広く発信することを目的に、農業書を中心に幅広いテーマを扱う「筑波書房
ブックレット」の一環として、
『ＪＣ総研ブックレット』シリーズを刊行しています。

No.19
よそ者と創る新しい農山村
田中 輝美 著

小田切 徳美 監修

No.20
地域運営組織の課題と模索
山浦 陽一 著

小田切 徳美 監修

日本で今、
「田園回帰」
と呼ば

本書は農山村再生のプラット

れる新しいうねりが起きてい

フォームとしての役割が期待

る。都市に暮らす人々の農山

されている地域運営組織を

村への関心が高まり、移住す

取り上げる。コンセプトは、優

る人が増えているのだ。本書

良事例、サクセスストーリー

では、移住者という
「よそ者」

の紹介というよりも、行政の

と力を合わせて再生を実現

関与の下で設立、運営されて

した、島根県の江津市と海士

いる組織において、どのよう

町の事例を紹介。２つの現

な課題が生じ、原因がどこに

場を踏まえ、
どんなよそ者が

あり、課題克服のためにどの

農山村に移住しているのか、

ような取り組みが始まってい

そしてどうやって住民と農山

るのかの検討である。現場の

村再生にチャレンジしている

模索、試行錯誤のリアルな姿

のか、その実相に迫り、新し

を明らかにし、地域運営組織

い農山村の姿を展望する。

のあるべき姿と必要な支援
策について考える。

最 新 刊

ふだん着の地域づくり
ワークショップ

No.21

根をもつことと翼をもつこと

平井 太郎 著 小田切 徳美 監修
近年の農山村における地域づくりにおいて、寄り添い型サポート（足し
算のサポート）を地道に行い、地域力がプラスになった段階で事業導入
型サポート（掛け算のサポート）を行う考え方が注目されている。そうし
たなか、さまざまな地域づくりの現場で盛んに行われつつあるワークシ
ョップだが、何のために行うのかが必ずしも共有されておらず、十分な
手応えが得られていないことも多いのではないだろうか？
本書では、著者が数年来実践してきたアクション・リサーチの成果を踏
まえ、現在のワークショップの問題点を明らかにした上で、地域の内発
性や主体性を引き出す「足し算と掛け算」のサポートに沿った新しい地域
づくりワークショップを提案する。地域づくりの原点に立ち返り、普段
の寄り合いや会議を変えていきませんか？

《以降、順次刊行予定》
ご注文はお近くの書店、または筑波書房へ

株式会社 筑波書房
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