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『ＪＡ総研レポート』の創刊に当たって

ようやく『JA 総研レポート』第 1 号をお届けできる運びとなりました。
本研究所は、旧農協労働問題研究所、旧地域社会計画センター、旧ジェイ
エイシステム開発センターの 3 社団法人を統合して、平成 18 年 4 月に発足
しました。発足の経緯から旧団体の事業を引き継いで実施する必要があるこ
と、また研究体制が未整備であることなどから「総合研究所」の名称にふさ
わしい研究領域が設定できず、会員の皆様をはじめ系統内外のご期待に充分
添い得ない状況でした。また調査・研究等の成果発表につきましても、統合
前の旧団体ごとに行うなど、総合研究所の総合機能が発揮できないままで推
移してまいりました。
統合発足から 1 年、少しずつではありますが事業実施体制の整備を進め、
ようやく季刊『JA 総研レポート』を創刊することができました。山積する
農業・農村・JA に関する重要課題に関して調査・研究に取り組み、その成
果の一端を逐次この『JA 総研レポート』で発表してまいりたいと存じます。
インターネットのホームページとあわせご愛読いただくとともに、ご支援・
ご協力をお願いいたします。
これにともない、地域研究部門で年 4 回編集・発行してまいりました『地
域研究レポート』（統合前名称：『CDC レポート』）および経営研究部門で年
2 回編集・発行してまいりました『しすてむ』
（統合前名称：同）につきまし
ては、『JA 総研レポート』に集約し廃刊することといたします。ご愛読あり
がとうございました。
なお、経営研究部が編集・発行しております月刊『人事管理 REPORT』
（統
合前名称：『労研 REPORT』）につきましては、人事労務管理に限定した専
門的・実務的内容であることから、このまま単独で発行を続ける予定です。
引き続きご愛読をお願いいたします。

（社）ＪＡ総合研究所 理事長
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古賀 成祐 （こが せいすけ）
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巻 頭 論 文

Ｊ Ａほど人材を必要とする組織はない ⁝⁝
Ｊ Ａ 総合研究所 所長 今 村

（社）

農業ほど人材を必要とする産業はない。このような私なりの信念のもとに、
今から 24 年前、福島県三春町の三春農民塾の発足を皮切りに全国各地の要
望で農民塾の活動を、大学での研究・教育や政府審議会の公務の合間を縫っ
てこれまで進めてきた。さらに６年前からは、ＪＡ−ＩＴ研究会という名の、
いわば「農協塾」を立ち上げ、これまで 18 回にわたる公開研究会と 3 回の
専門研究会を開催してきた。ＪＡ−ＩＴ研究会はどこからも財政的支援を受
けているわけではなく会員自らの身銭を切る勉強会であるが年々会員は増え
活発な討議・研究・実践が深まっていると思う。もともと農民塾活動を進め
るにあたり、自治体から基本的な支援は頂くにしても、私の信念として「自
腹を切って勉強し自らを鍛えなければ人材は育たない」と実践してきたがＪ
Ａ−ＩＴ研究会でもその路線を貫いている。

人材とは何か
では人材とは何か。簡潔に私見を
述べ参考にして頂きたいと思う。分
かりやすく理解してもらうために
右図のような五角形を描き、各頂点
に、企画力、情報力、技術力、管理
力、組織力の５つの要素を示してあ
るが、この５つの要素の総合力を保
有しているのが、人材であると私な
りに考えている。簡潔にかつ分かり
やすく述べてみよう。
企画力：分かりやすく言えば、種子
を播く前に、売り先、売り方、売り場、買い手、売値を明確に考え構想する能力。
要するに、Plan、Do、See。計画、実践、評価のできる能力。
情報力：情報力は受信力と発信力の２つの要素で構成される。受信力は先人、
先学の学理や経験、実践について学ぶこと、広く社会経済の分野についての
情報収集と分析を行う能力である。発信力は受信力の蓄積を基礎に広く地域
や社会に対して情報の発信を行う能力。

奈良臣
︵いまむら ならおみ︶

技術力：伝統技術と先端技術の両方について勉強し多様な実践の場で生かす
能力。伝統技術は数千年にわたって蓄積された先人の智恵の結晶であるが、
これを身に付けいかに生かすかという能力である。先端技術については常に
研究を怠らず活用する努力が必要であるが、安全性等未知数のものについて
は慎重でありたい。要するにこの両者を身に付けうれば鬼に金棒ということ
である。
管理力：管理という分野が近年急速に拡大している。国語辞典で引けば、例
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えば「よい状態であるように気を配り、必要な手段を（組織的に）使ってと
りさばくこと」などとある。そこで図書館に行き、昭和初期の大国語辞典と
改訂を重ねた最新版のそれを引き比べ、○○管理というように管理という言
葉の前に修飾語がつく語彙がいかに増えたか、なぜ増えたか、どの分野で増
えたか、自らの眼で確かめ、考えてほしい。それを考えるなかから管理力の
必要性、重要性などを自ら習得してほしい。
組織力：現代社会では１人で行えることには極めて限界がある。とりわけ農
業にかかわる分野では常に組織力が要求される。個を生かしつついかに組織
的に多面的活動を行うか、ということがますます求められているのが現代社
会の基本課題である。その要求される能力は多岐にわたるが「個を生かし組
織力を高める」考え方で自らを磨いてもらいたい。
以上、各項目について簡単な解説を試みたが、重要なことは、この５つの
要素の総合力であると、私は考えてきたし、また農民塾生たちに説いてきた。
そこで、図の五角形の頂点を 10 点満点として、各自は各項目について何点
と考えるか、農民塾の開塾式の折などに自己採点をさせ、討議を行わせ、ど
の能力が自分には必要か、不足しているか、などを考えるという手法を通し
て農民塾生が自ら学び、自分自身に正面から向き合い、自らを鍛える努力を
積み重ねるよう指導してきた。

多様性が活力の源泉
しかし、よほどの人でない限り、この５つの要素を満遍なくすべて８点と
か 10 点を取れないだろう。そうした人はそう多くはない。
私はかねてより「多様性のなかにこそ真に強靱な活力は育まれる。画一化
のなかからは弱体性しか生まれてこない」と考えてきたし、いろいろな所で
説いてきた。と同時に「多様性を生かすのはネットワークである」とも説い
てきた。つまり、多様性と表現されるような個性をさらに伸ばしつつ、短所
を改め、欠陥を補い、新たな創造を目指すためには、どの組織でも地域でも、
優れたネットワークを創り上げるべきであると説いてきた。
さて、ＪＡについて考えてみよう。ＪＡの果たすべき基本的機能は次の３
点に集約される。（１）マーケティング機能、
（２）コンサルティング機能、
（３）
マネジメント機能の３つである。この３つの機能を発揮するには、それらを
伸ばす人材がますます必要とされているし、さらにこの３つの機能を統合し
総括し、推進する人材をＪＡは必須としている。ＪＡの盛衰は人材にある。
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共生の時代とＪＡ

論 説

s
r
e
d
Lea

（社）ＪＡ総合研究所 専務理事

岩 城 求（いわき もとむ）

はじめに
前世紀の終わりごろから「共生」についての関心が高まっている。それは、いわば「多
くの懸念」をもたらす様々な出来事が深刻さを増し、社会がそれを自覚し始めたか
らであろう。「共生」という言葉は、わが国の多くの企業の企業理念に登場している
し、こうしたことと関連してＮＰＯ（特定非営利活動法人）の多様な活動の広がり
にも反映している。
協同組合においてもこうしたことを踏まえた新しい「協同組合原則」（国際的に承
認された協同組合の原則）等を 1995 年のＩＣＡ（国際協同組合同盟）大会で採択し
ている。また、ＪＡグループにおいては、10 年前の第 21 回ＪＡ全国大会において「次
世代、消費者、アジアとの共生」を決議し運動を展開している。
さて、この小論を執筆するに当たって、
「共生」という言葉の意味を整理しておき
たい。生物学用語としての「共生」の意味「異なる生物間の共存」を基礎に考えれば、

「価値観や立場が異なる人々の存在を認め合い、共存する心がもたらす行動」である
といえよう。これは、日常の生活に組み込まれるものであり、単に助け合い運動の
ようなものだけを意味するものではない。
「互恵的」であるか否かは問わない。誰も
が有している普遍的精神であると考えられる。
ともあれ重要なことは、共生社会を実現し、「多くの懸念」の解消を求める声に応
えることである。また、これからの共生社会を考えるにあたり、協同組合の理念や
運動をどのように位置づけできるのであろうか。今後の社会にとってもわれわれＪＡ
グループにとっても重要であると考える。

多くの懸念と求め られる共生
世界的な規模でいくつかの深刻な問題が顕在化している。人口が爆発的に増加し、
1800 年に９億人、1900 年には 16 億人であった人口が、2005 年には 65 億人、そし
て 2050 年には 90 億人超と推計されている（国連世界人口推計 2004 年）
。それに対
して、食料・住宅・教育・雇用・医療等の生活インフラを整備できるであろうか。
すでに飢餓人口が８億人を超えているとも言われている。
また、地球環境の悪化が著しく進んでいる。地球規模での気候変動をもたらして
いる温暖化は異常気象を各地に出現させ、甚大な被害をもたらしている。大気や水・
土壌の汚染、森林等の自然破壊も進んでいる。
さらに、世界は、富の偏在・貧富の格差拡大、それらが要因ともなる国際紛争や
テロが生じるなど大きな不安を抱えている。
当然、わが国社会も多くの困難に直面している。
◎ 孤立が深刻さを増している
子供たちのいじめやそれに伴う様々な不幸が連日報道されている。明日はわが身
のいじめの現実に子供たちは不安だらけでいる。相談できる友もいないし、親にも
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教師にも相談できない。
また、老人だけの世帯が増え、生活基盤の確保が困難になりつつある。働く中高
年も孤独である。企業や社会の重要な一員だったはずが、一転して、バブルがはじけ、
デフレ不況を経験し、気付いたら「コスト」でしかなかった。
◎ 貧富の格差が拡大している
貯蓄残高ゼロ世帯は、1990 年 9.0％から 2005 年 22.9％と大幅に増加している（金
融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」）。生活保護世帯数も増え続
けている（『厚生労働白書』
）。雇用の形態と賃金の面でも格差が大きく、フリーター
やニートと呼ばれる若者たちの大きな塊の存在は、将来の社会システムの維持を危
うくするのではないかとの不安を増大させている。地域格差も深刻である。
◎ 家庭・学校・地域社会等も危機的である
家庭が壊れ始めている。教育現場も混乱している。防犯、教育等日常の生活にお
いて地域社会が機能していない。信じがたい事件等の報道が後を絶たない。さらには、
企業の倫理に欠ける事件も頻発している。競争に追われ、商品やサービスの先に人
間が存在していることを忘れた結果だといえよう。
◎ 農業・農村も危うい
農業の基盤は、その地域の自然と人に在る。自然と共存し、水利施設の整備・土
壌の改良等を実現してきた結果が今日の農業を支えている。それは、集落のルール
と多くの「支え手」により守られてきた。しかし、今、それが危機に直面している。
過疎化と高齢化が進み、集落機能が保てず崩壊した集落は多い。混住化の進展に
よる危機もある。共同体のルールは濃密な人間関係を基礎に成立しており、弔事や
祭事にまで及ぶ。災害時には極めて有効で力強いのだが、戦後の自由・個人主義の
教育を受けた世代には少しばかり息苦しくもある。実際、職業や価値観の多様化で、
実情にそぐわなくなりつつある。従って、共益を守り、農業・農村を維持・発展さ
せて行くためには、新たな思想や仕組みが必要であるように思える。
こうした「多くの懸念」がなぜ生じているのかを明らかにできる材料を持ち合わ
せているわけではないが、これらは特殊な事態ではなく、無視できない問題として
社会が構造的に抱えていることを考えると、やはり、現在の市場主義を基礎とした
経済・社会のシステムに相当の原因があるのではないだろうか、少なくともそれを
否定することはできないように思える。
そして何よりも深刻に捉えるべきは「多くの懸念」に対し、今の経済・社会シス
テムが、有効な解決の処方を見出しえていないことである。
「多くの懸念」はその状態から見て、お互いの存在を認め合い共存する「共生」が
社会に不可欠であることを明確に指し示していると考える。まさしく現代社会は「多
くの懸念」という形で軋みながら、自然との共生、世代間の共生、民族を超えた共
生等多様な「共生」を求めている。

共生社会の実現と 協同組合原則
◎ 共生社会への動き
「共生」を実現する様々な動きは、すでに始まっており広がりつつある。今日多く
の企業は、その企業理念の中に「共生」を謳っている。なんらかの形で「地域社会
への貢献」「地域社会との共生」を織り込んでいる。
JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号
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日本経団連の御手洗会長は、その著『強いニッポン』（朝日新書）で、会社につい
て、「社会貢献」は基本のひとつで、他の要素同様、欠かしたら一人前ではなく「会
社として存在する価値さえない」と断言し、自らが経営するキャノンの企業理念は（地
球環境を守る）
「共生」であることを強調している。経済のグローバル化が進むなか、
人との多様な共生も含め、企業が今後どこまで共生活動を実践していけるか注視し
ていかねばならないと思う。
企業のこうした動きに加え、各種のＮＰＯが幅広い活動を行っている。内閣府ホ
ームページによれば 2006 年３月現在で２万 6394 法人が認証されている。非営利活
動の内容の上位は、
「保険・医療又は福祉」、「社会教育」
、「まちづくり」、「学術、文
化、芸術、スポーツ」、「環境保全」などである。これは社会の歪みに対する人間回
復の動きであると考えられよう。
以上のような動きはあるものの、これらが経済・社会の仕組みを変えるような「力」
を持つには至っていないように見える。現在の市場主義経済は「分配の公正性確保
の困難さ」や「津波のような破壊性」等に弱点を持ち、結果として「多くの懸念」
を生み出し、また、それらに対する有効な処方を描けずにいる。
今後どのようなシステムが望ましいのか、それを早期に見つけ出すことが現代人
の次世代への責務である。不幸な結果を、政府が所得の再配分を通じ調整すること
も大事ではあるが、それらの多くが経済・社会のシステムのなかで解決されるよう
に組み立てることの方が大事に思える。
社会主義経済はすでにこの世にはないといってよい。一方、資本主義市場経済も
限界を露呈し始めている。市場経済を否定することが有意であるとは言えないが、
それ以上に今のままで良いとも思えない。
こうしたなか、「社会的共通資本」の考えは重要であるように思える。宇沢弘文氏
によると社会的共通資本は、「土地、大気、土壌、水、森林、河川、海洋などの自然
環境」「道路、上下水道、公共的な交通機関、電力、通信施設などの社会的インフラ」
「教育、医療、金融、司法、行政などの制度資本」等であり、その管理については「そ
れぞれの分野における職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規律
にしたがって管理、運営されるものである」とし、「管理を委ねられた機構は、あく
までも独立で、自立的な立場に立って、…（略）…市民に対して直接的に管理責任
を負うものでなければならない」とされている（宇沢弘文『社会的共通資本』岩波
新書）。
職業的専門家によってのみ管理、運営されるべきであるか否かには疑問もあるが、
こうした考えを経済・社会のシステムに組み込むことは、今後の共生社会の実現に
とって極めて有効であるように思われる。その際、「管理を委ねられた機構」がどの
ような人たちで構成され、その組織運営はいかなる原理原則に基づくのが現実的で
あるかが、社会のシステムに組み込むうえで重要であるように思われる。このよう
な観点から、資本主義とは異なる価値観を持つ協同組合原則等を吟味しておくこと
は有意義であるように思える。
◎ 協同組合原則等の意義
1995 年ＩＣＡは「協同組合のアイデンティティに関する声明」を採択した。その
なかで協同組合の「価値」を「協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公
正、連帯という価値を基礎とする。…（略）…組合員は、正直、公開、社会的責任、
他者への配慮という倫理的価値を信条とする」と定義している。その価値を実践す
るための指針として７つの原則を採択している。栗本昭氏訳の「ＩＣＡの協同組合
アイデンティティ声明とその背景」から、そのいくつかに触れておきたい。
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第 1 原則「自発的で開かれた組合員制」は性的、社会的、政治的、宗教的差別を
行わないとしたもので、全ての人々の基本的尊厳を認識するという誓約である。第
2 原則「組合員による民主的管理」は組合員が権利と責任をもって管理する民主的
な組織であること、平等の議決権を有すること等を整理したものである。第 4 原則
「自
治と自立」は組合員が管理する自治的な自助組織であり、自主性を保持することを
整理している。第 6 原則「協同組合間の協同」は地域や国境を越え、
協同することが
組合員にもっとも効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化するとしたもの
である。第 7 原則「地域社会への関与」は地域社会の経済的、社会的、文化的発展
が持続するようにする責任、環境保護のための責任等を明らかにしたものである。
すべてをそのままとは言えないかもしれないが、協同組合の価値や原則は、その
内容から今後の共生社会に活かされるべきものであり、
「社会的共通資本の管理機
構」もしくはそれに類似した考えの組織運営の基本的な原理に組み込む価値がある
といえよう。
また、これらの協同組合原則等は、ほかの観点からも価値を見出しうる。それは、
これらが、世界の各種の協同組合が現実に活動を展開した経験（約 150 年間）から
得られたものであり、それを今日の環境変化を踏まえて再整理したものであるとい
うことである。さらには、ＩＣＡによると、世界全体で協同組合の組合員は約８億人、
協同組合で働く者１億人超とされている。その家族を考慮すれば、協同組合関係者
は地球の人口のおよそ半分をカバーしている。
今後の新たな社会の建設に協同組合原則等が活かされて不思議はないし、協同組
合陣営ももっと強く運動を展開していく必要があるのではないだろうか。

ＪＡへの期待
（参考文献）
慶應義塾大学経済学部編
『変わりゆく共生空間』
（弘文堂 1999 年４月）
内橋克人『共生の大地』
（岩波新書 1995 年 3 月）
御手洗富士夫『強いニッ
ポン』（朝日新書 2006
年 10 月）
宇沢弘文『社会的共通資
本』（岩波新書 2000 年
11 月）
栗本昭訳「ＩＣＡの協同
組合アイデンティティ声
明とその背景」「２１世
紀に向けての協同組合の
宣言」（日本協同組合学会
訳編『21 世紀の協同組合
原則』日本経済評論社
2000 年 12 月 所収）

ＪＡの組合員や役職員による「共生」の取り組みも多様に展開され始めている。
介護や宅配等高齢者に対する福祉活動、「食育」（市民農園を含む）を通じた児童や
その父兄との交流、食事と健康・農業や協働等の教育、ファーマーズマーケットで
の消費者との交流と相互理解による地域社会の活性化、地域営農等による多様な農
業者共存の試み、里山再生のための市民との協調、都市住民の田舎暮らし需要の高
まりとその受け入れによる農村社会の活性化等事例には事欠かない。
これまで見てきたように、これからの共生社会に協同組合的思想は欠かせない。
わが国において協同組織の中心的存在であるのがＪＡである。ＪＡは、戦後、地域
農業の再生を果たし、生活改善、健康管理、婦人の地位向上といった農村の近代化
に貢献してきた確かな時代があった。それが国の安定につながり、経済の復興・発
展の基礎となった。
農業・農村の危機が問われている今日、こうした歴史を踏まえ、それぞれのＪＡ
が明確な経営理念と強い意志を持ち、新たな社会創造と農業の再生に向け、多くの
関係者との連携を図りつつ、多様な運動を力強く展開するよう期待したい。

白石正彦監修・農林中金
総合研究所編『新原則時
代の協同組合』
（家の光
協会 1996 年 7 月）
（社）ＪＡ総合研究所「環
境の変容とＪＡの課題を
考える」
（2006 年 11 月
ホームページで公表）
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ファーマーズマーケットで切り開くＪＡ改革
（社）ＪＡ総合研究所 理事･主席研究員

山 本 雅 之（やまもと まさゆき）

「ＪＡ改革」のカケ声ばかりで目に見える効果がなかなか現れないなかで、ＪＡ直

営のファーマーズマーケット（大型農産物直売所）は「地産地消」の追い風を受け
てますます好調だ。過当競争に苦しむ量販店やコンビニを尻目に、ほとんどのファ
ーマーズマーケットが右肩上がりで着実に実績を伸ばしており、いまや年商 20 億円
を超すカリスマ店舗も次々に生まれている。この強力な消費者直販ルートの登場で、
日本の農産物流通も大きく変わろうとしている。
ファーマーズマーケットはこの先どこまで伸びていくのか。ＪＡ改革にどのよう
に貢献するのか。その現状と将来展望を考えてみたい。

■楽しくなければ 農業じゃない
農家にとって、ファーマーズマーケットの最大の魅力は何といっても「楽しい」
こと。
第１に、儲かるから楽しい。これまでの共販ルート（市場流通）と比べると、卸
売市場、仲卸、小売店などの中間利潤と物流コストが大幅に削減できるから、農家
の手取り額が確実に５〜７割は増える。兼業農家や女性・高齢者にとっては、共販
に出せなかった不揃いの農産物や手作りの加工品が商品化できて年間 100 万〜 200
万円ほどの所得増になる。専業農家にとっても、共販であればＢ級品扱いの規格外
農産物が有利販売できるから年間 1000 万円を超す高額所得者も珍しくない。
第２に、消費者に評価されるから楽しい。自分が丹精込めて作った農産物や加工
品に対する消費者の生の声が聞けることは、ほめ言葉であれ苦情であれ農家にとっ
ては何よりの励みだ。集出荷場や選果場への持ち込みでは決して味わえない感動で
ある。それが忘れかけていた農民魂に火をつけ、消費者が求めるものを作りたいと
いう意欲が「作ったものを売る農業」から「売れるものを作る農業」への転換を促し、
良質で豊富な品揃えの充実につながっていく。
第３に、努力が報われるから楽しい。いつ何をどれだけ出荷するか、いくらの値
段で売るかは農家の自由。その代わり、売れ残り品はすべて自分で引き取る。この
単純明快な「自己責任」の販売システムこそ、農家の自助努力を引き出す秘訣だ。
品目・規格・ロットに縛られ、売値を決めることもできない「他力本願」の共販と
は別世界。だから、努力をしない農家は売れ残りが増えて脱落するが、消費者ニー
ズに合わせて工夫・努力を重ねる農家はますます売り上げを伸ばしていく。

■日本の農産物流 通を変える
生鮮野菜についてみると、現在、国内生産量は年間約２兆円。その約８割が共販
ルートによる流通だ。ところが、消費者に届くまでに４〜５段階の流通業者が介在
する共販ルートでは、小売価格が生産者手取り価格の 2.5 〜 3 倍になってしまうから、
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輸入野菜にはとうてい勝ち目がない。
これに対して、生産者と消費者を２段階で結ぶファーマーズマーケットなら輸入
野菜に価格で負けることはない。ＷＴＯやＦＴＡによる貿易自由化の流れが避けら
れない情勢のなかで、農産物の輸入増大に対抗していくには、ファーマーズマーケ
ットを拠点として消費者直販ルートを大きく広げるほかに道はないだろう。
その際、問題になるのが品揃え。新鮮・安心・安価が「地産地消」の魅力とはいっても、
食卓に欠かせない日常野菜さえ満足に揃わない店舗ではいずれ消費者の足が遠のい
てしまう。ここで忘れてならないのが営農指導だ。消費者が必要とする品数を必要
とする量だけ揃えられるように、栽培講習会や資材供給を継続的に実施して生産者
をサポートする必要がある。そのための人材（営農指導員）と事業機能を持ってい
ることが、ＪＡ直営ファーマーズマーケットの最大の強みである。
とはいっても、すべての品目が「地産地消」で完結できるファーマーズマーケッ
トは皆無。地場では生産できない品目や生産できない時期が必ずある。これを乗り
切る秘策は、全国のファーマーズマーケットをネットワーク化して不足品目を相互
に補完することだ。すでに、岩手県から沖縄県まで 18 カ所のＪＡ直営店舗を結ぶ「フ
ァーマーズマーケット戦略研究会」
（事務局：ＪＡ総研）では、独自の物流ルートに
よる年間約 1000 トンの相対取引が行われており、ＪＡグループならではの多彩な品
揃えで消費者の絶大な支持を得ている。
現在、
「戦略研究会」に加入している 18 店舗の年間総売り上げは約 140 億円だが、
これを 1000 店舗、8000 億円にまで伸ばすことが当面の目標である。とてつもない
数字と思われるかもしれないが、全国のＪＡがそれぞれ 1 〜 2 店舗のファーマーズ
マーケットを立ち上げて年間 10 億円を売れば容易に手が届く。この目標を達成でき
れば、ＪＡグループ全体で約 1200 億円（手数料率 15％として）
の粗利益が入ってくる。
これは共販ルートの粗利益の２倍以上に相当するから、ＪＡ経済事業の収支改善に
大きく貢献するはずだ。

■多様な担い手を 育てる
まさに、向かうところ敵なしのファーマーズマーケットだが、懸念材料が全くな
いわけではない。それは、農業の担い手問題である。
ファーマーズマーケットの特徴は、専業農家から兼業農家や女性・高齢者まで多
様な担い手をまるごと生産者として抱えられることだ。そのため、農業従事者の高
齢化が進んでも担い手確保で特に苦労することはなかった。しかし、高齢化がさら
に加速してくると、やがて担い手確保にも限界がくるに違いない。実際、「戦略研究
会」のメンバー店舗でも、出荷者の伸び悩み傾向が徐々に目立ち始めている。この
まま何も手を打たなければ、やがて担い手不足による販売額の落ち込みは避けられ
ないだろう。
この難局を切り抜けるには、担い手の供給源を農家とその家族だけに限定せず、
非農家にまで広げて考えることが必要だ。今年から定年を迎える約 700 万人の団塊
世代は、その供給源として大いに期待できる。農業への関心が特に高いこの世代を、
ファーマーズマーケットの担い手として取り込んでいくにはどうすればいいのか。
その有力な手がかりが「農業体験農園」にある。1996 年に東京都練馬区から始ま
ったこのカルチャー教室型の市民農園では、農家が栽培品目を決め、種苗・肥料・
農具などを用意し、週末ごとに講習会を開いてプロの栽培ノウハウを直接伝授する。
JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号

《論説》ファーマーズマーケットで切り開くＪＡ改革

9

農家にとっては高齢化による担い手不足の解消策。参加する市民にとっては「セミ
プロ農家」の養成所であり、農業を通じた生産者と消費者の交流の場だ。ここで育
った「セミプロ農家」に農地を斡旋し、収穫した農産物をファーマーズマーケット
に出荷してもらえば、担い手問題と遊休農地問題は一気に解決するに違いない。

■ＪＡ改革とは農 家を儲けさせること
ＪＡは信用・共済・経済から高齢者福祉・葬祭に至るまで多種多様な事業を展開
しているが、そのなかで農家に金を儲けさせる事業は販売と資産管理しかない。と
ころが、ほとんどのＪＡは目先の経営を支える信用・共済に人材と資金を集中し、
販売と資産管理は極めて手薄になっている。いわば、収穫作業に気をとられて施肥
や灌水を忘れている状態。このままでは、遠からずＪＡ事業の根っこが枯れてしま
うだろう。
ＪＡ改革とは、ＪＡの事業利益を確保する対策ではなく、農家を儲けさせる対策だ。
農家を儲けさせた結果としてＪＡの事業利益を確保すること。それにはまず、ファ
ーマーズマーケットという強力な販売ルートをつくり、農家を確実に儲けさせるこ
とから始めようではないか。

千葉県・ＪＡ千葉みらいのファーマーズ マーケット「しょいか〜ご」
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（社）ＪＡ総合研究所 常務理事

櫻 井 勇 （さくらい いさむ）

１.ＪＡの福祉活動 の支え手とＪＡ
（１）農村女性の熱意が生み出したＪＡの福祉活動・事業
ＪＡグループの高齢者対策の取り組みは、昭和45年の第12回全国農協大会決議で
ある「生活基本構想」で生きがい活動などの元気な高齢者の取り組みを提起するな
ど、長い歴史の積み重ねがある。その後、昭和60年の第17回全国農協大会で決議し
た「農協生活活動基本方針」で初めて高齢者の生活援助活動が提起された。
それは、日本全国を先取りして20年以上高齢化が進行している農村で虚弱な高齢
者や要介護の高齢者を援助する取り組みを提起したものである。具体的には、高齢
者の生活援助活動では、独居・寝たきり老人等の援助対策として、組合員および家
族を対象とした高齢者介護の技術を習得するための研修の実施と市町村と連携した
ボランティアの組織化の推進などを掲げた。
この取り組みの支え手は、 介護は自らの問題 というＪＡ女性部員など農村女
性であり、その熱い思いがＪＡの取り組みの起爆力であった。
高齢者の生活援助活動に取り組もうとの方針に対して、当時は、ＪＡの役員か
ら、全中は何を考えているのか、福祉などといった金がかかり、本来行政や社会福
祉法人が行うものをＪＡでできるのかといった批判が強く出された。
しかし、ＪＡ女性部員の皆さんは、自らの問題として受け止め、熱心な取り組み
が徐々に始まったのである。
実際、ＪＡがホームヘルパーの養成研修を開始した際に、あるＪＡ女性部員は自
分でご主人の両親を看取った大変な経験から、他の方のそうした苦労を少しでも手
助けしたいとの思いでホームヘルパーの資格を取得し、ＪＡの助け合い活動に参加
されてきている。こうした状況が農村のいたるところで見られた。
それは、図１にあるように平成３年度から全中、県中央会が連携して開始したホ
ームヘルパーの養成研修の受講状況にはっきりと現われ、急速に養成が進んだ。そ
の結果、平成17年
【図1】ＪＡグループのホームヘルパーの養成研修の取り組み状況
度末には、１級、
人
２級、３級の合計
140,000
で11万5000名余の
120,000
ホームヘルパーが
養成され、ＪＡの
100,000
高齢者福祉活動・
1級課程
事業を支える人材
80,000
2級課程
の確保が行われる
3級課程
60,000
までに至った。こ
合計
うした取り組みが
40,000
開始されたことを
受けて、平成４年
20,000
には農業協同組合
法の改正が行わ
れ、「老人の福祉
に関する施設」が

JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号

0
平成4 7年
〜6年

9年

12年

15年

17年

（注）ＪＡ全中調査による。（単位：人、累計）

《論説》ＪＡ福祉活動の支え手から見たＪＡと今後の課題

11

規定され、ＪＡの新たな事業として高齢者福祉事業が位置づけられた。これにより
市町村から訪問介護やデイサービスなど第２種社会福祉事業を受託できることとな
り、各地で順次、市町村からの行政受託を受けて訪問介護サービスやＪＡの余剰施設
の転換によるデイサービスセンターの取り組みが行われた。
平成12年には介護保険法が施行され、これに対するＪＡの取り組みでもＪＡ女性部
の働きかけで、ＪＡが介護保険事業の取り組みを開始した例は数多く見られた。
その意味では、ＪＡ女性部員の農産物自給運動から生まれた直売所の発展形態とし
てのＪＡファーマーズマーケットとともに、ＪＡの高齢者福祉事業は、農村女性の力
で築き上げられたものと言え、組合員の潜在的なニーズを汲み上げて運動や事業を生
み出す協同組合としてのＪＡの可能性を示している。
ＪＡの介護保険事業（厚生連を除く）の取り組み状況を見ると、取り組みＪＡは318
ＪＡで、全国のＪＡの約４割弱となっている。取扱高は、全中調査によると、平成17
年度で238億円（訪問介護118億円、通所介護76億円、居宅介護支援21億円、福祉用具
20億円など）となっている。このほか、介護保険事業以外の生活支援・介護予防事業
の行政からの受託は、配食サービス、軽度生活支援、生きがい通所サービスなど280
件で、138ＪＡが取り組んでいる。
この数字は、日本全体の介護保険の取り組み（平成17年度）で見ると、訪問介護で
約1.7％、通所介護で１％をＪＡが提供している。ＪＡが介護保険サービスを提供し
ている地域は、大都市部など民間企業などが事業化を見込める地域とは異なる農村部
であり、民間企業があまり進出してこない農村地域でＪＡが地域福祉を支える重要な
役割を発揮していると言えよう。
（２）広がりを見せるＪＡ助け合い組織活動とその深化
ＪＡグループは、高齢者の生活援助活動の取り組み当初から、ボランティア活
動、つまり助け合い活動を提起し、一人暮らしの高齢者への声かけ（安否確認）、配
食サービス、家事援助、車を運転できない高齢者の移送など、多様な取り組みを行っ
てきた。このための組織として女性を中心に助け合い組織をつくってきた。その助け
合い組織も図２のとおり、平成４年以降、
急速に広がりを見せ、ピーク時の平成15年
４月には979組織となった。その後は、や
や伸び悩みを見せており、高齢化の進展な
どもあって、組織の広がりを確保すること
が難しい状況が出てきている。
そうしたなかで、典型的に農村部で活発
に活動を展開しているのが、長野県ＪＡあ
づみの助け合い組織「あんしん」である。
この組織は、ＪＡ女性部の年代別活動の
なかで60歳代以上で構成する「４つ葉会」
の皆さんが自分たちのテーマとして、高齢
化が進むなかで、

高齢者が安心して暮らせる地域づくり

をテーマに取り組み、大

きな成果を収めている。自らＪＡのホームヘルパーの養成研修を受講し、居住してい
る各地域で月１〜２回、公民館などを借りて、高齢者に集まってもらい、そこで一緒
に昼食を取り、交流する「あんしん広場」（ミニデイサービス）を長年にわたって実
施して、その輪を広げている。ちなみに平成18年には延べ参加者は5600人に上ってい
る。管内のある村では、こうした取り組みを評価して認知症の高齢者の通所介護施設
をＪＡの支店跡地に建設する助成を行い、ここでは助け合い組織のメンバーも参加し
て高齢者が安心して通所介護に参加できる状況をつくりあげている。しかも施設の前
に畑を作り、利用者とあんしんの会員が一緒に野菜づくりに取り組み、それを昼食の
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料理に利用したりしている。また、有償在宅サービスとして、介護保険適用外の家
事援助サービス、介護・介助サービス、農作業・庭の草むしり等を行っており、平成
18年３〜12月で3700時間のサービスを提供している。
さらに、あんしんの活動から新たな活動として、会員のレベルアップや地域活動
の担い手づくりを目的に平成11年から「いきいき塾」を開設し、２年間かけて野菜の
作り方をはじめ、環境や福祉に関する各種の学習を行い、仲間を増やしてきている。
いきいき塾のメンバーとあんしんのメンバーによる「ふれあい市」の開催を通じ
て生きがいと種々の独自商品の開発を行っている。いきいき塾では「菜の花プロジ
ェクト」を開始、みなで減反田などで菜の花を栽培し、その菜種油をふれあい市で
販売するなどの活動が広がってきている。
高齢化が急速に進むなかで、85歳以上の一人暮らしの高齢者が急速に増える状況
にある。それだけに、地域で助け合いの取り組みを広げることが重要であり、ＪＡ
の場合、組合員がその気になれば、ＪＡあづみの助け合い組織のような活動が可能
になる。
ＪＡはかねてから要介護にならない取り組みを重視してきているが、農業をして
いる人には「寝たきり、ボケはいない！」これが地域のお医者さんから聞かれる言
葉である。農の持つ力、野菜が芽を出し、一所懸命に生きる姿を見て生きることの
意味を体で感じられる

農

の役割がより大きなものになってきている。

こうした点を含めて、組合員とその家族、地域の人々の学習と理解を得ながら
ＪＡを拠点として多様な活動を生み出す大きな可能性があると言えよう。

2.今後の課題
行政はややもすると、縦割りであり、介護保険を含めていえば、個人の幸せ、生
きがいをその視野に置くことは望めないだろう。このため、個人・家族の努力と地
域での協同が大切になる。
（１）介護輸送などの課題
例えて言えば、要介護の高齢者のサービスで、極めて重要なサービスは移送サー
ビスであるが、介護保険の対象外である。要介護の高齢者が元気なときと同じよう
に外へ出かけて買い物したり、以前と同じような生活ができることが求められてい
る。助け合い活動で自家用車を使って、取り組もうとすると、各種の規制があるた
めＪＡであっても別にＮＰＯを設立したり、道路運送事業法によるタクシー業の許
可を得て取り組んでいる事例がある。しかし採算的には極めて厳しい状況にある。
農村部は公共交通体系が崩れており、車を運転できなければ高齢者は買い物や医療
機関に行けない状況にある。こうした点の改善が求められている。
（２）一人暮らしの高齢者の生活の安心の確保
現在、ＪＡの現場で聞かれるのは、高齢者についての財産管理を含めた日常の暮
らしでの不安が出てきていることである。例えば、預金を引き出しているのにその
記憶がないといったトラブルがあるにもかかわらず、子が高齢の親を見守ることが
できない状況が広がってきていることが懸念される。
こうした高齢者の生活支援や財産管理、農地を含む土地管理をどのように支援し
ていくか、成年後見制度の活用なども必要になるとみられる。さらには、一人暮ら
しの高齢者が共同で生活するグループリビング等も課題になるとみられる。
競争原理のみが渦巻く現下の状況にあって、協同の輪を広げ、地域コミュニティ
の再生を図ることこそが重要になっている。そうしたなかで、協同組合が、組合
員、地域住民と協同してさまざまな課題に取り組むことの重要性を明確に位置付け
ることが今こそ求められている。
JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号
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地域農業振興と共生
─ 生 産 者 参 加 型 の 農 業振 興 ─

研究レポート 協同組合研究部

（社）ＪＡ総合研究所 主任研究員

柳 京 熙（ユウ・キョンヒ）

１. 問題設定
「食料・農業・農村基本法」の策定以降、水田農業の確立対策が強化されている。
特に今年から実施される品目横断的経営安定対策は、一層の構造改革への取り組み
と地域の創意工夫を生かした集落営農が以前より増して要求されている。
このように、一連の社会・経済的転換期を迎えて、今後地域の自己努力とその対
応いかんによっては地域農業・農村に大きな変化をもたらす可能性が高くなってい
る。
本稿では農村地域の事例分析を通して、日本の農村が置かれている現状とその打
開策に関して考えたい。

2. 農業政策の転換
米生産においては、適地適作の観点から良質の米生産が可能な地域が相対的に重
視される一方、そうではない地域の米生産は縮小せざるを得ない状況となっている。
他方、2000 年度から開始された「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策」
から生産調整の助成金を受給する地域に対して、地域農業が求めようとする将来の
姿を具体的に明記するようになったが、2004 年にスタートした新たな米政策改革は、
これを継承した形で、第三者機関である「水田農業推進協議会」が地域農業の将来
像すなわち「地域水田農業ビジョン」の作成を義務化した。
(注)
1)2004 年 実 施 さ れ た
JA 全中の調査によれば、
集落ビジョンを作成し、
それを踏まえて地域農業
ビジョンを策定した割合
は 17％に過ぎず、地域
の創意工夫を生かすこと
が難しかったと答えた割
合は 50.3％にも及ぶ
( 農林水産政策研究所地
域振興政策部の渡部岳陽
氏〈平成 17 年 6 月 14
日の定例研究会〉の報告
書より引用 )

これまでは農政課やＪＡが日常的な業務としてこれらの要求に対応しており、集
落段階からの意見を汲み上げて、地域ビジョンを作成する地域は極めて少ない注１）。
今後の日本農業を考える上で、地域の多様な農家が相互に協力し、地域全体とし
て効率的な土地利用を図る以外に残された道はない。

３. 新しい地域農業戦略の樹立過程
（1）新しい組織のスタート
品目横断的経営安定対策から見て取れるように、これからの地域は多様な農家を
集めて本格的に集落営農を目指すことが必要となる。ほとんどの地域はこれから生
産者同士の意見調整を始め、きちんとした地域の将来展望を立てないといけない状
況になっている。もし地域全体のビジョンなしで集落営農を立ち上げたとしても、
地域資源の効率的な利用はとかく、一過性に終わることが十分に考えられる。
こうしたなか、本稿で紹介するＫ地域は農業生産に数々の難題を抱えながらも、
新しい組織を立ち上げ、多様な生産者の意見を集約し、地域独自の政策を実行して
いるところである。さてまず事例対象地域における経済状況について概略してみよ
う。
Ｋ地域は、北海道の水稲地帯に属しており、比較的専業の比率が高い地域である。
農家戸数は 2000 年度時点で 614 戸であるが、過去 10 年間に 147 戸が離農している。
これに相まって農業生産額は 1994 年の 89 億円をピークに、2000 年には 68 億円に
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まで低下した。これ

【表】K地域の経済状況

により農業所得も
同時期に 40 億円か

14,951人

ら 25 億円へと減少

農家戸数（2000年）

1,859

２次産業

2,278

３次産業

4,192

614戸

147戸離農（10年間）

農業生産額（2000年）

68億円

89億円（1994年）

らに農地価格・標準

農業所得（2000年）

25億円

40億円（1994年）

農外所得（1999年）

7億6千万円

8億4千万円（1995年）

高齢化（65歳以上）

30％（1999年）

16%（1980年）

要因が農地流動化の

団地化（2000年）

1団地20％

5団地以上14％

障害になっており、

農地価格（1999年)

38万円(田)

67万円（1987年）

田植機（1998年）

446台*能力7,640ha

3.1倍

コンバイン（1998年）

489台*能力9,000ha

3.6倍

効率的土地利用が実
2）1987 年 の 平 均 田
価格は 67 万円であった
が、1999 年には 38 万
円まで下がっている。

1次産業

した （表参照）
。さ
小作料の下落などの

(注)

2002年人口

現されていない注 2）。

資料：役場「農政課」資料より作成。

これらの状況を踏ま
えて、Ｋ地域の特徴を見ると、極めて個別・分散的経営である。このままの経営を
はら

続ければ、地域農業の維持ができなくなる可能性さえ孕んでいた。
そこで地域の農業団体から実務者を集め、2000 年 3 月に「農業振興事務所」を
立ち上げると同時に、近隣の道試験場や大学の研究者をアドバイザーとして選任し、
その指導の下、農業の懸案についての問題意識を共有することを最優先課題とした。
関係機関が保有しているすべてのデータを集約し、情報の共有化に尽力した。そ
れぞれの機関からあらゆる資料を持ち寄り、集約・分析することで、結果的に事務
所メンバーの問題意識はデータに裏付けられた高い水準に統一された。それには情
報の「集約」、「分析」、「共有」
、「還元」という過程を繰り返すことで、具体的な数
値をもって議論されたことが大きいと思われる。アドバイザーとの会合も 20 回近く
開いて、生き残りをかけた地域農業の具体的な再建方法について議論を重ねた。
一方、農家の相談業務・書類作成の窓口の役割を担うなど、生産者から身近に感
じられる組織を目指した。
（2）組職の体制整備と問題意識の共有
それでは「農業振興事務所」が導き出した共通見解とは何だろうか。
まず地域農政の批判的な検討を通じて地域自らの独自的な営農システムの可能性
を模索することで意見の統一がなされた。それを簡単に整理すると以下のとおりで
ある。
第１、「地域営農システム」とは地域の多様な生産者の意見を尊重し、個別農家、
共同組職、法人などの相互連携を通じて地域農業を維持するものである。
第２、地域の土地利用を効率的に遂行するために、地域内の優良土地の選定と地
域全体の土地利用方針、画一的な転作配分方法の再考など地域全体の計画を具体的
に立て直す必要がある。そのために、関係機関は地域の利害調整を積極的に図らな
ければならない。
第３、地域自らの責任意識と積極的な農政参加を誘導するためには、情報の還元
を行い自主的な対応を促進するための諸措置を講じる。
振興事務所としては、以上列挙した地域独自の営農システムの構築のために、具
体的な予算確保を優先事項と判断し関係機関との調整を進めた。
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４. 地域農業戦略の具現化
（1）地域農業戦略の展開過程
これまでの推論から脱皮して具体的な論議を行い、順次農家にその情報を還元し
たことは、「農業振興事務所」の位相を高める要因でもあった。とくにＪＡが管理し
ている個人営農に関わるデータは、農家の経営方式の違いや栽培技術などの詳細な
データとして整備され、それに加え農民協議会の協力で、各農家の兼業所得が把握
された。
これによって農家経済の変動が農業生産にどのような影響を与えているかを、多
角的な面から把握することが可能となった。
このような成果によって地域の土地利用の形態が素早く把握され、地域農業の課
題が関係機関をはじめ生産者にも明確に提示されることになった。これを契機に公
聴会が開催されることとなり、関係機関と生産者との間で初めて本格的な意見交換
が行われた。
そして「農業振興事務所」を母体とする新しい組職に農家代表が参加し、今後の
地域振興計画を作成することが決まった。
（2）「農業振興事務所」の組織的特性とその体系
「農業振興事務所」は設立後 10 カ月が経って 2000 年 12 月に 正式に「農業振興事
務所」として新しく出発することになった。
Ｋ地域における「農業振興事務所」の役割についてみると、まず各集落から選出さ
れた生産者の代表（農業振興推進委員）は、
「農業振興事務所」が提起した地域の課
題と要望事項を検討して、その汎用性や必要性を協議して、農業政策樹立に生産者
の意見が反映されるような仕組みとなっており、同時に決まった事項に対しては率
先して協力するようになった。
端的な例として「農業振興事務所」が生産者の共通の念願だった農地流動化を地
域独自の制度としてモデル的に運営することになったことは、生産者の意向を反映
した結果である。財源は、2000 年度に開始された「中山間地域直接支払い」の補助
金の一部（５年間 2 億 2000 万円）を地域の農地流動化政策などの基金として積み立
てすることに合意したものである。結論的に言えば「農業振興事務所」の特徴は農
業団体の意図によって出発した組職にもかかわらず組織自ら生産者を取り込んだ新
しい形態の組織へと変容したことである。
（3) 農業振興計画の樹立
すでに言及したように「中山間地域直接支払い」の一部を助成することで、地域の
独自な農業計画は現実性を帯びるようになった。さらに官民の相互協力関係も回復・
構築する契機ともなった。
また「農業振興事務所」の重要検討事項であった農業生産法人は、事務所設立に
歩調を合わせた形で、農家 8 戸を中心に 100ha の農地を集約することに成功した。
このような成果とともに、地域独自の振興計画も次のように確定され、2002 年度
より詳細な実行計画案も盛り込まれた。
第１、長期的な観点から地域の農地保有合理化事業に関する検討を事務所が推進
する。
第２、農地の客観的評価システムを整備する一方、その一環事業として土壌分析
を実施し農地の適正管理を推進する。期間は 2002 年から 2004 年にわたって３年間
実施する。

16 《研究レポート》地域農業振興と共生─生産者参加型の農業振興─

JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号

第３、政府、道の農地整理事業にはまらない農地を地域独自の制度を通じて整備
する。またこれに先だって 2002 年に、モデル事業として低費用工法を確立する。
第４、
「地域営農システム」の拡散を目標として、３戸以上の農家が共同作業を遂
行する場合、経費の一部を助成する。期間は 2002 年から 2006 年までとし、毎年３
地区を設定して １地区当たり 15 万円を助成する。
最後に、
「地域営農システム」の根幹として活用できる農業生産法人には初期の
経営安定を支援するため、機械、設備などの必要な経費を 3 年間 50% 以内で（上限
500 万まで）助成する。期限は 2002 年から 2006 年までとする。
さらに 2005 年より振興事務所は、農地流動化など地域の懸案事業により一層取り
組むべく「公社」として生まれ変わった（図を参照）。
【図】農業振興公社における業務の流れ
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（参考文献）
[1] 梶井功編（2001）
「食
料・農業・農村基本計画」
の点検と展望」農林統計
協会
[2] 長尾正克（2000.2）
『 農業経営は地域との調
和を如何に図るべきか』
北方農業
[3] 日 本 農 林 水 産 省
（2005.3）
「 食 料・ 農
業・農村基本計画のポイ
ント」2005 年 3 月
[4] 田代洋一編（2000）
「現代の経済政策」有斐
閣ブックス
[5] 柳京熙「住民（農業
生産者）参加型農村開発」
北東アジア農政研究フォ
ーラム第 3 回国際シン
ポジウム（農林水産政策
研究所主催）
、2005 年
10 月
[6]Paul Milgrom、
John Roberts（1997）
「組織の経済学」NTT 出
版

５. 結論
税源の地方移転という実質的な地方分権化時代を迎えて、それに相応する地域の
自立がいつよりも強調されている。
しかしほとんどの市町村では制限された財源と人材確保が困難なため、実行力あ
る政策の樹立までには多くの障害が立ちはだかっている。
本稿で紹介した事例は、まだ結論を出す段階ではないが、農政の策定手法やその
推進過程においては多くの示唆を与えている。
本文中でも強調したように、生産者自ら参加し作成した地域農業政策のプロセス
は多くの示唆と可能性を示している。しかしその背景には、地域関係機関が確固た
る意思の下、生産者の意見を汲みながら、将来の地域戦略の道筋を提案し続けたこ
とがあることを忘れてはいけない。
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住民参画による都市農地保全
（社）ＪＡ総合研究所 主席研究員

星

勉 （ほし つとむ）

(1) コモンズ論としての都市農地
環境共生かつ持続的社会構築のためには、農地や森林、水利といった地域資源の
良好な管理、そしてこのことを可能とする地域社会システムの構築が条件のひとつ
と考えられる。具体的には、高齢化の進行や後継者不足から農林家のみならず地域
住民や都市住民の参画を得て行う社会システムの構築が不可欠な時代となっている。
そして都市住民のニーズも高く、最も彼らの参画が求められている典型例として、
(注)
ここでいう都市農地と
は、都市計画区域内の農
地を指す。

都市農地注 ) を挙げることができる。
ところで環境共生かつ持続的社会構築のために問われなければならないのは、「自
然環境を巡る人間と人間との関係である」。「すなわち『自然環境とどういう関係を
取り結びたいか』ということは、実は『他人とどういう関係を取り結びたいか』と
いうことと表裏一体の関係にある。ここで、『コモンズ』という概念が生きてくる。
コモンズという概念には、みんなでルールを作って共同でその自然環境と関係を取
り結ぶことこそ、自然環境の保全につながるのではないか、という思いが含まれて
いる」（舩橋・宮内〈2003〉参考文献文末参照。以下同じ）。
自然資源である都市農地のあり方や新たな地域社会システム構築のために、コモ
ンズという言葉や理念を活用できないか検討することは、以上に示したように有力
な検討手法と考えられる。

(2) 都市農地を巡る様々な見方
高度経済成長期以降（昭和 40 年代〜）における、都市農地あるいは都市農業論を
みると、以下のように大きく３つの見方に分けることができる。
①都市計画側からの見方；この見方はさらに２つに分けることができる。ひとつは、
高度経済成長期やバブル期を中心に主張されたが、大都市の過密や住宅不足を解消
するために宅地並み課税を実施して農地の供給を促進し、もって住宅取得コストを
大幅に下げ土地問題を解決しようとした考え方である。
もうひとつは生産緑地法に拠って立つ見方である。法目的は「良好な都市環境の
形成に資すること」
（法第１条）であるが、その中身は「公害又は災害の防止、農林
漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、
公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること」（法第３条）
から、営農継続は保証されるものの最終的には公共的空地として位置付けられ、都
市農業振興は伴っていない。
②農家や農地所有者の側に立った見方；都市に新鮮な農産物を供給し社会的な使命
を果たしている、という見方である。さらにまちづくりの面からも、主にＪＡグル
ープから提案された農住都市建設構想がある。どのような構想だったかというと、
「都
市と農村の接点においていま（1972〈昭和 47〉年当時）、農家の所有する多くの土
地が農業的土地利用から、都市的土地利用に転換している。しかしその転換の実態
はまさに無秩序そのもの、（略）〔そこで〕農家が自己所有の土地を利用するため自
分達がお互い協力して、自分達のために、
（略）都市の住宅困窮者に住まいを提供（略）
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これこそ農住都市といえるものであろう」（山名〈1992〉）。
③市民の参画を重視する見方；「市民農園は、大地と農業から切り離された都市住民
に新鮮な野菜を供給し、生活にやすらぎとゆとりをもたらします。
（略）市民農園は
また、農業サイドから見ても重要です。それは、減反で荒れた農地や、よい利用方
法がないまま捨て作りされている市街化区域内農地を、美しく耕された緑地に変え
る可能性を秘めているからです」
（荏開津・津端編著〈1986〉）。1988（昭和 63）年の
特定農地貸付法、並びにそれに続く 1989（平成元）年に成立した市民農園整備促進
法は、以上のような考え方を法律化したものといえる。
市民の参画に関しもうひとつの視点は、本稿もその立場によっているが、従来よ
りももっと市民が都市農地の管理や都市農業振興のために積極的に関与し、できる
なら農家との共同管理を目論もうとする視点である。

(3) 新たな視点；「まちづくりの協働の場としての都市農地」
この視点に立った研究報告がいくつかあるが、以下の東 (1998) の議論が代表的で
ある。「都市農地の活用が、単に環境、防災、景観等の機能を果たすだけではなく、
地域社会の交流の場になったり、子供の教育の場になったりして、新しい公益的施
設として重要な役割を果たすようになる。
（略）人間性の回復のためにも地域社会で
の自分の意義が見直されるようになり、またこれからは核家族の高齢化に対応する
ためにも、地域社会のまとまりが非常に重要となって来るであろうと思われる。そ
の核となる場を提供できる農地が都市に存在する意味は、日本のような都市では極
めて大きい」。
以上の議論は、都市農地や農業を健康で人間らしい都市生活を送る上で不可欠な、
本質的役割を担っているという、一段と深化した立場からの議論となっている。
本稿は、上記の（２）の③の後段の視点に立っている。農地は私的所有物という側
面の他、自然資源という側面を有することから所有者による耕作が困難な場合、社
会的な管理が望まれる。コモンズ的管理を図ることによって、田村（1987）が以下で
述べているように本当の意味でのまちづくりが可能となりうる。つまり、
「都市とは、
（参考文献）
［１］東正則「都市農地
の社会化と農業委員会
の役割」『農政調査時報
No.503』（ 全国農業会
議所 ,P.10-17.1998）
［２］井上真・宮内泰介
編『コモンズの社会学』
（新曜社 ,2001）
［３］後藤光蔵『都市農
地の市民的利用』
（日本
経済評論社 ,2003）
［ ４］ 田 村 明『 ま ち づ
くりの思想』（岩波新書
.1987）
［ ５］ 舩 橋 晴 俊・ 宮 内
泰介『新訂環境社会学』
（（財）放送大学教育振興
会 ,2003）
［ ６］山名元『──都市
と農村を考える──豊か
な環境を求めて』
（（社）
地域社会計画センター
,1992）

多様で異質の人々が、互いに他の自由度を認めあいながら、交流しあい、できるだ
け創造的で、多様な生活を可能にする場でありたい。それには、都市に住む人々が、
互いに協働して当たらなければならない」。
様々に見てきた都市農地論で欠けていたのは、このような「まちづくりの思想」
を実現する可能性を秘めた都市農地に関する視点であろう。
従来の議論や視点を否定するのではなく、それらの積み重ねの上に、都市農地の
コモンズ論を展開していくことが求められる。

(4) 農地を核とした新たな地域社会の形成
ところで農地と都市住民との関係を深化させるためには、農地制度の見直しが必
要となってくる。後藤（2003）は市民が参画する農地制度のあり方を「都市農地の
市民的利用」と呼び、東（1998）は「都市農地の社会化」と呼んでいる。いずれに
してもこうした呼称は、地域社会における人間関係（システム）についてどのよう
な構築が望ましいかの問いかけとなっている。都市農地のコモンズ論も同様に、農
地を巡り所有者・利用者間において新たな

入会関係

を都市社会の中でどう築く

ことができるかの試論であるが、詳しくは別の機会に述べたい。
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研究レポート 地域研究部

「食」を軸に地域を結ぶ
新たな農業協同組合の展開へ
（社）
ＪＡ総合研究所 主任研究員

郡 山 雅 史（こおりやま まさふみ）

はじめに〜結集軸 が見えない現在のＪＡ
広域合併による規模拡大、事業の合理化が進むなか、生活活動の切り捨て、組合
員の顧客化など、協同組合らしさの消失がささやかれる今日のＪＡにおいて、組合
員の求心力を発現する目的やテーマ、すなわち結集軸の再生が大きな課題となって
いる。ＪＡ運動に共鳴し、その事業を利用することがＪＡの組合員であるはずなの
だが、共鳴すべき内容が漠としたまま、見えてこない。
このような折、ＪＡ兵庫六甲では広域合併に際し、組合員を対象に合併後ＪＡに
取り組んでほしい内容についての意向調査を実施した。ふたを開けてみると、営農
関係を抑え、食農教育が 1 位、学校給食が 3 位。この結果には実施側であるＪＡも
驚いた。「自分たちが営む農業を子どもたちや地域の人々に知ってほしい」今まで、
知らなかった組合員の思いが新生ＪＡの事業内容に盛り込まれた。
「よくぞ来てくれました」と訪問相手が自らドアを開けてくれるようになったと
言う福祉事業、現在のＪＡ事業で最も活気があるとされる直売所事業、カルチャー
センターのように農家が市民に野菜づくりを教え、強烈なファンを生み出す体験農
園事業など、ＪＡの周辺において、組合員や地域住民を惹きつける新たな材料は決
して少なくない。10 年先、20 年先を見越し、求心力を有するテーマ導入により組合
員や地域住民の参画を促し、今日的価値観を捉えた新たな共同活動としてのＪＡ事
業をいかに再構築するのかが、現在のＪＡに課せられた最大の課題となっている。

地域にＪＡの存在 感を示す食農教育
ＪＡグループのビジョン実現に向けて４つの取り組み課題を決議した第 24 回ＪＡ
全国大会では、重点取り組み事項のひとつ「安心して暮らせる豊かな地域社会との
実現と地域貢献」の中に「食と農を結ぶＪＡ食農教育の展開」を位置づけ、実践内
容としてＪＡ食農教育プランの策定を盛り込んだ。現在、全ＪＡの７割が食農教育
に取り組んでおり、食農教育は地域にＪＡの存在感をアピールする活動として、な
くてはならないものになりつつある。
ＪＡグループでは、十数年以上前から「学童農園」という名称を持って、ＪＡや
青年部・女性部が子どもたちを対象とした農業体験の受け入れや支援を行ってきた。
そして、それら取り組みはＪＡにおける一部署単独、一部有志によるボランティア
が主であったが、「総合的な学習の時間」の設置や「食育」への関心が高まる今日、
希望学校数や頻度、求められる活動内容の質などにおけるニーズ拡大が著しく、従
来のスタンスだけでは活動の継続・発展が難しくなってきた。
現在、ＪＡグループが進めるＪＡ食農プランの策定は、食農教育をＪＡビジョン
づくりに融合させ、組織的な取り組みとすることで、先の課題を克服し、継続・発
展を促すものである。そして、事業性を導入し社会的定着を図ろうとするリサイク
ル運動のように、食農教育についても、事業と結ぶ仕掛けづくり、ＪＡ活動・事業
に横串を入れ連携を図る戦略づくりが求められている。

「食」を軸に地域を結ぶ新たな農業協同組合の展開へ
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「食を考える」ことで地域の結集を図る〜ＪＡ秋田やまもとの取り組み
ここで「食」を切り口に地域とＪＡの垣根を取り払う共同活動を仕掛け、地域と
ともにＪＡの活性化を図っているＪＡ秋田やまもとの例を紹介したい。
「地域で採れた農産物を地域の学校給食で子どもたちに食べさせたい」ＪＡ職員の
強い思いがＪＡそして地域を動かしたＪＡ秋田やまもとは、このテーマに関心や感
度が高い、教師、栄養士、教育委員会、農業委員会、町議、ＪＡ、女性部など様々
な立場の女性たちをメンバーとする「生活創造運動会議」の発足を仕掛け、地場農
産物や加工品を取り入れた地域の学校給食を実現させた。学校給食と地産地消を結
びつけることで、地域の子どもたちに本物志向の学校給食を提供することができ、
結果として新たなＪＡ事業が生まれたのである。
ＪＡでは「スローフードで行こう」をテーマに、学校給食への米・野菜の提供や
出前アグリスクールを内容とする「子どもを対象に食文化の啓発」、伝統食名人の委
(注)
便利で手軽だけれども地
場の食材を使ったり、伝
統的な要素を備えている
食品。

嘱やファストでスローな総菜注）の研究を内容とする「郷土料理などの伝統食の復興」、
ニューファーマーズへの支援や加工グループの育成を内容とする「安全で良質な食
材や加工品を提供する生産者の支援」の３つを柱とするＪＡ運動ビジョンを作成し
た。同ビジョンは、ＪＡと地域が相互乗り入れを図りながら、地域づくり、ＪＡ運動、
ＪＡ事業が重層的に展開し得るシナリオとしても読むことができる。

地域を結ぶ「食」 を結集軸としたＪＡづくりの可能性
「ＣＭのコピーではないけれど、『食』が真ん中になったら、地域がひとつになり
ました」これは、ＪＡ秋田やまもとのキーマンふれあい課長泉牧子さんの言葉である。
ＪＡ秋田やまもとの
例が示す一つ目の視
点 は、 泉 さ ん の 言 葉
ど お り、 地 域 の 結 集
を 図 る 際 の「 食 」 と
いうテーマの有効性
で あ る。 内 向 的 と 言
わ れ、 外 に 開 く こ と
が活性化に欠かせな
( 写真 )
ＪＡ職員泉さんによる地
元小学校への「食」の出
前授業。

いＪＡにとって、
「農」
を軸に地域に呼びか
ける従来の手法では、
これだけ地域の結集を図ることは難しい。農業関係者、非農業関係者の枠を超える
ことが可能な「食」というテーマだからこそ、地域における幅広い層の関心を集め
ることができたのである。そして、「食」は、その取り組みを深める上で「農」との
つながりが不可欠であり、地産地消を進めるＪＡが強みを発揮し得るまたとないテ
ーマだ。
農業・農村体験に取り組む場合でも、
「食」を入り口にしたプログラムが有効であ
る。単に「米づくり体験」とするのでなく、
「究極のおにぎりづくり」といったプロ
グラムの一環として米づくりを行う方が、参加対象の関心を喚起しやすく、体験を
深めやすい。小中学校による「総合的な学習の時間」などを使った農業体験学習に
おいても、「食」や「環境」など子どもに身近で、関心を持たせやすいテーマから活
動を展開するケースが多い。
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ＪＡ秋田やまもとの例が示す二つ目の視点は、
「食」を軸とすることで、食農教
育と地産地消の一体的推進が図れる点である。子どもを対象とした食文化の啓蒙、
地域における伝統食の復興、安全で良質な食材や加工品を提供する生産者の支援な
ど、「食」を軸にＪＡ運動を進めることは、地域における地産地消事業ニーズを拡大
させ、事業利用が進むことで運動が一層、活気づく。管内に３ヵ所設置されたＪＡ
が関与する直売所で
のＪＡ直売事業、地
場農産物や加工品を
活用した学校給食事
業、この春スタート
したＪＡ版食育型コ
ンビニ「ＪＡ（じゃ）
( 写真 )
ＪＡ秋田やまもとが運営
する農産物直売所「ドラ
ゴン フレッシュ センタ
ー」

ンビニ事業」は、前
述のＪＡ運動と連動
し、相互に育む関係
にある。
以上、本稿ではＪＡ秋田やまもとの取り組みを手がかりに、地域を結び、事業と
活動を結ぶ「食」というテーマを軸とする新たな農業協同組合づくりを提案したい。
消費者における「食」への意識の高まりを受け、「健康」や「環境」がキーワード
となるなど、食品関連企業による商品開発コンセプトが変化しつつある。しかし、
「食」の工業化や流通のグローバル化が進むなかでは、消費者が望むように、食べる
側に必ずしも必要ではない添加物等を減らすことは容易ではない。こうしたときこ
そ、地場産型学校給食や直売所事業など、食と農の距離が近い物流づくりが可能な
ＪＡが、「食」をテーマに共同活動を地域に仕掛け、新たな協同組合づくりを進める
チャンスではないだろうか？

「食」を軸に地域を結ぶ新たな農業協同組合の展開へ
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「大豆」の食農連携①：
新庄大豆畑トラスト
（山形県新庄市）
の事例より
（社）ＪＡ総合研究所 客員研究員

澤 千 恵 （さわ ちえ）（東京大学大学院

博士課程）

大豆の「食」と「農」をつなげようとする取り組みが、各地で行われている。そ
の背景には、転作大豆を地域農業に貢献する部門に位置づけたいという農業者の希
望、安全・安心への消費者ニーズ、より美味しい大豆を製造し加工技術を地域の活
動にも活かしていきたいという加工業者の期待がある。大豆の生産・加工・流通・
消費を「顔の見える関係」でつなぐ試みは、国産大豆生産振興策のひとつの柱であ
ろう。ここでは、山形県新庄市における「新庄大豆畑トラスト」の事例を紹介したい。

「大豆畑トラスト」とは
大豆畑トラストとは、市民が大豆畑のオーナーとなり、国産大豆の生産と消費を
拡大しようとする運動である。大豆畑のオーナー制度とも言えるが、遺伝子組換え
大豆に対する危機感に端を発している点に、大豆特有の社会的背景を持つ。
「大豆畑
トラスト」という呼称は、森や文化財をまもる「ナショナル・トラスト」運動にち
なんでおり、日本の大豆畑を守りたいという市民の想いが込められている。市民団
体の「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン」によって全国に広められ、現在、
約 50 か所で取り組まれている。

事例紹介：山形県 新庄市「新庄大豆畑トラスト」
山形県北部に位置する新庄市は、四方を山に囲まれた盆地であり、
「雪の新庄」を
キャッチコピーにしているほどの豪雪地帯である。人口約 4 万人、世帯数約 1 万
3000 世帯であり、最上地域の中核市であるとともに、最上川の水に恵まれた稲作地
帯で水田農業がさかんである。大豆畑トラストのアイデアは、新庄市の有機農業者と、
主に首都圏の市民で構成される産直グループ「ネットワーク農縁」を中心に考案さ
れた。ネットワーク農縁は、
「遺伝子組み換え大豆への反対」と同時に「国産大豆自
給率の向上」と「都市と農村の交流」も目的としている。
運動がはじめられた 1998 年には、遺伝子組み換え作物の表示制度がなかったため、
「安心して食べられる大豆を作ってほしい」「自分たちがオーナーとなり、大豆畑を
守りたい」という声が市民から寄せられた。
「マメがとれてもとれなくても、消費者
の方々がお金を払って応援してくれる。その思いに応えたいと思ったし、大豆も作
ってみたかった」と、生産者も賛同した。市民は草取りツアーに参加し、10 坪を１
口（4,000 円）として参加し、その畑で収穫された大豆をもらうことができる。
「新庄大豆畑トラスト」では当初、10 坪で収穫された大豆をそのまま会員に配当
していた。しかし大豆そのままでは消費に困るだろうという配慮から、事務局が、
大豆を味噌（地元の味噌組合製造のもの）と交換できるように手配した。その旨を
消費者会員に伝えたところ、交換希望の声が相次いだが、味噌組合では「大豆畑ト
ラスト」以外の大豆も原料としていたため、運動の仕組みや安全性への不満もわいた。
そこで、1999 年度には地元の醸造業者に、
「大豆畑トラスト」の農家が生産した大
豆のみを原料とした味噌・醤油の製造を委託し、会員への配当を可能とした。2003
年度には、生産者が「 ㈲ 新庄・最上有機農業者協会」を設立し、加工委託と流通販
売を事業化した。
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「大豆畑トラスト 」の可能性と課題
以上のように「新庄大豆畑トラスト」では、加工段階も含めた「大豆畑トラスト」
の仕組みが構築された。消費者との直接的な結びつきをきっかけとして、第 6 次産
業的農業の萌芽が生じていることは、
「大豆」の食農連携の可能性を示しているとい
える。
ただし、当初のシンプルな「大豆畑トラスト」の仕組みに加えて、大豆加工品の
産直事業という側面も生じていることには注視すべきである。前節で述べたとおり、
味噌・醤油が、加工委託のロットの関係により、消費者会員への配当量以上に生産
されている。それらは、㈲ 新庄・最上有機農業者協会が、給食センターや保育園に
販売している。「トラスト」・「産直」のバランスをどこに見出していくかが、現在
「新庄大豆畑トラスト」の課題とされている。「大豆畑」・「大豆」に対して、生産者
と消費者がそれぞれどのような価値を見出しているのかについて考えを共有するこ
との重要性が、なおいっそう高まっているのではないか。

「遺伝子組み換え大豆反対」の看板の前で

※本稿の事例に関して
は、 澤 千 恵「 大 豆 畑 ト
ラストの実態と課題̶
山形県新庄市『新庄大豆
畑トラスト』の事例から
̶」、
『農̶英知と進歩̶』
No.283（2005 年）で
詳細な報告がなされてい
る。

草取りツアーに参加する子供たち

「大豆」の食農連携①：新庄大豆畑トラスト（山形県新庄市）の事例より
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国内有機ＪＡＳ生産の課題

（社）ＪＡ総合研究所 協同組合研究部 主任研究員

横 田 茂 永 （よこた しげなが）

１．有機ＪＡＳ食 品の動向
国内の有機農業の現状について言えば、信念や経営上のデメリットから有機ＪＡ
Ｓの認定を取得していない農家も少なくない。2006 年 12 月に議員立法として成立
した有機農業推進法でも、推進対象となる有機農業について、必ずしも有機ＪＡＳ
認定の取得を前提としてはいない。それでも、農水省が公表している有機ＪＡＳ食
品の格付け実績が、目に見える形で有機農業の動向を表している数少ないデータで
あることに変わりはない。
平成 17 年度の有機食品の格付け実績によると、国内・外国を合わせた有機農産物
の格付け総量は 148 万 8350ｔで前年度の 3 倍、有機農産物加工食品の格付け総量は
36 万 5870ｔで前年度の 1.6 倍となっている。全体としては、拡大基調にあるが、国
内での有機農産物格付け量は前年比で 1.6%、有機農産物加工食品は 5.7% の伸びに
とどまっている。農産物の国内総生産量に占める有機農産物の割合も平成 15 年度か
ら平成 17 年度までの 3 年間連続で 0.16％のまま推移している（これは、農産物の国
内総生産量も微増しているためである）。
有機農産物については、国内 3.2%（4 万 8172ｔ）
、外国 96.8%（144 万 178ｔ）と非
常に大きな開きが生じている。これは、外国での有機農産物格付けの 83.1%（119 万
6283ｔ）を占めるさとうきびの生産量が伸びているためである。他の農産物につい
てはさとうきびほど大きな開きはないが、それでも国内の格付け量の方が多い品目
区分は米と緑茶（荒茶）の２区分のみである。
有機農産物加工食品については、平成 13 年度から 16 年度まで国内の格付け量が
外国での格付け量を上回っていたが、本年度において国内 40.9%（14 万 9811ｔ）
、外
国 59.1%（21 万 6059ｔ）と逆転している。これは、外国での野菜飲料の格付けが昨
年度の 203ｔから 15 万 8871 ｔへと 783 倍の急激な増加をしたことに原因がある。野
菜飲料は、外国の有機農産物加工食品に占める割合でも 73.5% と圧倒的に多くなっ
ている（2 番目は砂糖の 8.8%）。
外国で格付けされた有機食品については、外国での消費や日本以外の国に輸出さ
れるケースもある。また、外国で格付けされた有機農産物については多くが外国で有
機農産物加工食品の原料になっているとのことである。そのため、外国で格付けされ
た有機農産物、有機農産物加工食品が必ずしも国内に輸入されているわけではない。
ただし、大豆については、年度をまたいだ調整が行われているにしても輸入に依
存している可能性が大きい。有機大豆加工食品の格付け量合計が 12 万 1866ｔ（国内
の有機農産物加工食品の 81.3%）あるにもかかわらず、国内での有機大豆の格付け
量はわずか 877ｔしかないからである。

２．国内有機ＪＡ Ｓ生産の課題
このように外国も合わせた有機ＪＡＳ食品市場全体は成長しているが、国内での
有機農産物の格付け量は微増にとどまっている。それに対して、有機農産物の生産
行程管理者は、平成 17 年で前年比 21.3%、平成 18 年でも 16.7%（どちらも 9 月時点）
の伸びを示している。生産者の増加に比較して、格付け量が増えていないのである。
これには、栽培技術の確立と販路の開拓という大きな２つの課題が存在しているこ
とが考えられる。
有機栽培の技術の中では、物理的防除や一部の資材の使用も認められているが、
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基本は土づくりや品種・作付の工夫などによって、農地に生態系を築くことにある。
そこでは、作物もある程度食害されるが、天敵が害虫を駆逐し、最終的には人間が食
べるのに問題のない程度の収穫を得ることが期待される。熟練した有機農業者の農地
では、このような作物と害虫、天敵が共生する世界が実現されているのである。
しかし、このような状況になるのにはある程度の年限が必要である。有機農業に転
換してから、3 〜 5 年までは減収し、その後増収に転じ、さらに安定するまでには 10
年以上の期間がかかると言われている。一年生の作物では、播種前 2 年以上生産基準
に即した管理を行えば有機ＪＡＳの表示はできるが、安定的な生産を行うにはそれ以
上の期間がかかるのである。また、安定した状態というのは、必ずしも完全なもので
はない。農地を取り巻く環境の変化によって、ときにはバランスが崩れることもあり、
熟練した有機農業者の農地でも収穫に影響を受けることがある。そのような事態は必
ずしも有機農業だけに限ったことではないわけだが、有機農業もまた例外ではないと
いうことである。危機的な状況で農薬を使用すれば、有機農産物として販売すること
はできなくなる。その農地を認定の対象に戻すためには、改めて 2 年以上の月日が必
要となる。
このような栽培技術を確立するための課題は、結局のところ販路をどのように開拓
するのかという課題にもつながっていくことになる。生産が安定するまでの期間、ま
たその後も続くリスクを受け入れて販売を行ってくれる流通が必要なわけである。現
在は、デパート、スーパーなどの大手の流通業や外食産業でも有機ＪＡＳ食品の取り
扱いが一部見られるようになってきている。しかし、これらの企業が慣行栽培の農産
物の取り扱いと同様の取引を続けるようであれば、やっていけなくなる有機ＪＡＳ認
定取得農家も出てきてしまうだろう。
有機農産物等の流通形態としては、先駆者である産消提携や専門流通業者にも不安
要因がある。産消提携では、既存の消費者の高齢化や夫婦共働き世帯の増加（専業主
婦の減少）による消費者数の減少が深刻であり、そもそも有機ＪＡＳの認定を取得し
ていない農家も多い。有機農産物等の専門流通業者の中には事業を拡大してきている
ところもあるが、特別栽培農産物なども含むやや広めの取り扱いを行っているところ
が多く、必ずしも有機ＪＡＳ食品が主力というわけではない。有機ＪＡＳ食品に焦点
を絞った流通は、量販店への予約相対取引等を行っている自然農法販売協同機構や宅
配等を行っているポラン広場のグループなどごくわずかである。
ただし、ポラン広場の流通の一翼を担うビオ・マーケットは、ここ数年積極的な
展開を試みている。1983 年に創業以降、宅配や業務用卸の事業を展開してきたが、
2004 年には、有機ＪＡＳ食品の販売店舗ビオ・マルシェを兵庫県（甲東園店）、埼玉
県（浦和仲町店）でオープン。2007 年 2 月現在で兵庫県 2 店、埼玉県 2 店、東京都
1 店の計 5 店舗を展開しており、2007 年 3 月には、千葉県の「流山おおたかの森」駅
前のタカシマヤフードメゾン内にも出店した。さらに数店舗を年内に出店する意気込
みである。

３．長期的な取引 関係の必要性
流通での販売量が上がれば、当然生産者も増やす必要が出てくる。もっとも量が揃
わなければ農産物の販売も伸びないことになるので、鶏が先か卵が先かの論理になる
だろう。ビオ・マーケットに限らず産消提携や専門流通業者は生産者との長期的な取
引関係の下に取り組みを行ってきた。そのような取引では、市場価格に左右されない
ある程度一定した価格を決めている場合が多い。今後の有機ＪＡＳ生産の進展には、
新たな生産者の参入が不可欠であるが、その場合にもこのような長期的な取引関係を
築いていくことが必要と考えられる。
また、流通業者が新規の生産者を開拓する際には、労力もかかるし、リスクも生じ
てくる。生産者側をとりまとめて、流通業者と交渉していける組織としてＪＡが期待
されることもあるだろう。
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トレン ド

オーストラリアとの
EPA 交渉の動向について
ＪＡ全中ＷＴＯ・ＥＰＡ対策室

杉 山 隆 之 （すぎやま たかゆき）

日本とオーストラリア（以下、豪州）の両国政府は、平成 18 年 12 月 12 日に日豪
首脳電話会談を行い、日豪 EPA（経済連携協定）交渉の開始に合意した。その後、
本年３月半ばの豪州・ハワード首相の来日にあわせる形で、日豪 EPA の第１回の
交渉が４月 23、24 日に豪州のキャンベラで開催されることが公表された。
EPA とは物品やサービス貿易の自由化を行う FTA（自由貿易協定）を基本に、投
資や人の移動の自由化、協力など、より広い経済関係についての取り決めである。
そして、FTA 自体は、GATT 協定で規定されているように、「実質上すべての貿易
について関税撤廃」することを要件に WTO の例外として認められている通商協定
である。
さて、日豪間の貿易状況を見れば、わが国の豪州からの主要な輸入品目は、エネ
ルギー・鉱物資源や農林水産物であり、一方、豪州への主要な輸出品目は自動車や
産業機械などの機械類となっている。特に、輸入額の 2 割超を占めている農林水産
物の半分以上が米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などをはじめとしたわが国農業の重要
品目であるとの特徴がある。
日豪 EPA の問題は、関税撤廃を原則とする EPA において、万一これら重要品目
の関税が撤廃された場合には、わが国農業・農村が壊滅的な打撃を受けるだけでは
なく、関連産業等に対しても多大な影響が及び、地域経済が崩壊しかねないという
点にある。農林水産省等の試算によると、豪州からの輸入の多い農畜産物主要４品
目（麦、牛肉、乳製品、砂糖）だけに限っても、関税が撤廃された場合、国産の直
接的な生産額の減少だけで約 8000 億円に達すると試算されている。さらに自由民主
党は、農業生産だけではなく、関連産業も含めた地域経済への影響を含めれば、被
害は３兆円にも及ぶとの試算を示している。もちろんこの他にも、農業の果たして
いる多面的機能の崩壊や食料自給率の大幅な低下などの大きな懸念を伴う。
一方で、近年急速な経済発展を遂げている中国の資源外交の活発化などを受けて、
鉱物や資源エネルギーの安定的確保を求める声が日本の経済界を中心に根強く、日
豪 EPA の締結を早期に求める声が強いのも事実である。しかしながら、現在豪州
から輸入しているほとんどの資源に対しては、既に関税撤廃されているうえに、日
豪 EPA で資源の安定供給をどのように担保するのかも明らかになっていない。さ
らにわが国から豪州への輸出の太宗を占めている自動車・自動車部品等については、
既にごく低関税であるうえに、現地生産も行われている等、豪州の関税によって日
本企業が著しく不利益を被っているという実態ではなく、鉱工業品分野においても
日豪 EPA を締結する明確な経済的メリットが見えてこない。
そのようななか、３月 13 日に行われた日豪首脳会談では、安倍総理は「交渉では、
互いのセンシティビティに十分配慮し、特に日本にとっての農業等への重要性を認
3 月 3 日に北海道十勝
で開催された「食料と地
域の将来を考える十勝大
会」の参加者
（写真提供 = 日本農業新聞）

識しながら、相互の利益を実現させていきたいと思う」と述べたのに対し、ハワー
ド首相は「両首脳とも日豪 EPA 交渉は長期的なものになるとの認識を持った。日
本農業のセンシティビティは理解しているが、交渉ではすべての要素を議論する必
要がある」と述べるなど、重要品目の除外等の例外措置も含め、すべてを交渉のな
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かで議論するというこれまでの態度を崩しておらず、交渉の長期戦も視野に入れて
いる。
今後の日豪 EPA 交渉の展開については、当面４月に開催される第１回の交渉が焦
点となるものの、一方で、昨年７月末に中断されていた WTO 交渉が、本年１月 27
日にスイスのダボスで開催された非公式閣僚会合をきっかけとして、農業分野を含
む各交渉分野で本格的な交渉が再開され、閣僚レベルを含めた二国間交渉や少数国
の間での交渉が活発に行われている状況にあることから、同時進行している WTO
交渉の進展状況によっては、日豪両国を含め、各国の交渉の主力が WTO に振り向
けられることになる可能性もある。さらに、日本では７月に参議院議員選挙、豪州
でも 10 月以降に総選挙が予定されているなど、両国ともに重要な政治日程が詰まっ
ていることから、今後、日豪 EPA 交渉がどのように進むかは、現時点では全く不
透明である。
また、日本の EPA 推進を主張している経済財政諮問会議においては、日本農業が
EPA 推進の阻害要因となっているとの批判的な圧力を強めている。現在、同会議
の作業部会において EPA と日本農業の構造改革についての検討が進められており、
今後、作業部会の取りまとめ結果を受け、６月には骨太方針が示される予定であるが、
その内容次第では、交渉の方向性に大きな影響を与える可能性もある。
いずれにしても、われわれ JA グループは、日豪 EPA 交渉が日本農業のみならず、
地域社会や国民生活に大きな影響を与えうる問題であることを発信し、国民に対す
る理解促進運動をさらに強力に推し進めていく必要がある。

3 月 1 日に約 7000 人が参加した畜産・酪農対策・日豪ＥＰＡ対策全国代表者集会
（東京都港区で、写真提供 = 日本農業新聞）
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トレ ンド

ホワイトカラー
エグゼンプションについて
（社）ＪＡ総合研究所 経営研究部 主任研究員

後 藤 信 夫 （ごとう のぶお）

2007 年の労働基準法改正、労働時間制の見直しの検討のなかで、ホワイトカラー
エグゼンプション制度が議論になりました。新聞で、「残業代ゼロ法案」として報道
されたことから、政府は、健康確保の義務付けを強調したり、年収基準（900 万円
以上）、職務内容の明確化、対象者数の概算の明示などをして、誤解を防ぎ、理解を
求めようとしました。しかし、参院選を前にサラリーマンを敵に回せない、あるいは、
企業寄りでは参院選は戦えないとの理由からか、今国会での法案提出は見送られま
した。
ホワイトカラーエグゼンプション制度は、2005 年 6 月に日本経団連が、「現行の
労働時間規制の考え方は、工場内の定型作業従事者等には適合するものの、現在の
ホワイトカラーの就業実態には必ずしも合致しておらず、裁量性が高い業務を行い、
労働時間の長さと成果が一般に比例しない頭脳労働に従事するようなホワイトカラ
ーに対し、一律に工場労働をモデルとした労働時間規制を行うことは適切とはいえ
ない」（「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」
）として、当制度の新設を
提言したことから立法化の動きが始まりました。
ホワイトカラーエグゼンプションは、ホワイトカラーの労働時間規制の適用を免
除するとする制度です。労働時間規制適用免除は、すでに管理監督者等が労基法 41
条によって深夜業を除き実施されていますが、これをホワイトカラー一般に適用範
囲を広げようとするものです。2006 年 6 月に厚生労働省（労働政策審議会労働条件
分科会）が素案を示し、2007 年の通常国会に関連法案を提出し、2008 年度にも立法
化し、施行される予定でした。
しかし、サービス残業の問題、過労死への社会的関心の高まりのなか、「労働時
間が過剰に増えることに対する歯止めが無くなるのではないか」、「短時間で成果を
挙げた労働者に賃金はそのままで、次々仕事を与えるだけとなるのではではないか」
あるいは「サービス残業を合法化しようとするだけではないか」といった批判が出
されていました。
これらの懸念に対して、厚生労働省は「週休二日以上の確保の義務付け」を行う
とともに「適正に運営しない企業に罰則を科す」旨の規制を盛り込み、法改正を目
指していました。厚生労働省は、「成果さえ挙げれば時間に縛られず、早めに帰宅し
て家事を手伝うこともでき、仕事と家庭との調和の改善につながる」と説明してい
ます。
しかし、その対象者として具体的にイメージされているのは、企業における中堅
の幹部候補者で管理監督者の手前に位置する者、企業における研究開発部門のプロ
ジェクトチームのリーダー等で、これらの労働者は、成果を挙げることが求められ、
当然その成果向上のために働き過ぎてしまうことが予測されます。
本来、ホワイトカラーエグゼンプシヨンは成果主義に基づき、労働者間の賃金の
再配分を行い、効率的な賃金体系を達成しようとするもので、総人件費の抑制を目
指したものではないはずですが、使用者は、残業代を不払いとし、実質的な人件費
抑制策を目的としているように思われているようです。

JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号

《トレンド》ホワイトカラーエグゼンプションについて

29

経済同友会は、当制度の創設について、
「将来進むべき方向としては適正な考え方
である」としながらも、「何の仕事をするかという質、量やスケジュール（納期）に
まで裁量のある者は多くはない」こと、
「対象者は、年齢や資格、年収という基準よ
りも、仕事の質や種類によって適・不適が判断されるべきものである」こと等の理
由から、「裁量労働制の一層の活用から進めるべきである」との意見書（「労働契約
法制」及び「労働時間法制」に関する意見書

2006.11.21）を出しており、経営側の

足並みもそろっていないようです。
厚生労働省は、この制度の導入とセットで、残業代の割増率引き上げを実施する
方針で、残業代引き上げ法案が成立するようであれば、参院選後再び当法案の上程
が見込まれます。
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スタートした地域団体商標制度
̶文字商標の登録が可能に

告》

（社）ＪＡ総合研究所 客員研究員

根 岸 久 子 （ねぎし ひさこ）

< 制度の内容・目的 >
経済産業省
（特許庁）
は、平成 18 年４月１日に地域団体商標制度を創設した。目的は、
「地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業
競争力の強化と地域経済の活性化を支援すること」で、
「地域の名称及び商品（役務）
の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組
合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度」である。
現行制度で登録可能な商標は、①全国的な知名度を獲得したことにより、特定の
事業者の商品であることを識別できる場合（夕張メロン、西陣織など）
、②図形等を
組み合わせた場合（小田原蒲鉾、三ケ日みかん等）のみで、それ以外については「地
域名」と「商品名（役務）名」を組み合わせた文字商標の登録は受けられなかった。
そのために努力して新商品を開発しても知名度を獲得するまでは他人による信用へ
の便乗を排除できないし、同一の文字を使用していた場合でも、図形等が異なる場
合や文字だけの使用は排除できないという問題があった。
本制度は、こうした問題をカバーするもので、これにより、① ｢ 地域の名称 + 商
品（役務）の普通名称 ｣（○○りんご、○○そば等）、②「地域の名称 + 商品（役務）
の慣用名称」（○○焼き、○○牛等）、③「地域の名称 + 商品の普通名称・慣用名称
+ 産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字」（本場○○等）か
らなる文字商標が商標として登録できることになった。登録認定されると、登録料（１
件 6 万 6000 円）を支払えば、商標権を得られる。

< 出願状況、施策など >
スタート以来、ほぼ１年が経過するが、現在（２月末）までの出願受付件数は 683
件で ( 表 )、産品別では、農水産一次産品 323（47.3%）、工業製品 176、加工食品
84、菓子 30、麺類 27、温泉 23、酒類 12、その他 8 で、農水産一次産品が約半数を
占める。ちなみに、出願件数の多い自治体は京都で、131 件と約 2 割を占める。こ
れに兵庫（42）、石川（33）、沖縄（30）、岐阜（26）、北海道（24）等が続く。
これらについて順次登録要件の審査が行われているが、平成 19 年３月６日現在
では 168 件が登録認定を受けており、そのうち、農水産一次産品が約３割で、これ
に加工食品を加えると、両者で約４割を占める。登録査定されたものは、「地域名 +
商品名」の組み合わせが多いという。
地域ブランドづくりを
支援する施策も展開され

【表】地域団体商標の出願状況(かっこ内は登録認定数)
19/2/28現在

て い る。 す で に 経 済 産 業
省 で は、 地 域 の 特 性 を 活

農水産一次産品

加工食品

菓子

麺類

かした製品等の価値を高

323(47)

84(20)

30(3)

27(3)

酒類

工業製品・その他

温泉

12(7)

184(76)

23(12)

める中小企業を支援する
「JAPAN ブ ラ ン ド 育 成 支
援事業」を平成 16 年に創
JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号

《シリーズ / 現地報告》スタートした地域団体商標制度̶文字商標の登録が可能に

31

設しているし、平成 18 年度には、小規模事業者の特産品開発や販路開拓を支援する
「小規模事業者新事業全国展開支援事業」を創設している。
これらは、中小企業対策であるが、農水省においても、平成 18 年６月に策定した
「知的財産戦略の対応方向」の中で、「地域ブランドの確立」を打ち出し、そこでは
地域団体商標制度の啓発・普及や、地域ブランド確立への支援を示している。さらに、
同年 11 月に「農山漁村活性化推進本部」がまとめた農山漁村活性化戦略の中では、
「生
産・販売戦略（ブランドの確立による差別化・高付加価値化など）
」をトップに取り
上げている。

＜課題は＞
しかし、本制度を地域ブランド形成や地域経済活性化に結びつけるためには課題
も少なくなく、とりわけ、コンサルタント等の外部頼みではなく、地域団体あるい
は住民主導の取り組みができるか否かが重要になる。「地域ブランド」と言えば、大
分県の一村一品運動が思い出されるが、現在は停滞ないし立ち消えになっているも
のが少なくなく、その要因としては行政主導型で地域サイドの内発性が乏しかった
ことが指摘されているからである。
地域ブランドは、地域の特産品や産業、文化、風土、イメージ等、その地域全体
から生み出されるものであり、地域団体や住民が地域の価値を見出すことが決め手
になる。従って、地域主導型と住民の内発性をどれだけ高められるかが重要になっ
てくると思われる。
次回からは具体的な取り組み事例を紹介したい。

32 《シリーズ / 現地報告》スタートした地域団体商標制度̶文字商標の登録が可能に

JA 総研レポート／ 2007 ／ 4 ／創刊号

読 書
の 窓 『世界に格差をバラ撒いた
グローバリズムを正す』
ジョセフ・E・スティグリッツ著

楡井浩一［訳］

徳間書店（2006 年 11 月 30 日）

（社）ＪＡ総合研究所 協同組合研究部長

吉 田 成 雄 （よしだ しげお）

昨年（2006 年）は、現代経済学に貢献した対照的な２人の経済学者ジョン・ケネス・ガルブレイ
スとミルトン・フリードマンが亡くなった年であった。
ガルブレイスは国の役割を重視したのに対し、シカゴ学派のフリードマンは小さな政府と市場原
理の効用を一貫して主張し続けた。このフリードマンの考え方は 1980 年代以降の経済学の主流とな
っている。日本経済新聞（2006 年 12 月 22 日、朝刊）のインタビューに答え、内閣府経済財政諮問
会議議員の八代尚宏・国際基督教大学教授は、次のように答えている。
---- 国家と市場の役割の重心は振り子のように揺れるのでしょうか。
「今起きているのは、振り子ではなく市場主義を説いたフリードマン氏の思想への収れん現象だと
思う。教育、医療、貧困解決などあらゆる分野で、持続的な経済成長へ向けて市場原理を生かす領
域が広がっている」
だが、果たしてそうだろうか。本書の著者であるスティグリッツは、少し違った見方をしている。
スティグリッツは、2001 年のノーベル経済学賞（情報の非対称性を伴った市場の分析）を受賞した
経済学者である。クリントン政権で米国大統領経済諮問委員会委員長を努め、その後、世界銀行上
級副総裁、主席エコノミストを勤め、そうした経験をもとに本書を含めさまざまな著書を執筆して
いる。
「経済理論の専門家として、市場経済の長所と限界をおよそ四〇年にわたって研究してきた。（略）
私の研究成果は、市場万能説の正当性にたいしてばかりでなく、自由貿易は必ず繁栄をもたらすと
いうグローバル化の通説にも疑問をなげかけるものだ」「伝統主義者たちはつねにアダム・スミスの
見えざる手

を錦の御旗に掲げてきた」
「しかし、今日、市場原理主義にたいする知識層の擁護は

すっかり影をひそめた。 情報の経済学

にかんする研究で、わたしは、 見えざる手

が見えない

理由を明らかにしている。情報が不完全な場合、特に情報の不均衡（略）がある場合、 見えざる手
などというものは初めから存在していない。だから、政府が適切な規制と介入を行わなければ、市
場における経済効率の向上は望めないのだ」
どちらが本当のことを言っているのであろうか。もちろんスティグリッツはグローバル化を否定
しない。
「グローバル化自体に罪がないことを、わたしはここで強調しておきたい。
（略）適切に管
理されたグローバル化は、途上国と先進国の双方に大きな利益をもたらす」
だが、本書は、今日のグローバル化を推進する政治力学がいかに先進国の中でも米国、しかも多
国籍企業に支配されているかを白日の下に曝け出す。
「恩恵に浴すのはひと握りの富裕層だけ。たし
かに GDP の統計値はよくみえるものの、伝統的生活様式や基本的価値観は存亡の危機に立たされ
ている。（略）世界経済へのより緊密な統合は、より大きな変動と不安定と不平等をもたらしてきた」
「これはグローバル化のあるべき姿ではない。金と力をもつ人々のためではなく、最貧諸国をふく
む全世界の人々のために、われわれはグローバル化をうまく機能させることが可能なのだ」
本書の読者は、スティグリッツの人生をかけた取り組みに真剣に向き合うことになる。それでは、
われわれはいかに考え、いかに行動すべきだろうか。
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