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独禁法厳格適用の矛盾
ＪＣ総研
研究所長
す ず

き

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

農業協同組合（以下、農協）に対して

いた規約に対して、農協が系統利用を

独占禁止法（以下、独禁法）の適用除

強制したかのような判断がなされた。し

外をやめるべきとの議論はかなり前から

かも、系統利用率は 50% であるにもか

あったが、近年、農協改革という名目の

かわらず。

農協解体が推進されるなかで一層強化
されつつある。

一例を挙げると、集出荷場にナスの自
動選果ラインを導入するとき、部会員農

最近の農協への独禁法違反摘発には

家が平等に利用料を負担する自主的取

２つの特徴がある。１つは競争政策の

り決めを行い、利用が減った農家から

政治利用である。2013 年と 2014 年の

は当初約束した利用料金のキャンセル

総選挙後の公正取引委員会
（以下、
公取）

料の意味合いで、通常の半額の利用料

の農協への調査は、いずれも農協の共

金を負担してもらうなどの約束があった

同販売（以下、共販）行為自体に対する

ようだ。

独禁法適用ではなかったが、極めて分

こうした活動を独禁法違反とすること

かりやすいタイミングでの「あら探し」的

は、農協共販を独禁法の適用除外とし

な摘発が「見せしめ」
「脅し」と思われて

ている 22 条の根幹を揺るがす重大な事

も仕方ない。本来、政治から独立した

態である。公取は「農業協同組合の活

行政機関であるはずの公取の尊厳が問

動に関する独占禁止法上の指針」
（2017

われる。

年６月 16 日改定）で、適用除外制度の

２つ目は、独禁法の適用除外をやめ

趣旨を「単独では大企業に伍して競争す

させるのではなく、独禁法の解釈を実質

ることが困難な農業者が、相互扶助を

的に強化して農協を取り締まり、実質的

目的とした協同組合を組織して、市場に

に適用除外をなし崩しにする摘発が始

おいて有効な競争単位として競争するこ

まっていることである。
「農業生産資材

とは、独禁法が目的とする公正かつ自由

および農産物の販売に関し、公正かつ

な競争秩序の維持促進に積極的な貢献

自由な競争を確保するため、農業分野

をするものである。したがって、このよ

における独禁法の取締りの強化を図る」

うな組合が行う行為には、形式的外観

（「規制改革に関する第４次答申」2016

的には競争を制限するおそれがあるよう

年５月 19 日）方針と呼応しているが、決

な場合であっても、特に独禁法の目的

定的な問題は、それが「共販を認めつ

に反することが少ないと考えられること

つフリーライダーを推奨して共販を壊す」

から、独禁法の適用を除外する」と説明

という論理矛盾だということである。

している。

2017 年３月 29 日、あるＪＡのナスの

厳格適用の流れの根本的問題は、共

販売について、組合員に対して系統以外

販が有効に機能するには、共販に結集

に出荷することを制限する条件を付けて

するための誘因となる自主的なルール

販売を受託していたという拘束条件付取

（ある程度の縛り）は不可欠なのに、そ

引に該当するとして公取が排除措置命令

れを否定するのは、共販を認めつつ、
「た

を出した。ナスの部会はもともと農家の

だ乗り」を推奨して、結果的に共販を壊

自主的な組織で、共同出荷施設を維持

すことになるという矛盾である。

し、共販を促進するために、自ら作って
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巻 頭 論 説

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 代に着目して〜

50

１．はじめに〜本稿における分析のねらい
（１）ＪＡ女性組織部員の年齢構成の現状と課題
ＪＡ女性 組 織は、1948 年に農 村 女性のくらしの
改善を主な目的として発足した。以来、1960 年代〜
1970 年代の高度成長期には公害問題や環境問題に、
1980 年代〜 1990 年代の農産物自由化に際しては、輸
入農産物の安全性など、農村が直面するあらゆる問題
や課題から生活を守るための運動に積極的に取り組ん
できた。さらに現在のファーマーズマーケット（農産物
直売所）につながる「農産物自給向上運動」や、ＪＡ
の福祉事業の基盤となっている「助け合い活動」など、
自分たちのくらしの改善から、社会全体のニーズを捉
えた社会貢献へと、活動の幅を広げており、ＪＡ女性
組織活動が、地域活性化の一翼を担っている側面もあ
る。
しかし一方で、ＪＡ女性組織はメンバーの減少に見
舞われている。ＪＡ女性組織への加入者数は、最盛
期の 1958 年には 344 万 813 人を数えたが、その後は
減少の一途をたどった。特に 80 年代末以降は減少が
一段と加速して、2014 年度には 61 万 7000 人、直近
の数字では 60 万人を割り込んでいる。60 年間でメン
バー数は６分の１余りに減少したことになる（図１）。
さらに、メンバーの高齢化も深刻である。50 代以下
の割合が減少する一方で 60 代以上の割合は年々増加
し、2014 年度には全体の約７割が 60 代以上、70 代

さ か も と

坂本 誠

以上だけでも３割を占める。年度ごとの構成比を観察
すると、高齢化の要因は新規加入の減少によるものと
推定される。すなわち、若壮年層の新規加入が少な
いため、従来のメンバーの加齢により高齢層の構成比

公益財団法人

地方自治総合研究所

まこと

客員研究員

が増加しているということである（表１）
。
50 代の減少傾向である。50 代の構成比は 2001 年度

特に懸念されるのは、後継世代として期待される
調査までは３割以上を保っていったが、以降は減少し
続けており、2014 年度には２割を下回っている。
50 代の減少は、リーダー層と目される 60 代メンバー
の減少に直結する。2011 年度〜 2014 年度にかけて
60 代の構成比は微増にとどまっている。この先供給

2
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組織メンバーに質問票形式のアンケートを実施し、メ
ンバーの女性組織活動への関与状況や組織活動に対
する評価や問題意識、あるいはメンバーの日々の生活
実態やそれに伴う生活実感などを調査した。
調査の実施内容
①標題：ＪＡ女性組織メンバーの意識と行動に
源たる 50 代が減少の一途をたどるなかで、60 代での
新規加入が多少見込まれるにしても、60 代の減少は
避けられないだろう。
これまでは、女性組織メンバーの減少や高齢化が
進行しているとはいえ、リーダー層と目される 60 代以
上は一定数確保できた。しかし、これからの女性組
織は、リーダー層と目される 60 代の減少に直面するこ
とになる。女性組織活動は、この新たな局面への対
応に迫られている。

関するアンケート調査
②調査対象：３ＪＡの女性組織メンバー
合計 4100 人
・宮城県・ＪＡあさひな（1200 人）
・神奈川県・ＪＡあつぎ（1400 人）
・滋賀県・ＪＡ東びわこ（1500 人）
③調査方法：各ＪＡの担当者を通じ、直接配布、
または郵送
④調査期間：配布開始・2016 年 4 月 25 日〜最
終締め切り・2016 年 7 月 31 日

（２）調査の内容と本稿における分析方針
①女性組織メンバーに対するアンケート調査の実施
筆者の所属する「農村女性活動の実態把握と今後
の方向性にかかる調査研究会」
（ＪＣ総研内に設置：

⑤回収方法：ＪＡを介さない、郵送回収法（回答
者が直接投函）
⑥回答状況：有効回答数 1365 人／
回答率 33.29％

座長・石田正昭 龍谷大学教授）では、３ＪＡの女性
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②本稿における分析のねらい
分析に際して筆者が特に着目したのは 50 代メンバー
の意識と行動である。
前述のとおり、ＪＡ女性組織は、これまで組織活動
を主として支えてきた 60 代メンバーの減少に直面する。
近い将来のリーダー層として期待される 50 代メンバー
は近年減少傾向にあり、一人ひとりの肩には、より大
きな負担と期待がのしかかることになる。
そうした彼女たち直近後継世代は女性組織活動に
対してどう向き合い、そして向き合おうとしているのか。
彼女たちの意識や行動が、女性組織活動の行く末を
左右するといっても言い過ぎではないだろう。
また、彼女たちは組織活動のためだけに生きている
わけではない。そもそも彼女たちはどのような暮らしを
し、その生活実態をどう受け止めているのか。彼女た
ちの生活実態やそれに伴う意識が女性組織活動への
関わりに影響を及ぼすことは想像に難くない。
本稿では、前述のアンケート調査の分析を通じて彼
女たちの実像への接近を図った上で、その分析結果を
踏まえて女性組織の後継世代の育成のためのアプロー
チを検討したい。

２．調査結果
（１）回答者の年齢構成
分析に先立って、回答者の年齢構成を把握しておく。
図２のとおり、 有効回答数1365人のうち60代以上が

担い手として位置付けられていることが分かる。

８割以上を占め、50代は１割強（180人）に過ぎない。

②兼業収入の担い手としての50代女性（図４）

全国調査（表１）と比較して、 若干の数字の上下はあ
るものの、傾向としてはおおむね一致しているといえる。

50代の２割以上が常勤職であり（正社員＋常勤的臨
時）
、パートも含めれば４割近くが勤めに出ている。さ
らに自営や内職も含めれば約６割が就業している。50

（２）50代メンバーの生活実態
まず、回答結果を通じて、50代メンバーの生活実態
やそれに伴う悩みに接近してみたい。
①農業の担い手としての50代女性（図３）

4

代女性が、家計における兼業収入の担い手として位置
付けられていることが分かる。
③家庭生活や家族福祉の担い手としての50代女性
図５のとおり、50代の約４分の１が家族の介護や看

主体的・補助的の両者を足し合わせれば、 全世代

病をしており、全世代を通じて飛び抜けて高い。50代

を通じて農業従事率が最も高いのは50代で、 全体の

といえば、ちょうど親世代が70〜80代以上に差し掛か

７割超が従事している。家庭における農作業の主たる

るころであり、 家族福祉の担い手としての負担が最も
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立せず、かつ親世代が介護を要する年齢を迎える。50
代がちょうど板挟みの世代となっている。
表２を見ると、 介護や子どものことに限らず、 家計
や家の農業の将来、自分や家族の老後のことまで、他
の世代と比較しても50代女性は幅広い心配ごとを抱え
ていることが読み取れる。
（３）50代メンバ ーのJA女性組織活動への関与と
それに伴う意識
次に、50代の女性組織活動への関わりと意識につい
て観察してみたい。
①活動分野ごとの参加状況
一口にＪＡ女性組織活動といっても、その活動分野
は、 料理・手芸教室や旅行、 勉強会など各種研修、
助け合い活動、 共同購入など多岐にわたる。 活動分
野別にメンバーの参加状況を尋ね、世代ごとに整理し
た結果が表３である。

高まる世代でもある。
親世代の介護に加えて子どもに関する心配ごとも重な
る。日常生活での心配ごとを尋ねると（表２）、介護よ
りも回答率が高かったのは、 子どもの結婚に関するこ
とだった。 晩婚化が進むなかで子どもは思うように自
50代に着目すると、前後の世代に比べて勉強会・研
修会や助け合い活動への参加率が高いのが特徴的で
ある。逆に料理教室への参加率は最も低い。
②女性組織活動に対する評価（有意義と感じる点）
こうした50代メンバ ーの参加状況は、 女性組織活
動への評価ともリンクしている。
女性組織活動の意義をどう評価するか選択肢式で
尋ねたところ（表４）
、 最も回答が集まったのは「仲間
づくり」であり、 前後の世代に比べても高い選択率を
示しているが、 同じく前後の世代に比べて多く回答が
集まったのは「地域づくりへの貢献」であった。
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このことから、50代メンバーは、
「仲間づくり」だけ
でなく、
「地域貢献」にも積極的な意義を見出そうとし
ている点が特徴的といえる。
また、 この設問は複数選択を可（当てはまるものす
べてに○）としたが、50代は選択率（「○」を付けた率）
が比較的高い傾向にある。 特に40代以下と比べると
顕著である。このことから50代メンバーは女性組織活
動の意義を積極的に捉える傾向にあるといえる。
③女性組織活動に対する不満
一方、50代メンバーは女性組織活動のどのような点
に不満を感じているのだろうか。
調査結果を世代別に比較すると（表５）、 前後の世
代に比べて特徴的に回答を集めた選択肢は、
「ＪＡ事
業を押し付けられる」
「組織でしばられて参加を強要さ
れる」
「役員を押し付けられる」だった。 このように、
50代メンバ ーは、 組織活動における「押し付けられ

の評価・検証の徹底」など、自由度・公平性・計画性

感」
「強要」
「束縛」に強い不満を示していることが分

に関わる選択肢に回答が集まった。 また、
「地域の人

かる。

に喜んでもらえる活動を行う」など、地域貢献を重視す

④女性組織の将来に対する問題意識

る傾向も見られた。

アンケートでは、メンバーの組織運営に対する問題

このように、50代メンバーは、女性組織活動の社会

意識を問うべく、 組織運営面で改善すべきと思う点を

的役割を重視し、 公平自由かつ計画的な運営を求め

選択肢式で尋ねた（表６）。

る傾向にあるといえる。

その結果、50代メンバ ーは前後の世代と比較して

6

⑤役員引き受けについての意向

「自由に発言できる雰囲気づくり」
「新しいメンバーも参

50代というと、本部・支部の役員などのお鉢が回っ

加しやすい雰囲気づくり」
「積極的な役割分担」
「活動

てくる上、次第に直近後継世代として組織リーダーとし

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44 【巻頭論説】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

ての役割も求められてくる世代である。
その点に関して彼女たちがどう受け止めているのか、

上位世代からの縦のラインによる押し付けやお仕着せ
を嫌う傾向が指摘される。

役員引き受けへの意向について尋ねた結果（図６）を
見ると、50代は前後の世代に比べても役員の引き受け
について前向きに受け止めていることが分かる。
「順番
だから役員を引き受けるのは仕方ない」という消極的

３．考察〜ＪＡ女性組織の
後継世代育成のためのアプローチ

受容も多いが、 それらを含めて６割が役員の引き受け
に肯定的である。
「（役員を）やりたくない」
「役員をや

以上の分析結果を踏まえて、 本稿ではＪＡ女性組織

るなら脱退したい」との回答は他の世代と比較して最

活動の後継世代育成のための３つのアプローチ（の方

も少ない。

向性）を提案したい。
（１）ライフステージに応じた受け皿づくり
第1に、農村女性のライフステージに応じたＪＡ女性
組織活動の受け皿づくりである。
例えば先に観察したように、50代女性は女性組織
活動に対して積極的に参加・参画したいとの意向を持
つ一方で、各々の家庭生活では最も負荷を受けている
世代である。 彼女たちはそのジレンマに苦しみながら、
ギリギリのところで家庭生活と組織活動の両立を図っ
ているのが現状ではないか。
家業のことや親の介護のこと、 あるいは子どもの結
婚に関する心配など、 家庭内で多くの負担を抱えつつ
も女性組織活動の社会的役割も含めてその意義を重
視する彼女たちは、限られた時間をやりくりしながらな

（４）小括

んとか活動への参画に努めようとしている。 責任感あ

以上の結果を振り返ってみよう。

ふれる彼女たちは、 役員の引き受けにも前向きである。

まず生活実態の把握を通じて、50代女性は家計・

しかし、 その彼女たちに、 これ以上の参加や役割を

家業（家の農業）の担い手として、さらに子育てや介護

要求すれば、いよいよ限界点を超え、彼女たちの離脱

など家庭生活・家族福祉の担い手として、最も役割と

を招くおそれがある。

責任の集まる世代であることが分かった。 こうして重

女性組織活動を推進する側としては次期リーダー層

責がのしかかるとともに、 日常生活での心配や不安も

を担う50代女性にはどうしても多くの期待を寄せてし

幅広く抱えている。 そもそも「家庭のことで精いっぱ

まいがちだが、一歩立ち止まって、彼女たちの生活実

い」というのが50代女性の実態だろう。

態や抱える悩みに寄り添い、彼女たちが60代になった

その一方で、50代女性は組織活動について概して

ときに本格的に関与できるようにも配慮しながら、 無

意欲的であり、組織活動への参加に際して明確な目的

理のない範囲で組織活動に関われるような環境やスタ

意識を持ち、 特に社会性を追求する姿勢が見られる。

イルを提供するよう努めるべきではないだろうか。

役員を引き受けることにも前向きである。 ただし、50

一般化すれば、50代に限らず、30代、40代……そ

代は、 組織運営に自由度や公平性を求め、
「押し付け

して60代、70代と、 それぞれの世代で家庭や社会に

られ感」
「強要」には忌避感を持っている。すなわち、

おける役割、 身体的能力、 あるいは女性組織活動に

【巻頭論説】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
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おける役割への期待は異なる。 女性組織活動の推進

しかし問題はその次の世代である。40代のメンバー

に際しては、それぞれのライフステージに応じた参加・

は人数そのものが決定的に少ない。表１の全中調査を

参画が可能となるよう、 柔軟な姿勢で受け皿づくりを

振り返っても、40代メンバーはメンバー全体の１割にも

図っていくことが必要ではないだろうか。

満たないのが現状である。こうした実態を踏まえてＪＡ
女性組織活動の将来の担い手を構想するときに、これ

（２）「組織

継承 」の発想からの脱却→「継承 」

から「新陳代謝」へ

までとは違った発想が必要ではないだろうか。
そこで可能性の１つとして提起するのが、 一世代を

第２に、 単純な女性組織 継承

の発想からの脱

飛び越えた孫世代（20〜30代）への継承である。
農山村地域の人口対策（移住定住対策）に関連して

脚である。
今回の調査を通じて、 直近後継世代に当たる50代

「孫ターン」という発想が提起されている。小田切徳美

は、 女性組織活動における強い責任感を持つ一方で、

氏によれば、農山村住民の子ども世代を飛ばして孫世

自立心が強く、世代間──すなわち上下関係に規定さ

代のUターンが増えているとのことであり、氏はこれを

れたしがらみを嫌う傾向が明らかとなった。 女性組織
活動の社会的役割への評価など、60代以上との間に

「孫ターン」と名付けて紹介している注２）。
実は、かつてより文化人類学においては、親＝子世
代関係に比べて祖父母＝孫世代関係の方が豊かなコ

意識面で若干のギャップも垣間見られた。
そんな彼女たちに現在の運営方法や活動内容を含

ミュニケーションを育みやすいという議論がある。親=

を求めるのは、 彼女たちにとっても、 女

子世代は既存の社会的関係（しがらみ）の影響が強過

性組織活動の将来を考えても、適切な対応といえるだ

ぎて、かえって豊かな人間関係の構築が難しい。一方

ろうか。むしろ、彼女たちが組織活動を率いる段階に

で祖父母＝孫世代は、 既存の社会的関係とは離れて

なれば、 彼女たちの考え方に基づいて独自の運営方

Free、FlatあるいはFrankな関係（ Joking Relation-

法や活動内容を編み出すことを許容する̶̶もっとい

ship ）が築ける可能性があるというものである注３） 。

めて 継承

えば促す方が望ましいのではないだろうか。すなわち、

こうした「孫ターン」の発想並びにその裏付けとなる

する」という発想にこだわる

Joking Relationship という考え方に倣えば、一世代

のではなく、次世代は次世代で新たな組織を作る 新

飛び越して、孫世代（20〜30代）に直接アプローチす

「組織を次世代に 継承

注１）

陳代謝 の発想を持つということである

。

ることも考えられないだろうか。一見すると突飛な発想
かもしれないが、 組織継承の１つの可能性として念頭

（３）隔世継承の可能性

に置いてみてほしい。

第３に提起したいのは、リーダー層（60代以上）か
らその子世代（40 〜 50代）への段階的な継承だけで
なく、 リーダー層（60代以上）からその孫世代（20〜

（４）支え手・つなぎ手として生活指導員の役割
以上、ＪＡ女性組織活動の継承に際して３つのアプ

30代）への隔世継承の可能性を考慮することである。
本稿では50代メンバーに着目して、 彼女たちへのＪ
Ａ女性組織活動の 継承

の可能性やそのあり方を検

討してきた。50代は女性組織活動の意義を認識し、
活動への参画にも積極的である。家庭生活と両立でき
る環境や、 彼女たちの意向を組織活動に反映できる
受け皿を整備すれば、 女性組織活動の 継承

8

はま

注1）ＪＡ女性組織活動そのものではないが、女性加工グループに
おける組織 継承 の一例として、農産加工活動を「のれん分け」方
式で次世代に継承しているケースが『家の光』にて紹介されている
ので、 参考にされたい。（「『のれん分け』で発展する加工所̶明神
農産加組合」
『家の光（東日本版）』＜2015年４月号＞家の光協会）
注2）小田切徳美「（コ ラ ム ）孫タ ー ン 」『町村週報 』第2908号
（2015年２月９日）全国町村会
注3）A. R. Radcliffe-Brown On Joking Relationships ,Africa:

だなんとかなりそうである ̶̶というのが筆者の所見

Journal of the International African Institute, Vol. 13, No. 3

である。

(Jul., 1940), pp. 195-210
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ローチ（の可能性）を提起したが、いずれのアプロー
チについてもその根本となるのは、 多様性を重視した
柔軟な姿勢である。
本稿において観察したように、 世代間で比較しても
農村女性を取り巻く環境や女性組織活動に対する意
識や行動には違いがある。 メンバ ー一人ひとりを見て
も、その属性も女性組織活動への向き合い方も人それ
ぞれであり、多様を極めるだろう。これからのＪＡ女性
組織活動の育成には、そうした多様性の認識とそれに
基づく対応が不可欠である。
一方で、ただ多様性を尊重するばかりでは、グルー
プ活動とは逆の方向に向かいかねず、協同組合運動の
理念からも遠ざかりかねないこともまた事実である。
その意味で、筆者は生活指導員の果たしてきた役割
の再評価が必要だと考える。 農村女性それぞれの悩
みや思いに寄り添い、それぞれの多様性を認めながら、
それらをゆるやかにつないでいくこと̶̶この簡単なよ
うで極めて難しい仕事を協同組合運動の支え手として
積み重ねてきたのが生活指導員であり、その努力の上
に現在のＪＡ女性組織活動があるのではないだろうか。
各々の世代や個々人の多様性を前提としながら、 互
いを知り、 相違を認め合える豊かな人間関係をどう育
めるかが、 ＪＡ女性組織活動、 ひいては協同組合運
動の将来を左右するといっても過言ではない。生活指
導員の役割を再び重視するとともに、 生活指導員自身
の奮起にも期待したい。

【巻頭論説】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
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食品ロスの現状と
フードバンクの取り組みの可能性
〜第５次環境基本計画の検討状況を踏まえて〜
ＪＣ総研 特別顧問

１

ひろゆき

２

持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
．
（ＳＤＧｓ）

．第５次環境基本計画

（１）環境基本計画は、環境基本法第 15 条に基づき

（１）国連が 2001 年に設定した ｢ミレニアム開発目標

政府全体の環境保全に関する総合的かつ長期的な施

（ ＭＤＧｓ）
｣ は、発展途上国向けの開発目標として

策の大綱を定める計画で、1994 年に第１次環境基本

2015 年を期限とする８つの目標を設定したが、極度の

計画が策定された。第５次環境基本計画については、

貧困・飢餓の撲滅やＨＩＶ・マラリア対策などで成果

中央環境審議会総合政策部会で 2018 年３月の環境大

を挙げたものの、初等教育、母子保健、衛生などの

臣への答申を目指し、次の４つの基本的な考え方を踏

達成が困難となっていた。またその後における環境問

まえて審議中である。これまで８月に中間取りまとめを

題や気候変動の深刻化、国内や国際間の格差拡大、

行い、パブリックコメントの募集や各団体・地方自治

民間企業・ＮＧＯの役割拡大を踏まえて、先進国を含

体との意見交換を行っているところである。

むすべての国が取り組む世界共通の目標が必要である

①国際・国内情勢などに的確に対応したビジョンづく

として、｢持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（Ｓ

り：普遍的な理念は維持した上で、国際情勢の変

ＤＧｓ）
｣ が、2015 年９月の安倍首相も出席した国連サ

化を捉え、それを踏まえた国内対策の発展を促すビ

ミットで全加盟国の賛同によって採択された。
きょうじん

（２）ＳＤＧｓは、持続可能で強靭な、そして「誰一人

ジョンを提示する。

10

きのした

木下 寛之

② ｢持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（ＳＤ

取り残さない」
、環境・経済・社会の総合的な成長を目

Ｇｓ）｣ の考え方の反映：複数の目標の統合的な解

指しており、その実現のために 17 の目標（Goal）
・169

決を目指すＳＤＧｓの理念に即して環境基本計画を

のターゲット（Target）を掲げるとともに、各国の実施

見直し、計画に基づく施策の幅を広げることにより、

状況をＳＤＧｓ指標によって毎年レビューすることとし

現実の問題解決に向けてＳＤＧｓをどのように活用

ている。日本政府においても、2016 年５月 20 日にＳ

するかを提示する。

ＤＧｓ実施指針を策定するために ｢持続可能な開発目

③環境・経済・社会の統合的向上などに向けた取り

標（ＳＤＧｓ）推進本部｣ を立ち上げ、12 月 22 日に実

組みの具体化：環境政策を推進力として社会と経

施指針を決定している。また中央環境審議会総合政

済の課題の ｢同時解決｣ を目指して、技術だけでな

策部会では、環境政策とＳＤＧｓの関わりについて次

く社会・経済システムのイノベーションを達成する。

のような議論が行われている。これらは、いずれも食

また 2014 年の中央環境審議会意見具申を踏まえ、

品ロスの削減を推進していく際にも考慮すべき考え方

地方に着目してマルチベネフィットの絵姿を積極的

である。

に提示する。

①ＳＤＧｓの 17 の目標・169 のターゲットは、例えば目

④個別分野の行政計画を踏まえた重点分野の設定：分

標１～７のように相互に関連しており、環境がすべて

野横断的な課題への対応を重点的に取りまとめる。

の根底にあり、その基盤上に持続可能な経済活動
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や社会活動が依存している。

品ロス）
について、
2016 年４月のＧ７新潟農相会合では、

②ＳＤＧｓの 17 の目標・169 のターゲットは、例えば目

環境・経済・社会において非常に重要な世界的問題で

標２、目標９と目標 15 のように一見すると両立させ

あると強調し、Ｇ 20 が国連食糧農業機関（ＦＡＯ）と

ることが困難であり、トレードオフの関係にあるもの

国際食糧政策研究所に設立を要請した ｢食料の損失・

もあるが、Win-Win の発想で ｢どちらも｣ 追求する

廃棄の測定及び削減に関する技術的なプラットフォー

ことが重要である。

ム｣ の立ち上げを歓迎する宣言を取りまとめた。また

③ＳＤＧｓは、行政機関、地域、企業、大学、ＮＧＯ、

｢経済財政運営と改革の基本方針 2017｣ や ｢未来投資

市民などのあらゆるステークホルダーが参画する

戦略｣ においても、消費者庁、農林水産省などの関係

｢全員参加型｣ であり、現状をベースとして実現可能

５省庁が、食品ロスの削減に向けた国民運動 ｢NO‐

性を踏まえた積み上げを行うではなく、あるべき将

FOODLOSS プロジェクト｣ を展開することとしている。

来像から逆算して現状からの計画を策定するという

（２）ＦＡＯによると、活動的で健康な生活を送るため

｢バックキャスティング｣ に基づいていること、社会の

の十分な食料を得ることができない人々の割合を示す

隅々まで手を差し伸べる ｢誰一人取り残さない｣ とい

栄養不足人口の割合は、ＭＤＧｓ期間中の 1990 年か

う考えに基づいていることという特徴も持っている。

ら 2015 年にかけて 23.3％から 12.9％に低下したが、

④ＳＤＧｓの実現は、地域の課題解決にも直結するも

世界の飢餓人口が今なお 7 億 9500 万人に上っており、

のである。

特にサハラ以南地域では、2015 年時点で成人の過半
数が中度または深刻な食料不安を抱えている。このよ

３

. 食品ロスの現状と対策

（１）ＳＤＧｓを受けて、食品の損失・廃棄（以下、食

うな食料不安を解消し、併せて今後の人口増や所得向
上に伴う農畜産物消費の大幅な増大に対処するために
は、生産の大幅な拡大とともに、食品ロスに取り組む

【農業問題と地域社会】
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ことが重要であると指摘されている。

１つとすべきである。

｢セーブ・フード・イニシアチブ｣ を提唱しているＦＡ

わが国では、これまでも 2000 年に ｢食品循環資源

Ｏの 2011 年報告書 ｢世界の食料ロスと食料廃棄：そ

の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル

の規模、原因および防止策｣ によると、食料の生産か

法）｣ を制定し、発生抑制や減量化、飼料や肥料への

ら貯蔵、流通、加工、消費に至るフードサプライチェー

利用、熱回収などを促進してきた。2019 年度までの

ン全体を通して発生する食品ロスの規模は、世界の生

再生利用率目標について、食品製造業では 95％に引

産量の３分の１に当たる約 13 億 t と推計している。さ

き上げるなど効果を上げているが、食品流通の川下に

らにＦＡＯは、2013 年にこれらの食品ロスが気候、水

至るほど分別が難しいこともあって、食品小売業では

資源、農地、生物多様性に及ぼす影響に関する報告

55％、外食 50％にとどまっている。また食品ロス 339

書 ｢食品廃棄物 フットプリント：天然資源への影響｣
も取りまとめている。
食品ロスは、表と図のとおり、先進国、開発途上国
を問わず、作物ごとに差異が見られるが、開発途上国
では主にフードサプライチェーンの初期・中間の段階で
多く、一方で先進国では消費段階で多くなっている。
１人当たりの食品ロスの推計値を見ると、ヨーロッパや
北アメリカ・オセアニア 280 〜 300㎏、サハラ以南や南
・東南アジア 120 〜 170㎏となっている。また消費段
階における食品ロスの推計値は、ヨーロッパや北アメリ
カ 95 〜 115㎏、アジア先進工業地域 75㎏、サハラ以
南や南・東南アジア 6 〜 11㎏程度となっている。
（３）農水省は、2008 年度以降の食品ロスの推計値
を発表しているが、2014 年度推計値は、621 万ｔ——
家庭系 282 万ｔ・事業系 339万ｔ——程度となっている。
（４）この推計値は、世界全
体の食料援助の２倍に相当す
る水準で、国民１人１日当たり
食品ロス量は約 134 ｇとなって
いる。わが国は、2016 年度の
カロリーベースの食料自給率が
38％と先進国のなかで最低水
準となっており、食料の約６割
を海外に依存している。言う
までもなく、食料は、労働力、
土地、水、エネルギー、肥飼
料などの多くの資源を投入して
生産されており、食品ロスの削
減と有効利用は、ＳＤＧｓを待
つまでもなく主要な政策課題の
12
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万ｔのうち、食品製造業 42％、外食産業 35％、食品

１年以上のものを今後２年間以内に年月表示に切り替

小売業 18％、食品卸売業５％となっているが、食品ロ

えることとし、2018 年４月を目途に３品目を変更する予

ス削減のためには納品期限・賞味期限などの商習慣の

定である。

抜本的な見直しが重要な課題となっている。

また食品小売店が設定する食品メーカーからの納品

なお、ＪＣ総研が実施した農協直売所に出荷してい

期限および販売期限は、消費者の鮮度選好を背景に

る生産者への聞き取り調査によると、16％が売れ残り

して製造日から賞味期限までの期間を３等分して設定

となっている。スーパーマーケットが市場から仕入れる

される場合が多く（いわゆる３分の１ルール）、食品ロ

数量や品目を消費動向に合わせて設定しているのに対

スの一因と見られている。例えば賞味期限が６カ月とす

して、農産物直売所の場合は、どんなものがどれだけ

ると、納品期限が２カ月、さらに販売期限が４カ月とな

出荷されてくるかは当日にならないと把握しにくいとい

り、残りの２カ月は値引き・廃棄の対象となってしまっ

うのが実情である。こうした農産物直売所の運営実態

ている。農水省によると、このような３分の１ルールを

を考慮すると、16％という売れ残り率は少ないと読み取

２分の１ルールに改定することによって、食品関連事業

ることもできる。大量に出荷された場合に実施される

者から発生する食品廃棄量（可食部）339 万ｔの 1.0 ～

試食やレシピの提供、蓄積された過去の販売実績など

1.4％を削減することができると試算されている。

による売り上げ予測などが効果を発揮しているのでは

以上の他、賞味期限間近の食品を値引きして販売す

ないかと考えられる。これは、2011 年ＦＡＯ報告書で、

る食品小売業や通販サイトも出てきている。このなか

農産物直売所について、｢スーパーマーケットが定めた

には購入代金の一部を購入者が指定する支援先団体

重さ、サイズ及び外見についての厳しい品質基準を通

に寄付するような取り組みも立ち上がっている。

さずに、農産物を消費者により近いところで販売するこ

（６）ＳＤＧｓ 12.3 を達成するには、大半を占める消

とで【フードサプライチェーンから】除外される生産物

費段階における食品ロスの効果的な削減が重要なカギ

の量が減るだろう｣ と評価していることと符合する。

になる。政府は、｢食べ物に、もったいないを、もう

（５）食品の消費期限が、｢定められた方法で保存し

一度～ NO-FOODLOSS PROJECT ～｣ 運動を推進し

た場合において、腐敗、変敗その他の品質劣化に伴い

ているが、消費者一人ひとりのライフスタイルを見直す

安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限｣

機会になるよう、今後とも粘り強く取り組んでいく必要

であるのに対し、賞味期限は、｢定められた方法で保

があるのではないか。このような意識啓発活動は諸外

存した場合において、美味しく食べられる期限｣ を示

国でも広く行われており、例えば、デンマークの ｢ Stop

し、経過しても食べられなくなるわけではないが、賞

Wasting Food 運動｣ やイギリスの ｢ Love Food Hate

味期限を１日過ぎただけで廃棄処分にされるような慣

Waste 運動｣ は、食品ロスを回避するため各世帯がそ

習も根強く残っている。賞味期限が３カ月を超える食

の日に必要な量に合わせて買い物をするようさまざまな

品については、｢年月｣ 表示も可能で、これまでも賞味

アイデアを提供している。

期限の長い清涼飲料や菓子を中心に表示を ｢日｣ か

また外食や食品小売店と協力して食品ロスに取り組

ら ｢月｣ 単位に変更されてきている（ ｢日｣ から ｢月｣ 単

む自治体が増加してきており、2016 年 10 月に全国 44

位に変更する場合には、日数が切り捨てになるので、

都道府県・201 市町村が参加して、｢全国おいしい食べ

2017/10/24 ⇒ 2017/9 となる）が、他業種の食品メー

きり運動ネットワーク協議会｣ が結成されるなど、地

カーも品質への影響を確認した上で追随する動きが広

域から食品ロスを削減する動きも活発になっている。

がってきている。また製造・包装技術の進歩により即
席麺の賞味期限の延長（袋麺６カ月・カップ麺５カ月⇒
袋麺８カ月・カップ麺６カ月）も行われた。また流通大
手のイオン（株）も自社ブランドの加工食品で賞味期限

４

. フードバンク

（１）フードバンク活動は、包装の印字のズレや外箱
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の変形など、食品衛生上の問題はないが通常の販売

等の条件により市場取引に適さなくても、連邦、州等

が困難な食品や規格外の農産物などを食品メーカー

が設定した品質・表示基準を満たすもの｣ によって損

や生産者、流通業者などから引き取り、児童養護施

害が発生した場合に故意または重過失がない限り、供

設などの福祉施設、地方自治体、生活支援を必要と

給側やフードバンク活動団体の民事・刑事上の法的責

する個人などに無償で提供する、｢食を通ずる社会的

任が問われることがないことを明確にした、｢1996 年

セーフティーネット｣ の運動であり、食品ロス削減にも

ビル・エマーソン善意の食品寄付法（Bill Emerson

資するものである。フードバンク活動には、無料食堂

Good Samaritan Food Donates Act of 1996）｣

（soup kitchen）、食料庫（food pantry）、ホームレス

が制定されている。この法律により各州法で規制され

施設（homeless shelter）、学校などに食品を提供する

ていた免責規定が全国的に統一された。また連邦政

ものと最終消費者に直接食品を提供するものの２種類

府が 2 万 5000 ドル以上の食料購入契約などを締結

があり、アメリカでは前者のタイプ、ヨーロッパでは後

する場合には、その契約の相手側に過剰時に ｢明ら

者のタイプが多いといわれている。また家庭で余って

かに健全な食品｣ をフードバンク活動実施ＮＰＯ法人

いる食品を学校や職場に持ち寄り、まとめて地域の福

に寄付する旨の条項を含む契約の締結義務を定めた、

祉施設、フードバンクに寄付する ｢フードドライブ｣ の

｢2008 年連 邦食 品 寄 付 法（Federal Food Donation

活動も行われている。

Act of 2008）
｣ も制定されている。

（２）フードバンク活動は、1960 年代にアメリカで始ま

ヨーロッパにおいても、フードバンク活動はフラン

り、すでに 50 年の歴史を持っているが、200 のフード

スやイタリアで 1980 年代から活動を始めていたが、

バンクが加盟しており、アメリカで最大の全国組織で

2007 〜 2008 年の金融危機と食料価格の上昇を契機

あるフィーディング・アメリカ（Feeding America）によ

に広がり始めた。このようなフードバンク活動を支援

ると、2016 会計年度（2015 年７月〜 2016 年６月）に

するため、フランスでは、2016 年２月、｢食品の浪費へ

は寄付金 1 億 1976 万 6000 ドル・食品などの提供 24

の戦いに関する 2016 年２月 11 日の法律第 2016 ——

億 831 万 7000 ドルで、4600 万人に食品を提供してい

138 号｣ が公布された。この法律によると、売り場面

る。この間フードバンクは、生活困難者に食料を無償

積 400㎡以上の食品小売店は、法律の公布の日から１

で提供するのみならず、健康に良い食生活の知識の普

年以内に生活困窮者に配給する慈善団体と売れ残り

及にも活動範囲を広げてきている。

食品の寄付に関する協定を締結するとともに、
売れ残っ

これらの活動を支援するために、食品を含む棚卸

た場合には当該慈善団体に寄付しなければならないと

資産の現物寄付を奨励するための寄付金特例など、さ

規定されている
（違反すれば 3750 ユーロの罰金が科さ

まざまな税制上の優遇措置が講じられている。また

れる）
。一定規模以上の食品小売店に寄付義務を課し

農務省の緊急食料援助プログラム（TEFAP）によっ

たことは画期的であると評価されているが、売り場面

て、2016 会計年度には総額 7255 万ドルが低所得者

積 400㎡以上の食品小売店による食品廃棄量は５％程

や失業者の数に応じてカリフォルニア州 1082 万 3000

度と推計されている他、輸送や冷蔵庫など受け入れ側

ドル、テキサス州 683 万 7000 ドル、ニューヨーク州

の態勢が十分に整っていないと指摘されている。

514 万 2000 ドルなど、各州に配分されている。一方

（３）フードバンク活動は、この 10 年でわが国におい

でフードバンク活動を促進するための法制度について

てもようやく認知度も上がり、全国的に広がり始めてい

は、各州で先行して立法化されており、各州の規制内

る。2016 年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業

容の統一を促進するための連邦模範法（Model Good

（国内フードバンクの活動実態把握調査及びフードバン

Samaritan Food Act of 1990）に追随する州が１州し

ク活用推進情報交換会）報告書によると、

かなかった。このため、寄付された ｢明らかに健全な

① 2017 年１月末時点で、三重、奈良および佐賀県を除

食品（apparently wholesome food）—— 外 観、期限

く44 都道府県において 77 団体が活動しており、認

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44

【農業問題と地域社会】
トピック／食品ロスの現状とフードバンクの取り組みの可能性

ト ピ ッ ク 農業問題と地域社会

定ＮＰＯ法人 ７団体（９％）、ＮＰＯ法人 35 団体
（45％）、自治体を含むその他の法人 14 団体
（18％）
、
法人格なし 21 団体（27％）となっている。
②スタッフ数は、５人以下 24 団体（34％）、６～ 10 人

有無の確認、転売・横流しの禁止、食品の提供先、
食品事故が発生した場合の責任分担など
②提供食品の適正な品質・衛生管理
③透明性を確保するための入出庫の記録

17 団体（24％）、11 ～ 20 人 20 団体（29％）
、21 ～

また農水省では、フードバンク活動を支援するため

30 人 ４団体（６％）、31 ～ 40 人 ２団体（３％）
、41

に、研修会や普及啓発資料の作成の他、未利用食品

人以上 ３団体（４％）となっている。そのうち常勤

を運搬するためのレンタカー、ハンドリフトや一時保

スタッフ数の割合は、０％ 26 団体（37％）、０超～

管するための倉庫の賃料などを助成している。また認

20％ 18 団体（26％）、20 超～ 40％ ８団体（11％）
、

定ＮＰＯ法人などの特定のフードバンクに対する寄付金

40 超～ 60％ １団体（１％）、60 超～ 80％ ４団体

（食品などを寄付した場合には、その食品などの時価

（６％）、80 超～ 100％ 13 団体（19％）となっている。

を寄付金の額とする）については、一般の寄付金とは

③ 2015 年の取扱量を回答した 45 団体の合計量は、
4339.5ｔ（他のフードバンク活動団体から提供され
た 531.1ｔを含む）となっている。１団体当たりの取

別枠で損金算入限度額が設定される優遇措置が講じ
られている。
（５）ＳＤＧｓ 12.3 で 2030 年までに半減する目標が設

扱量は、10 ｔ以下 18 団体（41％）、10 超～ 100 ｔ

定されている ｢小売・消費レベルの食品ロス｣ の対象は、

18 団体（41％）、100 ｔ超 ８団体（18％）で、５割

食品小売業、外食産業、家庭系の廃棄物と考えられ

以上の団体で取扱量が前年よりも増加している。

るが、その範囲・基準年次・方法については各国に委

④ほぼすべてのフードバンク活動団体が、常温食品を

ねられている。いずれにせよ、その実現は、これまで

取り扱っているが、冷蔵・チルド食品や冷凍食品を

の施策の延長線上だけでは極めて難しい。中央環境

取り扱っているのは４割前後である。

審議会の中間取りまとめが指摘するように、あるべき

（４）フードバンク活動団体の取り扱い食品を質量とも

将来像から逆算して現状からの計画を策定するという

に充実・増加するためには、社会的な理解の拡大や食

｢バックキャスティング｣ に基づいて、行政機関、地域、

品提供者との情報交換などを通じた信頼関係の構築

企業、大学、ＮＧＯ、市民などのあらゆるステークホ

が不可欠である。また提供側には、食品の衛生的な取

ルダーが参画する ｢全員参加型｣ で挑戦していく必要

り扱いやトレーサビリティーの観点から安心して提供で

がある。

きる環境が整っているか、
不正に転売されないかといっ

ＳＤＧｓは、｢誰一人取り残さない｣ ことを前文に掲

た不安があり、一方で受け入れ側には、①マンパワー

げ、役割を発揮する多様な民間セクターの１つとして

が不足している、②認知度が低く、利用者・寄付者の

｢協同組合｣ を明記している。農産物の生産・加工・販

マッチングが効率的に行えない、③生鮮食料品は品質

売に関する知見と実績のあるわが国の農協は、農業者

劣化が速く、寄付が不定期である、④肉・魚について

の所得向上にも貢献し得る食品ロス削減に大きな役割

は冷蔵冷凍庫が必要で、リスクが高いといった意見が

を果たすことができるのではないか。また食品ロス削

ある。

減を通じて、温室効果ガスの排出削減にも貢献できる

フードバンク活動を推進していくためには、｢食を通

ことになる（ＦＡＯによると、13 億ｔの食品ロスは、温

ずる社会的セーフティーネット｣の運動という趣旨に沿っ

室効果ガス排出量 33 億ｔに相当し、｢13 億ｔの食品ロ

たものであれば、それぞれの地域でまずはできること

ス｣ を国に例えれば、中国、アメリカに次ぐ水準となっ

から取り掛かっていくことが大事で、その際には次の３

ている）
。

点は押えておく必要があるのではないか。

ＪＣ総研の聞き取り調査によると、売れ残った農産

①安心、安全のための食品の受け入れと提供のルー

物について値引いてもいいから有償で販売したいと考

ル—— 消費期限・賞味期限や食品衛生上の問題の

えている生産者も多くいるが、一方で、①売れ残り品

【農業問題と地域社会】
トピック／食品ロスの現状とフードバンクの取り組みの可能性
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を持ち帰っても近所におすそ分けするのはほんの一部

んで農産物の提供を行ったり、地域のコミュニティー

で、活用せずに廃棄している、②地域で困っている人

形成を目指して取り組んだりしているところも出てきて

がいるなら活用してもらえれば嬉しい、③農産物直販

いる。厚生労働省の ｢国民生活基礎調査｣ によると、

所に引き下げに来るのは時間と労力を費やし、大変だ。

2015 年の ｢子どもの貧困率｣は 13.9％
（2012 年比 2.4％

寄付することで、廃棄処理費用が削減できるなど費用

低下）
、貧困線 122 万円を下回る ｢相対的貧困率｣ は

面でメリットがある、という生産者もいる。また、①販

15.6％（2012 年比 0.5％低下）となっている。薄れつつ

売額を増やそうとするとたくさん作付けしてしまうので、

ある社会的連帯を取り戻す意味からも、生協などとの

過剰出荷にならないようアドバイスが欲しい、②食料

連携も視野に入れつつ、農協はフードバンク活動のい

品を支援する人と提供する側をつなぐ取り組みが必要

ろいろな面で担い手になれるのではないか。またその

ではないか、
③売れ残った野菜を乾燥パウダーやピュー

際には、フードバンク活動に伴うリスク負担のやり方も

レなどに加工する設備があるといい、というような意見

併せて検討する必要があるのではないか。
ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）は、｢企

もある。
フードバンク活動に参加すれば、提供食品の事故リ

業の社会的責任｣ と訳されているが、多様な民間セク

スクもあるが、食品衛生上の問題がないのに廃棄せざ

ターの１つである協同組合の社会的責任でもあり、｢誰

るを得ない食品の福祉施設などへの提供、廃棄食品

一人取り残さない｣ ようにするために農協などの協同組

の収集・処分費用と市町村のゴミ処理費用の節減、食

合が果たすべき役割は大きい。本稿が農協関係者のＳ

品提供者の社会的イメージの改善、地域の雇用の創出

ＤＧｓ、食品ロスの削減、フードバンク活動への関心

なども期待することができる。農協は、多くの農産物

をわずかでも高めることができれば幸いである。

出荷施設や直売所を抱えており、すでにスーパーと組
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ＪＡにおけるＧＡＰへの取り組みと
営農指導の考え方への一考察
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．はじめに

たかはし

あきひろ

高橋 昭博

入れをしていく必要があることからも国は東京2020大会
以降も継続してＧＡＰには取り組み、2030年にはすべて

ここ１年間で『日本農業新聞』をはじめ、さまざまなメ

国際基準の農産物にすると明言している。 第三者認証を

ディアにてＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生

取得し、国内農産物の輸出につなげ、国産農産物のＰＲ

産工程管理。以下、ＧＡＰ）の話題が急激に増えてきた。

をするとしている。

多くの生産者、 関係機関の方々がＧＡＰについて話す内

東京2020大会の食材調達基準としてＧＡＰの第三者

容は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

認証取得が大きくフューチャーされ過ぎているが、その他

（以下、東京2020大会）における食料調達基準が第三者

にも①オーガニック（有機）農産物 ②障害者が主体的に

によるＧＡＰ認証取得が条件になるのであれば、 何かし

関わった農産物 ③世界遺産・日本農業遺産などの認定

ないとまずいのかな、ということで、全国的にもなんとなく

を受けた伝統的な農産物、などの要件で使用されること

ＧＡＰについてやらなければ良くないのかという流れに

も可能であることもＪＡはよく見ておく必要がある。

なっているのは間違いない。 それ以外にも農林水産省が

東京2020大会は確かに魅力であるし、イベントとして

各県へキャラバンを組み、ＧＡＰへの取り組みを加速する

は特別である。しかし、まったく何も行っていない農業生

推進行脚を行ったことも大きい。

産者がいきなり個人で第三者認証取得を行うのは非常に

今までＧＡＰの普及が進んでこなかった背景には、 い

ハードルが高い。それを補う意味でもＪＡが団体認証でま

ろいろな種類のＧＡＰがあり、 どれをどこまでの水準で

とめることで多くの個別課題を分業化し、解消していくと

やっておけば問題がないのか、国のガイドラインに沿った

いう方策が有効ではないかと考える。 普及員という最強

内容で良いのか、県やＪＡのＧＡＰ内容などで良いのかな

のパートナーと協同できることもＪＡとしての強みである。

どさまざまな理由がある。

東京2020大会を機にＧＡＰへの取り組みを始めること

第三者認証取得ということになればさらにハードルが上

はまったく間違いではない。これはむしろインセンティブ

がり、コンサルタントから審査まで莫大な費用が掛かって

があり、産地における１つの起爆剤として考えるのは、今

しまう。特にＪＡが取り組む団体認証に関しては事務局で

批判されている農業界において必要なのだと思っている。

あるＪＡ職員の負担が大きいのも１つである。裏を返せば

しかし、１つ言えるのは東京2020大会の時期が短期間

ＪＡがやらないのであれば、個人で認証を取って売ってし

であり、しかも何をどれくらい使用するのかまだよく見え

まおうという生産者ニーズを逃してきた。

てこない点では、１つの指標として考えることが重要だと

ＧＡＰ最大の課題は継続してＧＡＰの認証を取って、販

いうことだ。また審査には時間も労力も掛かることからも

路があるのかということであった。今までハッキリと明言

大きな期待を抱くことではなく、いずれはやらなくてはい

してきた小売りがなかったが、 後述する内容で明言する

けないＧＡＰについて、これを機に取り組みを始める、も

小売りも出てきた。

しくは生産組織、 ＪＡとしての産地戦略を考え直す良い

このＧＡＰ熱の背景には、 東京2020大会のこともさる

チャンスと捉えることが重要だ。

ことながら、日本の農産物が世界基準への証明という観

輸入資材（燃料、肥料、農薬、各種資材）、輸入人材

点からは周回遅れになっている現実がある。 現場にテコ

（研修生、海外からの視察など）、輸入ソフトインフラと目
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に見えない国際化はすでに農村で始まっている。日本独

第27回ＪＡ全国大会（2015年 ）において、ＧＡＰの食

自で何かを成し遂げるには非常に難しい時代となってきて

品安全部分については、2016 ～ 2018年度にすべてのＪ

いることからも、ＧＡＰへの取り組みを加速させることは、

Ａで導入・実践を行うことを確認。 環境保全・労働安全

今後の輸出を見据えた取り組みとしてだけではなく、逆に

を加えたＧＡＰ全般の取り組み方向についても県段階に

輸入に対抗（阻止）する意味での国際化につながる。

おいて行政と連携し、実行に移している。

本稿では、ＧＡＰに取り組む上での課題の整理から、

表１からも現在ＪＡグループとしては、食品安全までの

ＧＡＰの実践にＪＡとしてどのように関わり、どのようなこ

強化ということで掲げているが、 そこまでは最低限重点

とがＪＡを中心に考えられるのか事例を交えて考察し、Ｇ

的に行い、さらに2018年以降には最低でも環境・労働を

ＡＰにおける役割として何があり、具体的にどうまとめて

プラスした内容までは順守する取り組み方針を掲げてい

いく必要があるのかについて後述し、今後の方向性につ

る。

いて考察するものとする。

２

．ＪＡにおけるＧＡＰの取り組み状況

ＪＡグループは2006（平成18）年にポジティブリストが
制定されてから食の安全確保対策として適正施肥・適正
防除を基本として生産履歴記帳を実践し、また、生産者
自身の安全を確保する農作業安全対策・労災加入推進、
持続可能な農業として環境保全型農業の取り組みを推進
してきた。これらを受け、地方市場でも残留農薬検査の
実施も大きく動き、残留農薬に関する消費者、生産者の

「ＧＡＰ認証をとる」にシフトさせようとしている。
国としては2020年以降には国際水準のＧＡＰを実施す
るとなっており、ＪＡグループとは少し温度差がある。

意識は高まってきた。
これらを包含するＧＡＰについては第24回ＪＡ全国大会

しかし、現時点（2017年）で国際水準のＧＡＰとなると

（2006年）においてＧＡＰへの対応を提起し、第25回ＪＡ

GLOBAL G.A.P.（以下、GGAP）しかなく、 選択肢とし

全国大会（2009年）では、生産履歴記帳を基本に、段階

ては少なすぎる。 国 際 水 準同等 性を申請している

的に生産者の自発的なＧＡＰの取り組みを加速化すること

ASIAGAPが認証機関となっても２つしか選択肢がない

を提起している。2016年度全ＪＡ調査では、約65％のＪ

が、果たして生産者にとってコストや販売の側面から見て

ＡがなんらかのＧＡＰに取り組んでいる旨を回答している。

持続可能な農業としての選択肢なのだろうか。

多くは各県の意向に沿った県版ＧＡＰを使用、もしくは

現状のＧＡＰについてのカテゴリーが図１である。図１

県版ＧＡＰをベースにしてＪＡ、生産組織のオリジナル版

からも分かるようにＪＡ、県が今まで取り組んできたＧＡＰ

でＧＡＰに取り組んできたというのが現状である。 特に

の内容では国際基準には適合しておらず、 認証を要求す

米・麦・大豆などのＪＡの基幹である事業の生産者全員

る小売りの内容を含んでいないことが理解できる。 この

がＧＡＰシートを使用しながらチェックし、出荷前までに

販売に関する点が一番問題であり、JGAP、GGAPでさえ

提出といった方式を取ってきている。

も△である。このマーケットとの問題については後述する。

米については、大多数の産地ではＧＡＰシートや生産

現在のＪＡとしての取り組みについては図２を見ると理

履歴を出荷前に提出しながら食の安全面での対応を行っ

解ができる。JGAP、GGAPに関して団体認証の事例は

ている。青果についても、各ＪＡ単位・部会単位でＧＡＰ

思うほど多くなく、現在公表されている認証の数はおおむ

シートを作成し出荷前、出荷後などに提出するなどの方式

ね個人認証である。

を取ってきている。
18
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晴らしいと思える生産者でも、圃場に農薬の空容器が落
ちている、くわえたばこで圃場の説明をするなどの行動を
見てしまうと、いくら良いモノがあっても買いたくなくなって
しまうのが消費者心理である。ＧＡＰという名前を聞いて
しまうと構えてしまうが、本来農業を生業として営む者に
おける最低限のルールと、実施行動は必要なのである。
これから「ＧＡＰ認証をとる」という方向性に動いてい
くときに、ＪＡとしては生産部会単位で動くことが前提と
なることからも団体認証という形でＧＡＰ認証を取るとい
うことになるのだが、ＧＡＰの団体認証取得に関しての項
目では、環境への配慮、水の問題、周辺動物、雇用に関
いるＪＡの数は、全体の約７割。農水省ガイドライン準拠

してなどの内容がある。 その他生産者は各圃場のリスク

のＧＡＰ（県ＧＡＰ）を実践している国内産地は24％程度

検討を必ず行い、事務局はさらに組織全体のマニュアル

というデ ータがあり、図２のグラフからもJGAP、GGAP

などを整備する。 項目を一つひとつひもとくと「確かにこ

の第三者認証を取得している数は少ない。

れをやっていなければ問題だ」という項目が多々ある。特

これまでの状況から、ＧＡＰに関してはなんらかの取り

に法令順守の内容については、条例や法を守ってないこ

組みは行っているものだと思っていたが、取り組んでいな

とはＧＡＰではなくともすぐに見直しをし、改善しなくては

い生産者・産地が35％もあることには驚く事態である。

いけない。

ほ じょう

生産者の圃場に行く機会があるが、いくら美味しい、素
【農業問題と地域社会】研究ノート／ＪＡにおけるＧＡＰへの取り組みと営農指導の考え方への一考察
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３

．ＧＡＰに掛かる費用と小売りのニーズ

このＧＡＰ認証取得に当たり、一番のネックになるのが、

行っている。 背景には東京2020大会への食材調達基準
を満たそうという意図がある。
2030年までに都道府県ＧＡＰは発展的解消となってい

認証に掛かる費用と認証までに掛かる準備のコンサルタン

るが、この都道府県における制度導入の労力と人材育成

ト費用（内部検査・監査）である。

には膨大な労力と費用が掛かっている。

各機関の認証制度における費用の比較をまとめたもの

しかし、詳細は後述するが、普及員という農業技術の

が表２である。 表２からも分かるように、毎年の更新費

プロが基本的な検査員であり、審査員はおおむね県の食

用を考えると安い値段ではない。JGAP、ASIAGAPにつ

料関係者、団体代表者、大学教授が賄っており、県内の

いては値段的にはGGAPよりは安いが、 国際認証同等性

良き農業理解者が関わっているという点では、県ＧＡＰは

と考えるとあくまでASIAGAPが国際認証の申請が通る

非常に良いシステムである。

前提で比較検討する必要がある。費用だけで見れば、断

コンサルタント費用については、JGAP、ASIAGAP、

然に各県が作る県ＧＡＰの確認が費用面ではハードルが

GGAPによって違いがあるが、 団体認証では、 事務局の

低い（審査は公的機関による第三者による確認となって

ＱＭＳ（Quality Management System：品質マネジメント

いる）。

システム）といういわゆる事務局審査がＪＡの役割である。
生産者側の審査と事務局の審査という形は、個人認証の
場合は存在しない。団体審査は、多くの生産者をいかに
コントロールできているかが事務局サイドに求められるた
め、ＱＭＳの審査がある。団体審査の場合、このＱＭＳ
審査に１日弱時間を要する。事務的にコントロールできて
いることと、システムとして生産者をまとめ上げていること
で、 全員の圃場を確認せずとも平方根の割り出しで、生
産者を抽出した数で審査を行えるのである。
団体事務局としてのＪＡの役割は、管理体制はもとから
存在しているが、 一部不足していることや明文化（文章
化）されていないことが多いので、これを機に整理すると
ＪＡとしてもメリットは大きい。
認証の審査費用は審査会社ではない限り毎年掛かる。
せめて内部検査、内部監査などの審査前までの費用をＪ

あくまで費用だけで見てしまうとこのような結果になる
が、問題は誰が現地検査をし、どのレベルで圃場を見ら

団体認証のメリットを最大限に活用する必要がある。

れるのか。この審査員のシステムが国際認証に関わってく

表３でもあるように、ある程度は投資をしなくてはいけ

る内容でもある。例えばコストコホールセール・ジャパン

ないが、事務局の経費として見れば大きな投資ではない

（株）
（以下、コストコ）の馬瀬口大助商品本部長は、審査

はずである。また、すでにＧＡＰに関連する資格を持って

員のレベルが整備されていない県の第三者認証農産物に

いる普及員、 農協職員も多いが有効活用されていない例

ついては買い入れができないという旨の話をしていた。

がかなりある。 有資格者の異動や担当者がコロコロ変わ

県ＧＡＰを調べてみると、 今年に入り県の認証制度を

20

Ａ事務局、ＪＡグループで取得し経費の削減をすることで

ってしまう点が問題として挙げられる。

導入した県が４県ある。山梨県（７月１日）、熊本県（７月

公的な資格の証明が必要な要件もあるが、 研修の証

31日）、宮崎県（８月１日）、岩手県（９月19日）である。

明書などは現在ＪＡ全農が全国に対してテレビ研修を

この後千葉県も県ＧＡＰ認証を行うべく現在テスト試験を

行っているシステムを最大限活用するなど、ＪＡグループ
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【農業問題と地域社会】研究ノート／ＪＡにおけるＧＡＰへの取り組みと営農指導の考え方への一考察

研 究 ノ ー ト 農業問題と地域社会

コの内容を参考に考察していきたい。
全国的に見て、金額ベースで大きいのと今後ＧＡＰ認証
取得農産物以外は取り扱わないと明言をしているコストコ
はＪＡ全体としてもこのＧＡＰ関係のなかでは大きな取引
先といえるだろう（おおむねＪＡグループ全体で10億円程
度の年間取引があるといわれている）。
本来、農協改革の渦中では、日本生活協同組合連合会
（以下、日生協）との取引は日本における協同組合の立場
の危機を考えればＪＡとしては最も手を組み強化していき
たい販売先であるが、産直産地の支援にとどまる。
コストコについては2021年１月までにＧＡＰの認証取得
をしていない産地については買い入れをせず、 代替の農
産物は海外から輸入で売り場を賄う体制にして退路を断
つ方針を取っている。いかにも外資系企業らしくマーケッ
トも仕入れもグローバルに見ているといったところである。
一見厳しいように見えるコストコのスタンスではあるが、
消費者も出荷する生産者に対しても非常にホスピタリ
ティーのある対応を心掛けている。コストコに関しては確
かに青果物のイメージはあまりなく、どちらかというと肉、
加工品、 家電製品、 衣類などを豊富に扱っているイメー
ジがある。 コストコの青果の多くの部分は果物で、 その
背景には果物の消費をもっと高めたいとの願いからこのよ
うな仕入れをしているのだそうだ。 青果の国内農産物割
合は５対５で輸入が５割もあるが、このＧＡＰ認証取得が
できなければ相当数の各県ＪＡのコストコ出荷割合は消滅
してしまう。
の強みを活かさない手はない。 特にＩＰＭ（Integrated

コストコ側からすれば、JGAPでも、GGAPでも認証を

Pest Management：総合的病害虫管理 ） や衛生管理に

取得していれば問題はないようで、東京2020大会基準で

関しては、テレビ研修や各県のＧＡＰ導入要望ＪＡにはＤ

ある県の第三者確認では駄目である。

ＶＤ研修を行い、 テストで採点するなどで修了証を発行
するといった方策もよいだろう。
審査の先に、実際にどこが最終的に買い入れをしてく
れるか、またはどこが産地とのパートナーとして販路を形
成できるかが認証を取るに当たり非常に重要になる。

このように外資小売系企業がイニシアチブを握る構造と、
国のＧＡＰの方針が重なると、 国内小売りも選択を迫ら
れ、供給側のＪＡも非常に苦慮する可能性がある。
コストコの馬瀬口部長（前出）は、あくまでもコスト重視
にはなるが、 生産者の手取りを圧迫するなどの厳しい条

今の世の中、費用対効果を算出して物事や事業へ投資

件では販売契約を結ばず、逆に再生産価格を確保でき、

をするものであるが、ＧＡＰ認証に関しては認証の取得が

継続して発展できる産地と手を組んで買い取りをしていく

目的になってしまい、 その先の販売戦略を持って認証取

方針を持っている。

得をしているところは少ない気がする。
その点では、現在ＪＡグループとして取引があるコスト

ここまで見てきて、小売りから要望を受けている生産者、
産地は第三者認証を受けざるを得ない状況に来ているこ

【農業問題と地域社会】研究ノート／ＪＡにおけるＧＡＰへの取り組みと営農指導の考え方への一考察

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44

21

農業問題と地域社会 研 究 ノ ー ト

とが分かる。 特にコストコに依存をしている生産者や産

じまのGGAP認証取得への取り組みを紹介したい。

地は、認証が取れなければ新たに販路を開拓しなくては

（２）ＪＡたじまGGAP団体認証取得への体制
兵庫県の北部にあるＪＡたじまではＧＡＰを１つの販売

ならない。
一番の問題となるのがＧＡＰ認証にかかる産地の合意
形成と審査費用であり、 これは補助事業があるうちは対
応が可能な場合もあるが、 補助事業がなくなった場合ど

点からＧＡＰへの取り組みを行っている。
ＪＡたじまの特別栽培米（コウノトリ育むお米：無農薬）

うするかという議論も生まれる。 今後継続して第三者認

におけるGGAP認証取得に向けた取り組みは、2017年６

証を取得していかなくてはいけない産地では、どのＧＡＰ

月16日にキックオフ会議を行いスタートした。

で認証を取得し、人材をどのように育成していくかが課題

まずは、318人の生産者のなかから４人の生産者（無農
薬）が先行して取り組むこととし、生産者、県、ＪＡ兵庫

となる。

グループ一丸となってサポートする体制でスタートした。

４

．ＪＡにおける団体認証取得に向けての体制

（１）ホームドクター体制

GGAPを始めるに当たり、初年度はコンサルタントを入
れてスタートし、９月25 ～ 27日に審査という短期間で認
証審査まで準備を整えた。

どのＧＡＰを行うにしても、継続して行っていくために

生産者が無農薬栽培の優秀な技術的地盤を持ってい

は、人材育成が必要で、ＪＡが担う業務としては、ＧＡＰ

たのと、ＪＡたじまとしての体制が非常にしっかりとしてい

は非常に使い勝手の良いツールではないかと考えられる。

たことが短期間での認証取得となった。 中心となった谷

現在各ＪＡの営農部門は、 事務作業が煩雑になるなか、

垣 康課長をはじめ、 各生産者を担当したＴＡＣ（Team

生産者対応、 技術支援、 販売対応など幅広い業務が求

for Agricultural Coordination）の方々（４人）の活躍は

められている。栽培履歴に関しても農薬のチェックやらＧ

外部から見ても秀逸であった。 特に谷垣課長を中心に各

ＡＰシートのチェックなど、どこに向かって仕事をしてい

地区担当のＴＡＣの職員が生産者とコミュニケーションを

るのか悩む営農職員も多い。

しっかり取っており、 問題や課題、 共通した解決策を共

私の勝手な持論であるが、本来ＪＡの営農指導員、県
の普及指導員は生産者に対する「ホームドクター」であり、

有化してきていることにより短期間で審査までの準備がで
きたと思われる。

常に寄り添う体制であることが求められていると思ってい

審査対象になった生産者の担当であったＴＡＣの浦瀬

る。ドクターであるからこそ、スキルと知識を常に持ち生

克久さんは、
「自分が親になった気分で審査を見守った」

産者（圃場）に異常がないか、適切に作業されているか、

と語っており、これこそがＪＡと生産者における本来ある

などが理解・指摘できる能力が必要なのだと思っている。

つながりなのではないのかと思った。

しかし、営農関係の職員は削減され、普及指導員も数

谷垣課長の人的能力も非常に高く、上司として統制を取

は減らされているのが現状で、 さらに追い打ちをかける

り、関係者がすべて問題を共有化している感があった。

のが、 異動により体制の維持が困難になっていることで

しかしマニュアルなどを作成するのはさすがに分担ではで

「ホームドクター」体制が消えつつある。技術の習得には

きないこともあり、谷垣課長が事務方としては非常にご苦

時間を要するが、その中心となる技術がなくても回ってし
まう組織体制も問題なのかもしれない。

22

ツールとして使用し、また国際的にニーズがあるという観

労されたのではないかと思われる。
審査では大きな指摘事項はなく、 小さな改善点の指摘

技術や知識は早急には賄えないが、 このＧＡＰの手法

はあった。ＧＡＰ全般にいえることであるが、指摘があっ

を１つのツールとして深く産地にコミットする方法が考えら

て修正することが外部からの視点なのであって、まったく

れる。そこでＪＡグループのサポート体制、ＪＡ職員・普

ないことが良いことではなく、 甘んじて指摘を受けること

及員も生産者も産地として一丸となって取り組み、非常営

でさらに良い農場・ 農業環境をつくることが重要なので

農事業として良くできた地域体制を構築している、ＪＡた

ある。
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（３）第三者認証の方向性
今回のＪＡたじまの事例では、コントロールする中心人
物がＪＡの課長というポジションで自ら率先して動き、多

回している県があり、 経費の部分やＧＡＰ内容の部分に
ついても人材育成の向上と、 内部検査のバラつきはなく
なるものだと理解できる。

くの協力者を巻き込みながら実行してきたことは非常に良

ＧＨ評価員制度では各県が主催する講習会やセミナー

かった点である。また、組合長はじめ専務、常務の上層

を団体（おおむね20人程度）で受講でき、研修後自県の

部の理解度が非常に高く、 国際的なＰＲも視野に入れて

３圃場でトレ ーニングした上で、 評価試験３万円だけで

いることからも、 ＪＡとしてＧＡＰの認証取得に関してお

資格と実力が付く。

手本となる産地の取り組みであった。

先ほど「ＧＡＰの取り組みは選択する必要がある」と記

このような条件であれば、 第三者認証を取得しながら

述したが、国の補助事業関係などの要件に確実にＧＡＰ

より良い農業経営を行っていくことは非常にニーズに合っ

の実施要件、もしくは環境直接支払いなどの要件が付い

た内容であると思うが、 実態として多額の審査費用、 コ

てくるのではないかと考えることも含め、何らかの取り組

ンサル代金を支払いながらＧＡＰだけのために資金を投入

みや準備はしておかなくてはいけないだろう。

することは継続性としては非常に危うい経営になってもお
かしくはない。
農産物で１億円の販売高を持っているような企業は、
第三者認証を取得しながら市場とやりあうのも必要である

園芸生産者にしてみれば、 補助事業に関してはあまり
関係がない気がするが、逆に小売りから取り扱い棚が優
先確保できなくなることになれば非常に厄介である（買わ
ないという選択肢はまだ先だと思われるが）。

と考えるが、直売所を中心にした生産者や、特に販売先

団体認証を取得する、 もしくはすでに販路があり認証

から要求されていない生産者、生産組織は現状を見据え

を取らなくてはいけないＪＡにおける理想の形について、

て、 ＧＡＰに取り組むか否かを検討する必要がある。 ち

図３のような体制ができれば非常にコストを抑えられ、な

なみに民間企業におけるＧＡＰ認証では、ＧＡＰだけのコ

おかつ産地が回る仕組みが出来上がるのではないかと思

ンサルではなく、 栽培を中心にした経営指導の一部にＧ

われる。

ＡＰ指導が入っており、 年間コンサルタント費用として支
払っている場合もある。
ＧＡＰの取り組みは選択する必要があるが、 そのため
に、 県の第三者認証システムがある県については、 まず

５

これからのＪＡのＧＡＰにおける支援体制と営
．
農指導

（１）全国連からの団体認証支援について

はそのシステムを利用しない手はない。マニュアルなどを

2017年10月14日の『日本農業新聞 』にＪＡ全農立石幸

ＪＡ、普及員、連合会一丸となって作ってしまい、販売先

一参事のＪＡにおけるＧＡＰへの取り組みについての記事

から要求があればいつでも対応できる体制をつくることは

が掲載された。 その後10月17日にはＪＡ全中のＧＡＰ支

可能である。

援体制の団体認証への支援が掲載されている。

また、その体制づくりで一番必要なのは、現場での審

今までのＪＡグループのＧＡＰにおける取り組みを維持

査に関するヒアリング能力だ。 全体的に今の制度で見る

しつつ、第三者認証が必要な生産者組織、ＪＡグループ

限り資格はあっても実地で本来の聞き込みができるのか、

に対しては認証の支援をすることが決定された。このＪＡ

またはどこに問題があり、 何が法令違反を犯しているの

全農・ＪＡ全中（ＪＡＧＡＰ支援チーム）が各県を中心に

かなどはチェックリストだけでは見えず、個人の力量に掛

支援をしていくということは、今まで静観していた認証制

かっているのが現状である。

度に関しての大きな動きだと考えられる。

民間審査会社は審査員を審査するシステムがあるため、

特に、団体認証となると、初期のコンサル費用が個人

一定の基準は担保されているが、内部検査や監査に関し

認証で取得する以上に掛かる。100人いれば100人の圃場

ては経験値によるところが多分にある。

を１軒１軒平準化する必要があり、さらに事務局の書類関

ＧＨ評価員制度（表３参照）の取得によって県ＧＡＰを

係の整理がある。その上で審査となり、準備には大きな
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①組織の長、生産者の代表者、関係
機関との話し合いも含めて販売戦
略・ 経営戦略を持って合意形成を
取る（組織の合意形成）。
②県、関係機関全体で、ＧＡＰをや
りたい、ＧＡＰ認証を取りたいと
考えている生産組織に営農の長を
中心に経済・購買、販売関係の内
部での強固なグループを構成し、
役割分担を作る（組織のグル ー プ
化）。
③詳細が全体で分からないと足並み
がそろわないため、ＪＡ役員、生
産組織の構成員、ＪＡの職員関係
者、県普及員、県ＪＡグル ー プが
全員参加する講習会を開催する（講

時間と費用が掛かることとなる。そのコンサルタント部分
に期限付きではあるが、ノウハウの支援導入されれば認

＊担当になったＪＡ職員は、コンサルや今回できた

証取得後は継続して回していける体制を構築して行けば

ＪＡ支援チームを活用し、リスク検討、マニュアル化、

よい。関係者はこれを機に認証に関する資格者を育成し、

書類の整理を行い、現場の生産者には整理・整頓、書

多くの人員を配置できる体制を構築しておく必要がある。

類の整理、 現場のリスク検討を行う。 同時にスケ

ＪＡの担当者、 各県連合会の職員の方々は国からの補
助事業があるうちに表３にあるような多くの資格を取得し、

ジュール管理も必要。
＊一番問題となるのが、ＪＡの選果場、集荷場（米

現地でコストが掛からない体制づくりを行う必要がある。

など）が団体認証ではトレーサビリティーの関係で見

これに関してもＪＡＧＡＰ支援チームでは資格取得の研修

られることがあるので、この点もよく整理しておく。

を予定している。

④現場のイメージがつかめないのならば、実践して

ＪＡ全体でＧＡＰへの団体認証取得に動くことにより、

いる産地を見てくる（産地の視察）。

今までＪＡから離れていた生産者、 企業や団体などが、

⑤ＪＡとして用意できるものは手分けし用意する（掲

団体認証の仲間に入り販路の構築を検討するきっかけに

示物、水質検査、肥料や農薬の安全データシートな

なる。 これはＧＡＰだけの話ではなく、 これを機に販路

ど。なければ農薬保管庫、救急箱）。

の部分から栽培、資材に関してのノウハウの連携などにも

⑥ＪＡの役員は取り組みについて、次が育つまで担当

発展する可能性がある。

者は変えない。 それと同時に多くの現場で「課題

（２）具体的な導入方法

が見ることができる・コミュニケーションが取れ

よく聞くのは、 まずＧＡＰに関して具体的に何からやっ
たらよいのか分からないという話だ。 組織の長の方であ
れば、 どのＧＡＰについても戦略を持って具体的に現場
と協議し、 落とし込んでいく。 認証が必要ならば合意形
成をもって、各県連合会に相談し、支援チームに相談す
ることをお勧めしたい。
24

習会・ＧＡＰ理解の講習会の開催）。
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る」職員の育成、資格の取得に関して役員の裁量で
育成していく。

などが具体的に考えられる。
（３）ＧＡＰにおける営農指導の考え方
現在、多くのＪＡでは、ＪＡ改革における営農のあり方、
営農指導の方向性が議論、実施されている。
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特に生産者の高齢化、若手生産者のＪＡ離れという現
状もあるが、ＪＡの地域での存在は地域の自治機能、国

６

．おわりに

土保全に関しても必要である。陸続きの海外国家では農

ＧＡＰに関しては、県が持つ第三者認証、かつ団体認

村の国家機能ということを考えて、 国境沿いの生産者を

証がある県はそれを積極的に行い、販売先から認証を要

保護する政策があるところもある。

望されている生産組織、これから販路として売り先と話し

ＪＡは地域の自治機能としては絶対的になくてはならな

ＧＡＰの認証を取得していこうとする産地は積極的にＪＧ

い存在であるし、高齢化率75％の筆者の実家のある地域

ＡＰでも、 ＡＳＩＡＧＡＰでも、 ＧＧＡＰでも取得して

も郵便局しか店舗がなく、 若者は外に出てしまう。 社会

いった方がよい。そのためにもＪＡの支援チームができた

的インフラの問題も絡んでいることからもＪＡは地方に行

わけだし、今のこの機運で人材育成に力点を置いた方が

けば行くほど重要な存在である。

よいだろう。

しかし、 営農に聞いても分からない、 購買に聞いても

100人以上で構成される生産組織は経費を掛けて取り

知識がないなどでＪＡを利用しなくなってきた生産者も確

組むのは厳しいが、いずれはＧＡＰをやらなくてはならな

かに多く存在する。営農が弱くなってきたとは、本来の農

いのであれば、それは現状の県のＧＡＰでもＪＡのＧＡＰ

業に関する技術的話や、資材に関しての知識、経営に関

でも少しずつ精度を上げながら取り組んでいく必要がある。

しての相談ができないなどコミュニケーションができてい

もしくはやれる数名から「ＧＡＰ認証をとる」にすることも

ないゆえんである。特に若手生産者に関しては、ネットで

よいだろう。

栽培に関しても調べられるし、資材もネットで購入できて
しまう。 このネット社会も含めてＪＡとしては、総合的に

絶対に費用対効果は計算する必要があるし、攻める産
地はぜひとも認証を取り販路を拡大してもらいたい。

データも人も、販路も技術も変化に対応していかなくては

これを機にＪＡは後ろ向きに考えるのではなく、前向き

いけないのだろう。 そのためにも人材育成の強化は急務

に営農指導・経済・購買のあり方も含めて考え、 人材育

である。

成の観点からも取り組みに加速をつけてほしい。

特に生産者からの要望（技術・情報・販路）に対応で

それを決めるのは本稿を読んでいる方々の裁量と決断

きる多くのＪＡ職員が今こそ必要であり、生産者の本来の

なのだと思われる。 特にＪＡの営農職員は、 日々現場の

ＪＡに対する基本的要望にしっかり応えられないことがＪ

作業、 事務処理、 周りから来る提出書類の山や、 生産

Ａ離れに拍車を掛けることからも、 この部分の再強化が

履歴のチェック、会議の段取りや生産組織の舵取りまで

必要である。

スーパーマン的な業務内容である。

その第一歩として、ＧＡＰについて本気で学習すること

しかし、それだからこそ、周りや上司がサポートし、営

からＪＡ全体の内容や、 自らの技術的レベル、 資材に関

農職員の業務効率化、地位の向上も含めて、組織の体制

する知識なども広範囲で調べ、 理解することが必要だ。

再構築に取り組んでほしい。 これは経済事業に関しても

知識がないとこのＧＡＰについては適切に質問も回答もで

同様で、今まで肥料や農薬の深い知識に触れてこなかっ

きない。

た内容についても、 職員が説明をできる一助にもなるし、

どのＧＡＰを行うかは目的をしっかり持った上で導入し

販売に関しても多様化する販路の開拓、直接販売への足

てほしい。まだ販路の出口がないままであるのであれば、

掛かりにもなる。また認証取得後にコストコとの取引を始

県ＧＡＰを回していくことでもよいし、さらに県で認証制

めることも可能である。

度があるならばそこで実際に第三者に見てもらい、評価し
てもらうのもよいだろう。

農業分野に多くの異業種が参入し、 今までにはない加
速度的な変化がすでに起きていることからも、 アンテナ
を高くしＧＡＰという１つのツールではあるが利用しない
手はないので、これを機に変化と発展を期待したい。

【農業問題と地域社会】研究ノート／ＪＡにおけるＧＡＰへの取り組みと営農指導の考え方への一考察
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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〜⑤
日本大学 生物資源科学部 准教授

１

．配食に対する価格志向

だ

しげ

お

友田 滋夫

支出は7万2000円にもなる。 総務省統計局の家計調
査によれば2013年の世帯主年齢65歳以上の世帯の月

前号（VOL.43）では、特に高齢者に対する配食サー

当たり食料支出額（名目）は5万4292円であるから、月

ビスを取り上げ、配食に対する補助の削減によっても、

30日の配食サービスを受けようとすれば、平均的な高

いったん外部化した高齢者の食は内部化の方向をたど

齢者世帯の食料支出額を大幅にオーバーしてしまうこ

らず、配食サービスに対する支出が強制的側面を持っ

とになる注３）。平均的な食料支出額を大幅にオーバーし

た外食支出として固定化されてきたことを確認するとと

ていながら、 １食600円というワンコイン前後の価格

もに、 社会保障としての配食のあるべき姿と生存権と

に抑えざるを得ないというところに、 この市場の狭隘

の関係について検討してきた。
食の生存権的意味を考える場合に留意すべきは、
配食を必要としている層ほど収入は低く、 弁当に対す
る価格志向を強めざるを得ず、 場合によっては配食か
ら排除されざるを得ないということである。 例えば、
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）の高齢者
アンケートによれば、アンケート対象とした高齢者（要
介護認定を受けていない者602人、介護・介助を必要
とする高齢者620人）のうち、 要介護認定を受けてい
ない者の場合、 世帯年収300万円未満の世帯割合が

きょう あい

注１）三菱 ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 平成25年度
農林水産省委託調査『高齢者向け食品・食事提供サービス等実態調
査事業報告書』2014年３月、12ページ
注２）大橋めぐみ・小柴有理江・小林茂典「非営利組織を活用した
農村地域再生の取組－コミュニティビジネスによる配食事業を事例
に－」『農村の再生・活性化に向けた新たな取組の現状と課題─ 平
成24 ～ 26年度「農村集落の維持・再生に関する研究」報告書』農
林水産政策研究所、2015年３月、179ページ
注３）現段階の食の自立支援による普通食１食当たり配食単価につ
いて各市町村のホームページから整理すると以下のとおり、市町村
によって負担額や配食回数上限にかなりの差があるが、 おおむね
500円前後である。
青森県南部町

１日１食の場合400円、 １日２食の場合900円

35.1％であるのに対し、 介護・介助を必要とする高齢

（１日２食以内）

者の場合、世帯年収300万円未満の世帯が51.8％と過

新潟県新発田市

注１）

半を占める

。介護・介助の必要な高齢者ほど食に

対する支援の必要性も大きいと考えられるが、そう
した高齢者を抱える家庭ほど世帯収入は低いのであ
る。
他方、 大橋めぐみ・小柴有理江・小林茂典の2012

宮城県仙台市

500円（１日１食週７回まで）
300円（市民税非課税者に限定、週１～２回）

茨城県牛久市

400円（月～土曜の昼、夕食、市の助成は475円）

栃木県鹿沼市

400円（昼食のみ、食材費として）

千葉県南房総市
千葉県船橋市

500円（週５回以内、非課税世帯は300円）
510 ～ 594円、（月～金曜の昼食・夕食、業者３

社から１社選択）
千葉県市川市

450円（夕食のみ，週１～３回程度）

神奈川県小田原市

500円（１日１食、月～土曜）

～ 2014年調査によれば、 高齢者生活協同組合（高齢

奈良県橿原市

400円（昼食のみ週５回まで）

協）の行う配食の１食単価が、 福岡高齢協で650円、

奈良県宇陀市

400円（週１～２回まで）

兵庫県稲美町

300円（昼食のみ、 町民税非課税世帯に限定、 月

長野高齢協577円、 沖縄高齢協600円と報告されてい
注２）

る

。例えば１食600円とした場合、高齢者のみ２人

世帯で月30日、１日２食の配食を受ければ、月当たり
26

とも
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～土曜）
岡山県瀬戸市

444 ～ 510円（昼または夜、 業者２社から１社

選択、週６食まで、市の助成は150円）
福岡県豊前市

350円（夕食のみ、最大毎日）
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せい

性が示されており、 市町村による相当額の助成がない

まず、 品目ごとの購入単価を見る。 調理食品と外食

限り、
「国産・高品質・高価格」の食材市場としては限

については購入単価が分からないので、ここでは魚介

界があることを物語る。なおかつこのようなワンコイン

類、肉類、野菜・海藻のうち、購入単価の分かる品目

前後の価格であっても、 平均的な食料支出額をオ ー

を対象として、 品目ごとの購入単価について、 ①2000

バ ーしているということは、 相対的に余裕のある世帯

～ 2002年の３年間の単価の移動平均と、 ②2014 ～

しか配食を受けることができないということを意味す

2016年の３年間の単価の移動平均を見ると、おおむね

注４）

。上記高齢協のうち、福岡の高齢協の全配食地

どの品目においても、またいずれの年においても、年

域と沖縄の高齢協の一部配食地域については自治体

齢階級が高いほど平均単価が高くなっている。全品目

からの補助が出ているが、 それでもこの単価である。

を挙げるのは煩雑なので、2000 ～ 2002年の魚介類

公的補助なしでこの単価を実現するには、ボランティア

のみ表示すれば、表１のようになる。

る

的労働に頼らざるを得ない場合も出てくるだろう。そし

また、 おおまかな全体像を見るために、 品目ごとの

てボランティアに参加できるのもまた経済的に比較的

購入単価の全品目合計値を品目数で除した単純平均を

余裕のある層だろう。 配食を必要としている低所得層

示すと、表２および表３のように、 魚介類、 肉類、 野

は、ボランティアとして参加する側からも配食を受け取

菜・海藻ともに、 年齢階級が高くなるほど、 購入単価

る側からも排除されがちになることは否めないだろう。

2014 ～ 2016年の野菜・
も高くなっている注６）。ただし、
海藻については年齢に伴う購入単価の上昇線は描けな

２

くなっている。

．食料主要品目細分類の支出動向

このように、年齢階級が高いほど、同じ品目群でも単

こうした点を統計的にも確かめるため、 食料支出に

価の高い商品を購入している。逆にいえば、低年齢階

ついて細分類別に検討してみよう。 資料としては本誌

級ほど価格志向が強いということである。 本誌Vol.42

ＶＯＬ.42と同じく総務省統計局の家計調査を用いる。

で述べたように、所得水準も低く、子育て世代に該当す

家計調査で消費水準指数が公表されているのが用途

るため育児・ 修学などに要する費用負担も大きく、 な

分類別であったため、これに合わせて、ＶＯＬ.42では

おかつ所得の伸びが停滞している低年齢階級において

支出項目も用途分類別統計を用いたが、 用途分類別

食品に対する支出額をできるだけ抑えようとして低価

統計では支出項目の品目細分類まで分からないので、

格の品を選ぶ行動が進んでいることを示唆している。

ここでは品目細分類別統計を用いる。また、品目細分

こうした傾向は特に、 同一品目内でも部位や品種に

類別統計は２人以上世帯についてしか掲載されていな

よる価格差が大きいと考えらえる「まぐろ」や「牛肉」

いので、２人以上世帯の統計を用いる注５）。

などで表４のように顕著である。

細分類別に検討するのは、 例えば穀類、 魚介類、

これらのことからは、確かに、高齢になるほど家計

肉類などの中分類を用いた場合、各分類のなかにも、

に余裕があり、 従って、 高齢者世帯を中心として品質

高価格の品目と低価格の品目があるため、消費抑制の
なかで高価格の品目が減少し、 安価な品目の消費に
移行しているとしても、 そのことが明確に判別できな
そ じょう

いからである。かといって、細分類すべてを俎上に載
せることは煩雑である。そこで以下では、食生活上の
位置付けが重要であり、実質支出額が大きく減少して
いる魚介類、 肉類、 野菜・海藻と、 高齢者に支出額
の特徴が見られる調理食品、 外食について、 細分類
の動向を見てみることにする。

注４）注３に示したように、非課税世帯については、市町村負担で
利用者負担単価を300円などに引き下げることで、 月当たり負担
額はようやく平均的な高齢者世帯の食料支出額を下回る
注５）用途分類とは、ある品目がどのような用途に用いられたかに
よって分類する方法であり、例えば「果物」という品目が自家消費
に用いられた場合には「食料」の「果物」に分類されるが、贈答用に
用いられた場合には「その他の消費支出」の「交際費」に分類される。
品目細分類とは、用途にかかわらず品目自体によって分類する方法
である
注６）家計消費における位置付けも消費量も異なる異品目の購入単
価を平均することは厳密な処理とはいえないが、ここでは大まかな
全体像をつかむためにこうした処理をする
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個々の高齢者の事例を見れば、その家計状況によって
そういうこともあり得るというレベルであり、高齢者全
体としては消費抑制傾向は見られないようにも見える。
前述した高齢者向け配食サービスなどに対する補助外
しとサービスの市場価格化によって、配食弁当の素材
としての高価格農産物の市場展望が開けるといえるの
だろうか。
こうした点をさらに検討するため、 次に、 ③2000
～ 2002年の３年間の購入数量の移動平均、 ④2014
～ 2016年の３年間の購入数量の移動平均（いずれも
世帯人員１人当たり）を取り、③と④を比べたときの購
入数量の増加率と購入単価の関係について回帰分析を
行ってみる。購入単価については、前述の①と②を比
べたときの購入単価の増加率の他、2000 ～ 2016年
の17年間の購入単価の平均も用いた。その結果は以下
のとおりであった。
まず、 魚介類について品目別の③と④を比べた購入
数量増加率（ｙ）と①と②を比べたときの購入単価増
加率（ｘ）の関係を一次式で近似してみると、表５のよ
うに、いずれの年齢階級においても、ｘの係数がマイ
ナスとなっている。また、ｘの係数、切片、近似式全
体ともに有意である。相関係数も0.6 ～ 0.7程度であり、
中程度あるいは強い相関が認められる。従って、高齢
層も含むすべての年齢階級において、価格の上昇が大
きな品目ほど、購入数量が減少するという関係があり、
価格に敏感になっているといえる。

の高い高級食材や食関連サービスの需要が見込めると
いえそうである。前述のような、介護・医療サービス分
野における高齢者の負担増が高齢者の家計にとって重
圧となり、高齢者の消費を抑制するというような状況は、
28
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なお、 魚介類について、 品目別の購入数量増加率
（ｙ）と2000 ～ 2016年の平均購入単価（ｘ）の関係を

大きい傾向があることから、年齢が低いほど、単価の
高い品目の購入を抑える傾向が顕著であるといえる。

一次式に近似してみると、表６のように、 年齢階級に

野菜・海藻については、 購入数量増加率（ｙ）と購

よってはある程度の有意性が見られ、ｘの係数はプラ

入単価増加率（ｘ）との関係を一次式で近似すると、表

スではあるものの、相関は弱く、平均購入価格の高い

９のように、40 ～ 49歳階級を除き、 回帰式自体は有

品目の消費が大きく伸びている状況とはいえないだろう。

意であり、 いずれの年齢階級もｘの係数はマイナスで
ある。従って、単価の上昇度が高い品目ほど購入を控
える傾向があるといえる。 相関係数は低めであるが、
弱い相関あるいは中程度の相関が認められる。ただし、
決定係数の値から見て、 単価の増加率以外の要素が
購入数量に大きく影響を与えていると考えられる。

肉類についても同様に見ると、購入数量増加率（ｙ）
と購入単価増加率（ｘ）の関係を一次式で近似した場
合、表７のように、 世帯主年齢の若い世帯では弱い相
関が認められるものの、回帰式の有意性は認められな
い。
また、購入数量増加率（ｙ）と平均購入単価（ｘ）と
の関係を一次式で近似すると、表10のように、ｘの係
数はすべての年齢階級でマイナスであり、 回帰式は世
帯主年齢70歳以上を除くすべての年齢階級で有意であ
る。従って、購入数量と平均購入単価との関係に関し
ても、平均単価が高い品目ほど購入を控える傾向があ
るといえる。 相関係数を見ても、70歳以上を除くすべ
しかし、購入数量増加率（ｙ）と2000 ～ 2016年の

ての年齢階級で0.4 ～ 0.5程度を示し、 中程度の相関

平均購入単価（ｘ）との関係を一次式で近似した場合、

が認められる。ただし、表９の場合と比べてｘの係数

表８のとおり、 すべての年齢階級においてｘの係数は

は小さい。また、決定係数の値から見て、平均購入単

マイナスであり、 世帯主年齢60 ～ 69歳の世帯を除き

価以外の要素が購入数量に大きく影響を与えていると

回帰式に有意性がある。相関係数も高く、ほぼすべて

考えられる。

の年齢階級で強い相関が認められる。 また、 相関係
数とｘの係数の絶対値は共に、 年齢階級が低いほど

以上のように、 家計調査によって品目別の消費動向
を見ると、魚介類の場合には価格の上昇度の高い品目
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の消費を抑える傾向、肉類については価格の高い品目

理食品であり、特に近年は価格が高騰して手が伸びに

の消費を抑える傾向が見られ、野菜・海藻の場合は価

くくなっている商品である。 減少率は年齢階級が低い

格の上昇度の高い品目の消費を抑える傾向が見られる。

ほど大きいものの、70歳以上層でも34％の減少となっ

この傾向を世帯主年齢階級別に見た場合、 魚介類と

ている。

野菜・海藻については一定の傾向は見られず、 肉類な

次いで減少率が大きいのは、
「そうざい材料セット」

どの場合には、 世帯主年齢が若いほど価格に敏感で

である。総菜材料セットとは、夕食材料セット、ファミ

あった。総じていえば、若い世代ほど価格の高い品目、

リーセット、おでん材料セット、鍋料理の材料セットな

価格の上昇している品目の消費を減らす傾向にあるも

どのことであり、店頭売り、宅配を問わない。これら

のの、高齢者世帯においてもそうした傾向を免れては

のセットは、特に宅配セットに典型的に見られるとおり、

注７）

いないといえる

。

メニ ューに応じたこまごまとした買い物の手間やメニ

調理食品と外食については、同じ品目や同じメニュ

ューを考える手間を省くことができるが、 他方で、 材

ーでもメーカーや店舗によって内容が異なることもあり、

料をそれぞれの単品で購入するよりも単価が高くなりが

家計調査では単価のデータが得られないので、支出額

ちであり、加えてこれらはあくまでも「材料」であり、結

の推移を見てみることにする。 まず、 調理食品につい

局家庭で調理しなければならない。 従って、コストの

て、 世帯主年齢階級別に世帯人員1人当たり支出額の

割には手間が省けず、ネットスーパーなどによるセット

2000 ～ 2002年の3年間の移動平均と、2014 ～ 2016

以外の単品食材の宅配も広がってきたこともあって、コ

年の3年間の移動平均を比べ、 その増加率を見ると、

ストパフォーマンスの悪い食材と見られていると考えら

表11のように、全年齢平均で見て最も減少率が大きい

れる。年齢階級別に見ると、若い層で減少率が大きい

のは「うなぎのかば焼き」であり、どの年齢階級でも大

が、70歳以上でも29.4％の減少を見せるなど、高齢層

きく減少している。
「うなぎ」といえば少しぜいたくな調

でも減少していることから、高齢層においてもコスト志
向を強めていると考えられる。
主食的調理食品の内訳にも注目したい。 主食的調
理食品全体としては、60歳以上で大きく伸びているが、
伸び率の順番としては、 調理パンの伸びが著しく、 次
いで、おにぎり、弁当、すしの順であり、すしの増加率
は低い。これは、60歳以上の世帯が、主食的調理食品
を購入する際、栄養バランス感とコストを勘案した結果
（すしは高い上に野菜が不足する、弁当はバランスが取
れているがやや割高、おにぎりは安くて手軽だが野菜
注７）厚生労働省「乳幼児栄養調査」（調査対象は6歳未満の子ども
のいる世帯およびその子ども）では、2015年調査から社会経済的
要因と乳幼児の食の関連についての調査項目を盛り込んでいるが、
その調査結果によると、若く生活にゆとりのない世帯が子どもの食
を犠牲にせざるを得ない状況が明らかになっている。「平成27年
度乳幼児栄養調査結果の概要」では、
「社会経済的要因と主要食物の
摂取頻度」の関係（回答者は２～６歳児の保護者）を調査した結果
について「魚、大豆・大豆製品、野菜、果物は、経済的な暮らし向
きが『ゆとりあり』で摂取頻度が高い傾向がみられ、 菓子（菓子パ
ン含む）、インスタントラーメンやカップ麺は、経済的な暮らし向
きが『ゆとりなし』で摂取頻度が高い傾向がみられた」と述べてい
る。家計調査において、若い世代ほど低価格志向であることと整合
的な結果といえるだろう

30

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44

【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

研 究 ノ ー ト 農業問題と地域社会

もタンパク質も不足する、調理パンは手軽で安い上相

高い品目や価格上昇の見られる品目の買い控え、調理

対的にはバランスが取れていると感じる＝実際にバラ

食品や外食におけるコストパフォーマンスの悪い品目へ

ンスが取れているかどうかは別として）と考えられる。

の支出減少など、年齢階級を問わず、食に対する価格

次に表12によって外食についても同様に見てみよう。

志向が広がっている。このような価格志向は、消費者

一般外食のなかでも全年齢平均で減少率が最も高い

が食品の安全性や産地の評価をせず、 好んで価格を

のは中華食である。 世帯主年齢階級別に見ると、 年

第一の選択基準とした結果ではない。食に関する消費

齢階級の高い部分ではほとんど減少していないが、若

者の意識については、 各種アンケートが実施されてい

い年代での減少が激しい。

るが、 国産志向、 安全志向、 高品質志向の高まり、
農業・農村回帰意識の高まりを示唆するものは多い。
例えば、 農林水産省が2009年12月に実施した消費
者モニター調査によると、
「農産物を購入する際、国産
品と輸入品をどの程度意識していますか」という問いに
対し、
「
『できるだけ国産農産物を購入しようと意識し
ている』 が67.9 ％と最も高い割合で、 次いで『どちら
かというと国産農産物を購入しようと意識している』
（27.2％）であった」と報告されている。また、
「生産・
製造・流通過程・輸入等を通じて、どのような食品に
不安を感じるのか伺ったところ、
『外国産生鮮野菜 』
が52.3％と最も高く、次いで『外国産精肉』
（45.2％）、
『原材料が外国産の加工食品』
（42.0％）であった」と
されている注８）。

次いで減少率が高いのは、 すしである。 これは調

こうしたモニター調査は、無作為抽出調査と異なり、

理食品の場合と同じく、 価格志向の高まりによるもの

モニター登録時点で国内農業に理解のある者がより多

と考えられ、すし店で外食する場合も、回転ずしなど

く登録に応じた可能性が高いが、 外国産農産物の安

の単価の安いすし店に消費者が流れているものと考え

全性に不安を感じ、 国産農産物を志向する消費者が

られる。 世帯主年齢階級別に見ると、 若い世代で支

かなり存在することを示している。 ただし、
「できるだ

出額が伸びているのに対して、中高年齢階級における

け国産農産物を購入しよう」という意識は、何に対して
「できるだけ」なのかを考慮する必要がある。最も考え

支出額の減少が激しい。
また、 他のめん類外食（パスタ類を主体とするもの

得るのは「自分の家計が支払える範囲内でできるだ

と考えられる）の消費額の増加が大きく、 特に高齢層

け」ということである。だとすれば、この「できるだけ」

の伸びが大きい。また、ハンバーガーの消費額も伸び

がどの程度実際の消費に結び付くかは、 家計所得の

ているが、 若年層ではすでに伸びが止まっているのに

程度による、といえるだろう。

対し、 高齢層では大きく伸びている。 総じていうなら

事実、こうした不安と裏腹に、また、外食や加工食

ば、高齢層の外食消費は、総額としては伸びつつも、

品における原産地表示の浸透にもかかわらず、農産物

その内容としては、すしの減少とハンバーガーやパスタ

の輸入は減っていない。

の増加であり、 こうした外食を提供するチェーン店の
普及と食文化の変化を伴いつつ、安価な物に置き換わ
りつつあるといえる。
以上に見てきたように、 生鮮食材についての単価の

野菜輸入の動向と特 徴を分析した深瀬浩三は、
注８）農水省

平成21年度農林水産情報交流ネットワーク事業全

国アンケート調査「食品及び農業・農村に関する意識・意向調査結
果」による
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「1990年代半ばから2010年頃にかけて、日本における

のとおり、2006年ごろにピークを迎えた後、やはり冷

野菜類の輸入量全体は、 増減しながらも全体的に増

凍餃子事件などを経てやや低下したとはいえ、2008年

加の傾向である」こと、
「1990年代後半以降、 日本に

には低下傾向は止まり、 野菜を例に取れば2008年以

おけるアメリカ産の野菜類の輸入は、 安価な中国産に

降は50％以上の水準を保っている。

置き換えられている」こと、
「中国の代替産地として開

このように、 消費者の意向調査から見えてくる国産

発輸入が進展しているタイなどの東南アジア諸国も、

志向、安全志向は、家計調査などから見えてくる消費

日本向けの野菜類の輸出が少しずつ増加している」こ

動向や貿易統計から見えてくる輸入動向とまったく乖

と、
「輸入野菜の１kg あたりの単価については、日本

離してしまっている。消費者の意識は国産・安全志向

産に比べて安 価な野菜が 輸入されている」 こと、

であるが、 実際の消費は価格志向（とそれに基づく輸

「2000年代半ば以降も中国産の農作物・ 食品の安全

入品志向）になってしまっているといわざるを得ない。

性に関わる問題が発生したが、依然として地理的に近

そしてこうした乖離の背景には、 本誌VOL.40以降で

い中国は、日本にとって野菜類の最大輸入相手国の地

述べてきたような所得の低下、 社会的に強制される支

注９）

位を維持している」ことを指摘している

。

かい

り

出である社会的固定費目の増加、そして将来に対する

また、財務省の貿易統計によって最近年までの農水

不安感があり、これらのことが、例え現在はある程度

産物輸入量の推移を見ても、図１のとおり、 中国から

所得があったとしてもそれをすぐには消費に向けず、

の輸入量は、段ボール肉まん事件（2007年）、冷凍餃

「日常的な出し入れ・引き落としに備え」る程度の貯蓄

子事件（2008年）などの後2009年ごろまでは大きく減

を形成して将来不安に備えるという消費行動を惹起す

少したものの、 その後は再び増加し、 最近年では若

るのである注10）。

じゃっ き

干減少傾向にあるものの大きな減少は見せていない。

国内産食料の需要額が伸びるとすれば、 その需要

また、 世界からの輸入量に占める中国の位置も、図２

として考えられるのは、①外国からの需要の拡大、②
同一品質の食材であっても国内における輸入食材から
国産食材への置き換えによる需要量の拡大、 ③同一
品質・ 価格の食材の消費量の拡大による需要量の拡
大、④高品質・高価格の商品への置き換えによる消費
額の拡大、といった道が想定し得る。①については期
待されているところではあり、2012年には農林水産物・
食品の輸出額が4497億円であったものが2016年には
7502億円まで伸びている注11）。
ただし、 この間2013年から「異次元の金融緩和 」
が行われており、円相場（東京市場・スポット・中心相
場）は2 012年の１ドル79.79円から2 016年には10 8.77
円まで下落していることを考慮しなければならない注12）。
注９）深瀬浩三「日本における野菜類の輸入量と国産出荷量の変化
―1990年代半ばから2010年を対象として―」
『鹿児島大学教育
学部研究紀要.人文・社会科学編』第67巻、2016年3月、45 ～
46ページ
注10）将来不安の端的なものが、 国際的に見て非常に高い学費負
担や、年金をはじめとする社会保障に対する不安であろう
注11）農水省「農林水産物・食品の輸出額の推移」による
注12）日本銀行「時系列統計データ検索サイト」による
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金融緩和の「出口」が模索されている現在、輸出の

識が「なぜわれわれは安全・安心な物を食べさせても

抱えるリスクも小さくない。 また、 農林水産物・食品

らえないのか、日本の農業はなぜわれわれに安全・安

輸出の2019年目標額とされている1兆円を達成したとし

心な物を供給してくれないのか」という不満に転ずる可

ても、2015年の農林水産業総産出額（加工食品は含

能性さえ秘めている。結局、
「そこそこ安全な物を、そ

注13）

、 国内農林水

こそこの値段で、普通の生活者たちに、いかにして国

産物の需要の９割は国内需要に支えられている。②は

産で提供するか」
、ということが最大の課題なのではな

同一品質を前提とすれば価格は外国産の方が安い場

いだろうか。

まない）約10.8兆円の1割程度であり

合が多いから現状ではあまり期待できない。③は人口

同時に、 消費者の需要力を上げるため、 所得階級

減少下ではほぼ期待できない。 ④は国産農産物の高

中位以下の世帯の所得をいかにして上げていくかが課

品質・高付加価値化・６次産業化路線として追求され

題となる。 その中心に据えるべきはもちろん賃金の引

ているところであるが、所得向上がなければ期待でき

き上げである。しかし、現状から見て、農業経営者が

ないだろう。

雇用労働者の賃金引き上げのためになし得ることは少

加えて、 需要の促進には所得向上以外の要素も無

ない。 また、 農業生産現場に雇用労働の導入が広が

視できない。特に最近、
「消費」ということそのものに

れば広がるほど、 農業経営者が賃金引き上げの運動

対する懐疑が徐々に広がりつつあることには注意して

で賃金労働者と協調する契機を見いだすのはなかなか

おくべきだろう。必要最低限の物しか持たない「ミニマ

難しくなっていくというのが現実であろう。農業経営者

リスト」が増加しているといわれている。かつては車を

と賃金労働者が協調しやすいのは、現状では賃金より

持つ若者も多かったが、現在では車は必ずしも若い人

もむしろ社会保障ではないだろうか。社会保障の切り

たちの憧れではなくなった。 家についても持ち家志向

下げは、 農業経営者にとっても賃金労働者にとっても

は根強いが、賃貸という選択あるいはシェアハウスとい

同様に将来不安をもたらし、それは消費不況の一因と

う選択をする者も増えている。 そしてそれは確かに所

もなっている。将来安心な、いわば「宵越しの金」を

得が低迷しているせいでもあるが、
「物を消費する」と

持たずに消費につぎ込んでも安心できる社会保障を目

いうこと自体に対する感覚の変化もある。 多くの物を

指して農業経営者と賃金労働者が協調することが求め

消費することは必ずしも幸せなことではない。 資源も

られている。

無駄遣いする。 だから物を消費することは必ずしもよ
いことではない。こうした考え方が少しずつ広がるなか
で、農産物だけが例外に位置することはもはや困難で
あろう。 食品を大量に作って多く食べることは不健康
にもつながる。 とはいえ少量であっても高価格な物の
需要が増えるかというと、 その需要者は限定的となら
ざるを得ない。
もともと品質に優れた日本農業が、 その方向性を極
限にまで高め、高価格であっても安全・安心・高品質
を求める需要に対して応えることは、 日本農業の特徴
を生かした生き残り戦略として必要であることは言うま
でもない。しかし、日本農業がそこだけに特化すれば、
多くの消費者は置き去りにされてしまうし、農業の側に
とっても生き残ることができるのは点的な存在にすぎな
くなる。 消費者の意識は高まっているだけに、 この意

注13）農水省「生産農業所得統計」「漁業産出額」「林業産出額」に
よる
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平成29年度 ＪＡ組織基盤強化フォーラム

報 告

～多様化する正・准組合員といかに向き合うか～開催報告
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

くろ

ぎ

ひで

と

黒木 秀人

ＪＣ総研とＪＡ全中は、2017年8月24日（木 ）に経

農協改革は上からの改革で

団連ビル（東日本会場）で、8月29日（火）に新大阪ワ

あり、 政府主導の農協改革で

シントンホテルプラザ（西日本会場）で「平成29年度

は、
「協同組合 」という制度を

ＪＡ組織基盤強化フォーラム～多様化する正・准組合

破壊する。 いわば制度の危機

員といかに向き合うか～」を開催した。

である。 しかし、 組合員の方
も今回の農協改革に対し、 期

冒頭でＪＡ全中の比嘉政浩専務（東日本会場。 西
日本会場はＪＡ全中肱岡弘典常務）は「創造的自己改

待する声もなきにしもあらずで
あり、しっかり見ておかなければいけない。

革を組合員の皆さんに評価いただくために『営農経

農協改革の具体的な取り組み例のなかでは、 立ち

済部門』と『組織基盤強化』、その２つが本日の大き

止まって何もしないというＪＡがあるような状況は、改

なテーマであろうと思っているところで、本日のフォー

善していかなければいけない。 ＪＡの職員は、 農協

ラムが皆さまにとって有意義な場になり、それぞれの

改革についてＪＡの取り組みを話せるようなレベルに

ＪＡにお帰りになり、リーダーシップを発揮していた

まで持っていってほしい。

だくにあたっての一助となれば、 主催者としてこの上
ない幸せである」と挨拶した。

「アクティブ・メンバーシップ」では、できるだけ自
覚的な組合員を増やしていきましょう、 ということに
尽きる。 組合員とのつながりをもう１回見直し、 ＪＡ

1

34

引き続き、滋賀県立大学の増田佳昭教授が、

の目的は何か、ＪＡの強み、また、ＪＡが必要とされ

「ＪＡ組織基盤強化にどう取り組むか」として

る組織として将来に向かって存在し続けるために何が

課題提起した。

必要か、 しっかり考えていきたい。 そのために、 組

◎滋賀県立大学 増田先生（東・西日本会場）

合員アンケートは自己点検の手段、手法として有効な
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のでぜひ活用していただきたい。
もう１つは、
「参加」というキーワードである。また、

如実に表れている。
「子供たちへの農業体験 」に対する期待が、 若い

組合員のＪＡに対する親近感や期待感といった意識、

層の男性も女性も高く出ており、農に関わる取り組み

これもつながりの指標になる。ＪＡの利用結集は組合

を強化していくべきである。

員の利益にもつながり、 ＪＡと組合員はwin-winの関

ＪＡに期待する役割では、 正組合員では「地域農

係になって、 持続的に助け合うことができる。 組織

業の振興」、准組合員は「安心できる農産物、食料品

基盤をきちんと強めていくことが、ＪＡの組織の事業

の提供」が高くなっている。特に准組合員は「地元農

の底上げや伸長にもつながっていく。

産物を食べて応援したい」、 とりわけ若い層において
は、農業と関わりたい、農業体験をしたい、つくって

次にＪＡ全中 馬場利彦参事兼ＪＡ支援部長が、

２ 「組織基盤強化の取組みの現状 」について報

応援したいという方が２～３割存在する。これに応え
る農の応援団づくりは、大きな可能性を持っている。
50ＪＡのうち、上位の５ＪＡに共通しているのは、独

告を行った。
◎ＪＡ全中 馬場参事（東・西日本会場）

自のチラシやパンフレットの資材を使い、組合長から

多様化した組合員のＪＡとの

「ＪＡは協同組合、 総合事業なのです」としっかりと

関わりやニーズを把握するため

説明し、理解促進していることで、それが「わがＪ

にアンケート調査・分析を行い、

Ａ」意識向上の決め手と見て取れる。 また、 参加率

改善する施策、 効果的な施策

30％以上の活動、とりわけターゲットを絞り込まない

手法のＪＡへの一般化・普及の

上位ＪＡの特徴
不特定多数活動が３つ以上あるのが、

ため「ＪＡ組織基盤強化推進

だ。中期的に取り組むべき事項としては、
「支店の利

マニュアル」を策定した。ターゲット別に取り組んで

用度」「組合員組織の参加率」「意思反映目的の会合

いることを「ＪＡ組織基盤強化に向けた施策事例集

出席率」をそれぞれ向上させることもポイントである。

（100選）」に掲載している。なお、総合ポイントは、

また、 事業利用については複合利用へ誘導してい

データのツールとして極めて効果的であると考える。

くことが重要であり、総合ポイントの活用が効果的で

導入のご検討をいただきたい。

ある。活動は複数の活動への参加に加えて特定少数

組合員アンケートの集計済みの50ＪＡを分析すると、
「活動参加 」「組合員組織加入 」「意思反映 」「運営
参画」の点数が高いところほど、
「意識」が高い。准

のターゲットを意識して取り組むことが意識向上に有
効である。訪問活動は、頻度が高い方が組合員の意
識が高まるという結果が出ている。

組合員でも「活動参加」が高いＪＡほど「意識」が高

短期的には2019年４月の1000万人全組合員調査

い。 非事業面での行動・活動がポイントだ。 正組合

の実施をにらみ、ＪＡの置かれた状況、理解促進の

員で考察すると、
「多様な担い手（販売なし）」 が意

訪問活動、イベントへの取り組みを進めつつ、中期的

識・行動も低いという状況だ。 次に、 正組合員の性

には着実に、アクティブ・メンバーシップ拡大を効果

別・年齢別では、 正組合員の男性・65 ～ 74歳が、

的、効率的に進める。それが准組合員利用規制の導

階層的には意識・行動共に一番高い。一方、75歳以

入や「代理店化しろ」という政府、規制改革会議の姿

上の方、 特に女性は、 行動はあるけれども意識は低

勢に対抗し、跳ね返すことにつながる。

い。 これは准組合員についてもいえるが、75歳以上
は行動にかかわらず意識が低い。しかし、准組合員
の若い世代は、 ＪＡに対する意識、 とりわけ「親し
み」があるということで、明るい兆しがある。
基礎組織への参加率が高いと、意識も高いことが

３

次に、増田先生をコーディネーターとし、
「組
合員メンバーシップ強化の効果的なポイントと

は」をテーマにパネルディスカッションが行われた。
＜パネルディスカッション「組合員メンバーシップ
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強化の効果的なポイントとは」登壇者＞

集落営農組織連絡協議会を2008年に立ち上げた。
現在、 管内で79組織が加入し、 そのうちの40数組

＜ＪＡ＞
ＪＡ岩手ふるさと 常務理事 高橋 隆氏（東・西）

織は法人になっている。

和氏（東）

販売事業の目標は「１円でも高く」だ。
「岩手奥州

ＪＡ兵庫南 代表理事専務 中村 良祐氏（西）

米 」という商標登録をして、 慣行栽培米を基準に栽

ＪＡ大阪南 代表理事専務 土井

培方法に応じて加算、 単価を上積みする栽培格差加

＜有識者＞
滋賀県立大学 環境科学部 生物資源管理学科

算制度を取り入れた。 岩手県内で作付けできず、 生

教授 増田 佳昭氏（東・西）

産数量目標を消化できなかった分を、すべて引き受け

福島大学 経済経営学類 教授 小山 良太氏（西）

る覚悟で県内に呼び掛けた。また、震災で沿岸部の

広島大学 生物圏科学研究科 助教 小林 元氏

ＪＡで作付けできない農地も譲り受けた。
一方の購買事業は「１円でも安く」。90％以上は組

（東）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員 西井 賢悟氏

合員の皆さまから利用していただいているという自負
がある。2002年から2003年ごろ農薬関係の入札をや

（東・西）
ＪＡ全中 専務理事 比嘉 政浩氏（東）

り、今でも農薬は、系統農薬以外はすべて系統外取

ＪＡ全中 参事兼ＪＡ支援部長 馬場 利彦氏（西）

引である。かつて組合員から「ＪＡの資材は高い」と
いう意見が総代会で挙がっていたが、 今はそういっ

◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務（東・西日本会場）
私どもでは「農業 生産と販

「農業マイスター制度」は、2004年から当ＪＡが独

売において信頼できる仕組み

自に展開している新規就農・担い手育成のための制

を構築する」ことが大前提にあ

度だ。期間は２年間で、１年目はＪＡの特別臨時職員

り、ミッション、存在意義として

扱いとして給与をもらいながら研修し、２年目は実際

「販売を事業推進の核とし、生

に就農、あるいは就農に向けた準備を進める。今年

産者と消費者を結び付けるネッ

度までに19人がこの制度を利用した。

トワークを構築します」と宣言している。昨年と今年

「農業マイスター制度」により新規就農した20代か

は、北海道日本ハムファイターズの大谷翔平選手とイ

ら30代のピーマン栽培者で「Growth（グロース）」と

メージキャラクター契約をして、活躍していただいて

いう生産者グループを組織し、情報交換や先進地研

いる。

修などを行って、技術向上に向けて切磋琢磨している。

地域住民や准組合員にＪＡを知っていただく、身近

36

た話題は出てこない。

せっ さ たく ま

多様な販売ツールのため、地産地消・情報発信の

に感じていただくためのアイテムとして「ＪＡくらしの

拠点として産直施設「産直来夢くん」をオープンした。

サポートガイドブック」を作り、組合員の皆さまに共通

売り上げは年々伸びており、正組合員農家のお母さん

してお伝えしたい話題や新しい事業の伝達手段とし

方や非農家の方にも出荷者になっていただき、 今後

て活用している。また、ＴＡＣが始まる以前から「営

期待している。

農アドバイザー」を配置し、 組合員ニーズをくみ取る

また当施設を中心に、ターゲット別にさまざまなく

体制を整備してきたが、昨年度より、さらなるサポー

らしの活動の取り組みを実践している。
「離乳食教

ト体制の強化のため、各地域の営農経済課に13人の

室」「幼児食教室」は、年２回のペースでやっており、

「営農アドバイザー兼担い手担当」の職員を配置し、

発展形で子育て支援サークル「にこにこクラブ」が立

担い手個人や集落営農組織の指導に当たっている。

ち上がった。離乳食教室・幼児食教室に参加したお

今年度はさらなる強化のため22人に増員した。2006

母さん方が、自分たちの趣味の活動だったり、こうい

年当時120組織の特定農業団体が誕生し、その後、

うことをやってみたいということで立ち上げたサ ーク
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ルである。 会員が年々増え、 全員、 准組合員になっ

在は組合長以下全員の常勤役員が出席し、意見を拝

ていただいている。

聴するような仕掛けをしている。

総合ポイントは、2014年４月からスタートし、会員

農家への全戸訪問も年２回実施している。 地元の

数は本年２月末で1万6487人。 直売所での加入が好

南河内産米を売りにした「マジックライス」は、ＪＡの

調であり、 毎月100人以上会員数が伸びている。 特

災害用備蓄の他、消防団員や管内の小学校５年生に

徴的なのは、員外の方もかなり多いということである。

提供したり、訪問時に「粗品」として持って回ってい

総外務活動は、毎月第３水・木曜日、地区を２日間

る。また、年金受給口座指定者の誕生日にはプレゼ

に分け、正職員全員で正組合員と一部准組合員を訪

ントとしてお菓子を届けており、 お年寄りから非常に

問している。留守のお宅も正直多いが、安否確認など

喜ばれている。

の意味もある。訪問時は広報誌などを持参し、ぜひ

ＪＡ広報誌の『はばたき』は、正組合員はかなりの

伝えたい情報については、直接手渡して説明している。

高い確率で毎月読んでいただいている。主要４大新聞

「アンケ ート結果 」では、
「多様な担い手（販売な

に折り込みしている、年２回発行の情報誌『J-station』

し）」、50 ～ 60代の意識が低かったことから、 これ

も地域に浸透しつつある。

らの層をターゲットにして、エンディングノートの取り

各支店では、５年ほど前から「ふれあいプロジェク

組みを、 昨年から実施している。 好評のため、 今年

ト」を実施しており、常勤役員はイベントには必ず顔

は職員が内容をより深く理解するために、支店職員を

を出すよう心掛けている。
「自ら考え、自ら行動する、感動を与えるＣＳ活動」

中心にセミナーを開催した。
◎ＪＡ大阪南 土井専務（東日本会場）

として、支店ごとにスローガンを考えている。一方で、

当ＪＡの経営理念は、
「農と

合併後、長年の成果主義を取りやめ、渉外担当、支

緑を守り、 地域社会の発展に

店長などの実績主義のウェートを抑える人事考課制度

寄与するため、 役職員自ら意

に改めた。ＣＳ活動の一環として、２年前に全店舗に

識改革により、リーダーシップ

コーヒー・紅茶・水を自由に飲んでいただける給茶機

を発揮します」だ。

を導入したところ来店者に喜ばれている。

自動車・農機整備センター、

農業祭などは、地域の役員、地域とのふれあいの

民間車検工場があり、 営農経済センター方式になっ

場だ。また、ジュースを活用した「ふれあいフェスタ

たのは合併後の2001年４月１日、29支店になったの

キャンペーン」は、購買事業としては成り立たないが、

が2003年４月１日で、翌年から貯金が増加し、約20

約2000人もの人を集めるイベントは他ではできない。

年間で２倍の規模になっている。 貯金の増加に比例

当ＪＡは「年金友の会」はないが、年金優待旅行は

し、准組合員の人数が急増している。
農産物直売所「あすかてくるで」は現在２店舗。農
家所得の増大と地域住民に対する安心・安全・新鮮

非常に喜ばれ、毎年１割程度は参加者が増えている。
常勤役員全員が各班に分担・添乗し、懇親を深めて
きている。

な農作物の提供は、 ＪＡにしかできない事業活動で

岩手県大槌町の「奇跡の復興米 」を使った復興米

あると確信している。来年はポイント制導入を検討し

栽培の取り組みは、 東日本大震災を風化させない活

ている。 また、 新規加入の組合員向けに、 ＪＡの事

動だ。マスコミの関心も非常に高く、今年も地元の小

業や地域農業を紹介するパンフレットを発行している。

学５年生の児童と一緒に田植えをやった。 ＮＨＫか

当ＪＡの中谷組合長は、 あらゆる地域の集まりに

ら取材があり、関西版で組合長のインタビューがテレ

積極的に参加し、組合員・地域住民との対話を実施

ビ放映されたり、他の新聞にもかなりの回数で取り上

している。 役員の縦割り廃止で、 以前は営農担当常

げていただいた。

務しか接点がなかった青年部や女性部の会合に、現

基礎組織として、 集落ごとに正組合員による実行
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組合を設置している。支店単位の「実行組合長会議」

支店事業所だより、 三世代交流活動の３つには必ず

では、定期的に会合を開催する他、年１回程度、１

取り組むようお願いしている。

泊２日の研修旅行で懇親を深めている。 予約肥料や

次は「にじいろ農園 」。 もともと各支店に農園があ

広報誌『はばたき』の配布もお手伝いしていただいて

るが、
「にじいろふぁ〜みん」に併設して、2016年４月

おり、ＪＡにとって非常に強い組織基盤であると認識

に121区画の農園を開園している。それから、ふぁ〜

している。

みん食農 教育支 援 金 制度を2010 年度から始め、

◎ＪＡ兵庫南 中村専務（西日本会場）

2016年度では63団体、２万人の方にご参加いただい

支店は15あり、 営農経済セ
ンターは４つで、４つのブロッ

准組合員対応として「ＪＡ利用者懇談会」を設置し

クに分かれている。 直売所は

ている。 懇談会員は15支店から各２人で計30人、 任

「ふぁ〜みんSHOP」７つに加え

期は１年限定だ。 新陳代謝をして、 ＪＡファンをどん

て、
「にじいろふぁ 〜みん」は

どんつくっていこうということだ。意見がスムーズに出

大型の店舗。 また、 福祉の関

るよう、 意見交換の班は固定している。 そのなかで

係は本体で運営している。

交流が非常に進み、仲が良くなり、メールのやりとり

組合長の直轄で自己改革推進委員会を、2016年10

もされる。常勤役員全員がこの会に出席するようにし

月1日に立ち上げ、若手のワーキンググループも立ち上

てきた。アンケート結果からも、ＪＡ利用者懇談会の

げた。 人材育成を重視する観点から、 この規模のＪ

取り組みが、担い手経営体や中核的担い手に並ぶほ

Ａには珍しく人事部を設置している。また子会社は３

どの、准組合員の高い意識点・行動点に結び付いた

つある。事業ガイドブックを新規の組合員に加入いた

ということが見て取れる。

だいたときに渡している。

総代会、 地区別総代懇談会、 支店別総代懇談会

アクティブ・メンバーシップ確立に向けた組織対策

も毎年開催しているが、 本人出席率にこだわって、

として、総代の下に「支店ふれあい委員会」や「にじ

支店長からの声掛けを徹底しており、いずれも９割前

いろ委員会」「女性委員会」など多様な組織を置き、

後の本人出席となっている。

それぞれに特徴ある取り組みを行っている。

栽培講習会や加工品の講習会、にじいろ農園、研

支店ふれあい委員会は、ふれあい活動が中心で、

修果樹園を整備している他、 育農塾にも取り組んで

運営に対する意見・要望も伺っている。にじいろ委員

いるが、 市街化区域の方のなかには農業をしたくて

会は「にじいろふぁ〜みん」の運営について生産者・

も断念する方がいるし、 調整区域の方で販売なしで

消費者の意見を聴くとともにイベント企画も行う。 女

自給もない方は、 営農組合や個人に完全に任せてい

性委員会は、理事会推薦の女性理事の登用があるの

るので、 今さら農業を通じてＪＡへの意識、 意欲が

で、女性総代のなかから理事になっていただくのにふ

上がるかというと、若干疑問に思うところはある。

さわしい方を推薦できたらと、立ち上げていたが、今
後は女性正組合員での構成とする。

私どもも組合員訪問を行っており、今は第２土・日
に広報誌を配っている。准組合員が増えてきているの

また「レディースカレッジ」は2011年度から年に６〜

で、職員から、組合員訪問はちょっと厳しいという意

「男ディーカレッジ」を今年度から
７回開催しており、

見もあるが、組合員との意見交換、話を聞くことを訪

しようということで募集している。その他「ちゃぐりん

問の目的に据えて、積極的に取り組んでいきたいと考

スクール」や「ギターサークルふぁ〜みんず」など、幅

えている。

広い年齢層のメンバーが活躍できる場を用意している。

＜営農関係＞

支店のふれあい活動は、支店長、副支店長、事業
所長が中心に対応をしており、 地域の清掃活動と、
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ている。
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き、一緒に話し合いをしてきた。また、今までの自己

りに本気で取り組むには、単発のイベントでなく、学

完結型農業から集落営農や特定農業団体を立ち上げ

びの場づくりや、 仲間づくり、 趣味づくりといったも

るのは、なかなか厳しい。

のをトータルで、総合的にきちんとやっていく必要が

米を中心とする販売活動を自負して取り組むＪＡな
ので、 水田機能を失うことは非常に問題と考え、 組
合員の皆さんには、
「とにかく農地を荒らさない、 水

あると考える。
◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務
正組合員としてＪＡ事業に関わっていただくために、

田機能を維持する。 そして、 いつか近い将来、 米を

産直を立ち上げた。しかし、
「産直＝新鮮野菜」であ

自由につくれる時代になったら、自信を持って米をた

り、私どもは米中心でやってきたので、園芸が、畜産

くさんつくりましょう」と段取りをしてきた。

と米に比べたら販売高も少ない。 野菜園芸教室を

ゆい

集落営農の課題は、後継者不足などがあり、
「結」

2002年から女性部を中心に、
「自家野菜をつくりま

の精神なりをもう一度考え直そうという切り口で、 一

しょう」「畑があるのに畑を遊ばせておくのはもったい

気に120組織が立ち上がった。とにかく集落に入り込

ないよね」とずっと呼び掛けてきた。一定の要件はあ

み、ＪＡが組合員の要望などをくみ取る。そういうこ

るが、 種子は無償、 苗は半額助成を行っており、

とを繰り返しやってきた。

徐々に野菜園芸教室からも出荷会員が出てきている。

＜組合員アンケートの分析から＞

◎ＪＡ大阪南 土井専務

◎ＪＣ総研 西井主任研究員

当ＪＡも直売所と併せて、農業塾もやっている。今

今回、 アンケ ートの分析を

までだったら家庭菜園だけやっておられた方が、組合

行った。 農業との関わりが深

員になって、 定年帰農者としてつくっていかれる方が

い組合員ほど、ＪＡとの関わり

かなり増えている。

も深いのだということを、 今回

営農指導部では「つくり隊」を編成し、出荷者の方

の組合員アンケートを通じて確

がどんどん増えてきている。また、当ＪＡは加工場を

認できた。

３カ所持っていて、 みそ、 半夏生餅、 総菜など自由

はん げ しょう もち

気掛かりな点の１つは、
「多様な担い手（販売な

に使っていただいている。うちのイベントの参加率が

し）」の方々が、アクティブ・メンバーシップ行動点、

高いのは、奉仕をしてくださる方がいたり、青壮年部

点数がかなり下がることだ。ＪＡは今販売を行ってい

が餅つきをしてくれたりと、協力体制が軌道に乗って

ない正組合員、 あるいは家庭菜園などを行っている

いるからだ。 私たち職員も入り込むことで、 うまく関

准組合員の方々に対し、農産物販売への誘導に力を

係ができているのかと思う。できればそういう直売所

注ぐべきではないかと考える。 重要になるのが、 園

を、小規模でも持っていくべきかと個人的には思う。

芸塾のようなものではないかと思う。

◎ＪＡ兵庫南 中村専務

「多様な担い手（販売なし）」の方々が准組合員の
「家庭菜園等あり」に比べても、
「親しみ」「必要性」

栽培講習会、加工品の関係、にじいろ農園、市民
農園をずっと展開している。研修の果樹園も開設して、

といったものの意識が低くなっている。これは、ＪＡ

育農塾も子会社ふぁ〜みんサポートが放棄田対策と

の組織基盤が揺らいでいるといえるのだろうと思う。

就農関係の人を増やそうと立ち上げて募集し、 カリ

「多様な担い手（販売なし）」では男女共に、かなり高

キュラムに座学も入れ、 専業農家の方への勉強も入

齢層の方々の意識の点数が低い結果になっている。
「多様な担い手（販売なし）」の部分の意識を高め

れ、加古川市からＰＲもよくしてもらった。
直売所は大型店舗が１つと小さなものが７つある。

るには、高齢者対策のようなことが重要かと思う。65

販売なし、それも自給もない方に再度世に復活という

歳以上の高齢者、 男女の組合員がＪＡに期待してい

のは若干苦しいかと思う。そこでその方々には、生き

るのは「生きがいづくり」で、高齢者の生きがいづく

がい、准組合員さんのサークル的なものを増やしてい
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くしかないかと考えている。ギターサークルを2012年

方法としては、
「瓦版」という支店だよりを配布した。

度に立ち上げた。 他に将棋とか、 囲碁とか、 そうい

ＣＳ活動では、 支店では小学校で田植えをした状態

うサークルを立ち上げていきたいと考えている。

を写真に撮るなど、あらゆる工夫をして取り組んでい

＜小林先生の問題提起・質問＞

る。 全戸訪問については、 実際に調べてみると、 ８

◎広島大学 小林先生（東日本会場）

割から９割程度しか回れていない。 来年20周年を迎

アンケートを見ると、正組合
員で販売がない「多様な担い

◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務

手」の皆さんと、准組合員の皆

年１回「ＪＡまつり」を開催している。だいたい２万

さんの意識が低いことが出て

人から２万5000人ぐらい来ていただける。 毎月の外

きている。 短期的目標は、 Ｊ

務活動時に、折り込みチラシを入れ、地元の新聞へ

Ａと接点の少ない方々に、ＪＡ

の折り込み広告も入れる。 また、 ＪＡの行事や情報

のことを知ってもらい、 親しみを感じてもらう。 中期

などを地元のＦＭ放送の１日２回の放送を流していた

的には、より関わりの度合いを、利用・参加・参画で

だく時間も活用している。

高めていくロードマップというものを考えなければい

「離乳食教室」「幼児食教室」については、折り込
みと公民館、コミュニティセンターにチラシを置かせ

けない。
ＪＡの自己改革といっても、 ＪＡの取り組みを分か

ていただいている。今の時代、ＳＮＳで会員の１人の

りやすく組合員に伝えることや、ＪＡをもっと知っても

方が自分の知り合いなどへ情報を流すと拡散する。
「子育て支援」という場面では小さいお子さんを連れ

らう必要がある。
残り２年間で、すべての組合員から「ＪＡは頑張っ
てる」「ＪＡは必要だ」の声を積み重ねるしかないと思

てこられたりするので、10組限定とか、15組限定で
やっている。

うので、今まで接点がなかった多くの組合員と、どう

全戸訪問は、 正直申し上げて非常に難しいところ

やって接点をつくっていくのかが問われる。 ＪＡ大阪

であるが、毎月やっている。不在のお宅も相当ある。

南では、 貯金利用の組合員さんが増えているという

農事実行組合長に足を運んでいただいている場合も

話だったし、 渉外や訪問活動はもちろん、 祭りや歌

ある。外務活動にタイミングが合わない緊急情報など

謡ショーなど接点はいろいろある。

は、 全職員一斉に外務体制で配りに行くなど、 対応

ＪＡ岩手ふるさとの「産直来夢くん」では、 いろい
ろな活動をやられている。
「産直」が「出荷者」という

を工夫している。
◎福島大学 小山先生（西日本会場）

点から「多様な担い手」の方々を引き付けており、地

ＪＡ兵庫南のＪＡ利用者 懇

域の人や正組合員・准組合員が、みんな来てくれる。

談会に参加した方は意識点、

多様な組合員との接点として、小さなきっかけができ

行動点が 高くなるのはよく分

ていく。さらにそこから総合ポイントなどにもつながっ

かった。いま他地域のＪＡでも

ていくのかと思った。

支店ふれあい委員会に准組合

次に、ＪＡ大阪南の土井専務の話の「あすかてくる

員の方を入れているＪＡはいく

で」も、もちろん農業の拠点でもあると同時に、ＪＡ

つかあると思うが、どうやって組織化につなげたらい

との接点としてどうやって広がっていくのか。こういっ

いかというところで悩んでいると思う。 ＪＡ利用者懇

たことを皆さんと一緒に考えたい。また、皆訪問も重

談会と支店ふれあい委員会が准組合員の組織化に向

要だと思う。

けて、 組織の位置付けの違いや機能の分担について、

◎ＪＡ大阪南 土井専務

もう少し解説いただけたら、他の地域のＪＡへのアド

「ふれあいまつり」を年に２回やるが、 人を集める
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えるので、全戸訪問を徹底的にやる計画も考えている。
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組合員組織の活性化のためにいろいろな仕掛けを

りがたいことに職員自身も楽しんでいる。

全国のＪＡはやっている。それを担う職員の方につい

協同組合の勉強というか、 協同組合教育は特にし

て、 通常の業務プラス、 地域活動の業務が増えてい

ていないが、組合員協同セミナーは毎年、2012年度

るかと思う。 職員の意識や働きぶりに関して、 モチ

からしている。

ベーションを高めていく、あるいは維持していくような
方法に何か工夫があればお聞かせいただきたい。
いろいろな地域活動や組合員と対面接触していく

総代には、 正組合員の代表で農業を引っ張ってい
ただくという思いで、総代研修会を毎年１回必ずして
いる。特に個別に別途座談会をするとかいうことはし

には、企画も含め、権限や裁量の部分がとても重要

ていない。

な面ではないか。協同組合で行う地域活動は、職員

◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務

に関してはやりがいにつながるような、企画や裁量も

担当部署の職員のモチベーションという話で、やは

含め、新しい企画も自分たちで立ち上げられるとか、

り担当者は大変だと思う。ただ、休日の出勤というこ

その辺で何かアドバイスがあったらお聞かせいただき

とでは、共同利用施設でも繁忙期は、土・日は普通に

たい。

仕事をするし、ＬＡも平日会えなければ土・日や夜に

最後、協同組合というものを意識するような機会や

も訪問する。負担といわれれば負担の部分であるが、

場面がいろいろな活動のなかで増えているのか、 意

たいがいの職員はやっている。その部署だけが、こ

識されているのかというところを聞きたい。地域活動

の企画だけが特別負担だということではないのかと

は、 民間の企業、 株式会社などもＣＳＲで、 例えば

思う。

清掃などをやったりする。 福島県には震災から６年

地域住民の皆さんや組合員とお会いできる機会が

半の間、ボランティアも含めて全国からいろいろな企

持てることは自分たちにとっては財産になる。 会う機

業が来た。 大手の会社がＣＳＲでやるのはだいたい

会もなければ、 事業推進のきっかけもできないので、

期限が決まっている。さらに、ほぼ持ち出しでやって

その時間を大切にしてもらいたいと思っている。

くれる。 お金はものすごく潤沢に出してくれるけれど
も、３年でだいたい終わってしまう。

新規組合員教育の関係については、私どもが非常
に弱い点だ。以前は新規組合員を対象に年１回、組

一方で、ＪＡグループ、あるいは生協、日生協など

合員学習会をやっていたが、中断もあり、今年復活さ

は、今でも続いている。人を出していろいろやってく

せようということでまた企画した。１カ所に多くの人を

れる活動で、今でも被災地の災害ボランティア、女性

集めるのはなかなか難しいし、 呼び掛けだけでは難

のボランティアなどでもやってくれている。 地域でい

しい。また、発言する人はだいたい決まっていて、そ

ろいろ活動するときに、そこを意識する機会、例えば

の人の意見が全部というような集まりになってしまう。

協同組合に関する学習や教育のようなものがセットで

それよりは、小さい集まりを数いっぱい持つことの方

展開されているのか、 仕掛けがあればお聞かせいた

が大事ではないか、そうすれば本音も出る。そういう

だけたらと思う。

ところで自分たちがヒントをどのくらいくみ取れるか、

＜小山先生への回答（西日本会場）＞

感じられるかというところが非常に大事かと思う。

◎ＪＡ兵庫南 中村専務

＜組合員アンケートに取り組んで＞

支店ふれあい委員会は、 もともとは運営委員の方

◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務

にそのままなっていただいているため、総代や農会長

本当に組合員の評価はどうなのかを確かめなけれ

が多かった。しかし、利用者懇談会で、
「あなたもふ

ばならないなという思いがあり、その切り口やタイミン

れあい委員になれますよ」ということをメンバーに向け

グを思案しかねていたので、非常に助かった。特に、

て発信したことで、准組合員からふれあい委員になる

販売のない正組合員という部分の捉え方では、 准組

道筋ができた。イベントに関しての職員の負担は、あ

合員は大体が正組合員農家の子弟だろうなというぐら

【農業問題と地域社会】報告／平成29年度 ＪＡ組織基盤強化フォーラム

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44

41

報告

いで、 大ざっぱに思っていた。 しかし、 今この時代

談会については、 懇談会のメンバーが和気あいあい

になってくると、別世帯の准組合員も増えてきている。

と楽しく、 かつしっかり提言をいただけるように、 真

そういった方々がどの程度いるのか、 どういうアプ

摯に取り組みを継続していきたいと思う。

ローチの仕方をしなければならないか、今後、本当

＜中央会の支援など＞

に真剣に考えたい。正組合員の課題もたくさんあるが、

◎ＪＡ岩手県中央会 小岩氏

准組合員、 地域住民の皆さんとの関わり、 この部分

中央会の支援としては、 本県では５年前の大会決

の課題はますます大きくなったかと感じている。

議の後、
「くらしの活動」の担当部署を設置し、アン

◎ＪＡ大阪南 土井専務

ケートもＪＡ岩手ふるさとの後、 ２ＪＡに手を挙げて

まず、今回のアンケート結果に非常に驚いている。

いただいている。

当ＪＡの正組合員に対しては、意識の高い回答をして

全県的な支援として、１点は経費的な部分で、担い

いただいたことには感謝したいが、准組合員へのアン

手サポート事業のなかに「くらしの活動」に活用でき

ケート調査の内容はあまり良くない。ＪＡへの期待を

るよう対策事業も準備し、１ＪＡ400万円を３年間、ご

考え、 正組合員と同じような関わり方を参考にして、

活用いただいている。食農とか、支店活動、集落組

対応していきたい。特に、貯金だけが目的の方を、ど

織に対する課題の解決、法人組織に対するアプロー

うＪＡに取り込むかということだ。これはうちのファー

チなど、 くらしの面からも活動の広がりが出てきてい

マーズマーケットやふれあいまつりなどからの取り込

る。研修会の関係では、年３回ほど県全体で企画し、

みを、 第一目標としてやっていきたい。 多くの方は、

支店長などにも集まって、 勉強していただいている。

60歳、65歳で会社をリタイアされるが、年金はずっと

最後の１月には「まとめ」として１例の発表の他、 他

続いていくので、 これをもっと運動として強力に進め

県から先進的な取り組みをご紹介いただいたり、 先

ていき、新しい高齢者を取り込んでいきたい。

生方からもいろいろご助言いただく機会になっている。

役員は率先垂範が欠かせないと考えている。 幸い

◎ＪＡ大阪中央会 坂上氏

にして、当ＪＡの中谷組合長はすばらしい行動力があ

ＪＡ大阪南への支援として、今回のアンケート調査

り、いつも組合員の立ち位置にあって物事を見て、運

で見えてきた強み、弱みを、まずＪＡ大阪南の役職員

動をしている。これからも常勤役員一丸となり、率先

で共有していきたいと考えている。役職員向けに、ア

垂範を実行していく。また、トップが強いメッセージ

ンケートの結果報告会を開催して、 今後の改革実践

を出せば、全職員は必ず付いてきてくれると確信して

に生かしていただきたいと考えており、 そのための支

いる。

援をやっていきたい。 特に弱み、 准組合員対策とい

◎ＪＡ兵庫南 中村専務

うことで、 准組合員にも「ＪＡはよくやっている」とい

正組合員（販売なし） の方や正組合員のある程度

う声をいただくための施策の検討なり立案を、ＪＡと

年齢を重ねた方のＪＡへの意識、行動が少ないことを

一緒になってやっていきたい。ＪＡグループ大阪全体

再認識した。女性会も目的別グループが増えているの

としては、 大阪府の14ＪＡのうち、10月末までに７Ｊ

で、生きがいとなるようなサークル活動などを提案し

Ａが全中のアンケート調査を実施する予定である。残

て、 ＪＡへの意識を高めていきたい。 ＪＡ利用者懇

りのＪＡも、できれば年度内実施を働き掛けていき、
最終的に大阪府の結果概要を取りまとめ、 自己改革
に生かすよう、 各会議などで報告していきたい。
「Ｊ
Ａはよくやっている」という声をいただけるよう、今後
の具体的な取り組み、施策を検討していきたい。
もう１つ、広報という部分では、今回の組合員アン
ケート結果を踏まえ、ＪＡとして組合員に対する経過
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報告をして、より一層組合員との話し合いを進めてい

部署を設け、毎年、職員の研修会を開き、啓発活動

く必要がこれからも出てくる。 そのためのＪＡの組合

をやっている。また、
「くらしの活動」で「こういうこ

員向けＰＲ資材をＪＡ大阪中央会として考えて支援し

とをやっている、 やります」という情報を全職員に発

ていきたい。

信して、 意識付けを行っている。 全戸訪問は、 役員

◎ＪＡ兵庫中央会 松本氏

からの押し付けではなく「必ずやるもの」という意識

兵庫県下14ＪＡあるが、 そのなかで今回の組合員

が定着しており、疑問などは挙がっていない。

アンケートには現在７ＪＡに取り組んでいただき、５Ｊ

「くらしの活動」の部分では、担当課が事務局とな

Ａから調査結果が返ってきた。その報告書の回答に

り、
「くらしの活動連絡会」をつくって、少なくとも４

ついては、 中央会で中身を分析・確認をして、 それ

半期に１回は計画の策定、 実績の振り返りをやって

ぞれのＪＡに出向いてアンケ―ト結果の報告と意見交

いる。 活動そのものは企画課で発案するものと、 各

換を実施している。また、組合員アンケートの結果を

地域センター長が頭になって発案するものと、２つに

組合員の方にきちっとフィードバックしようと考えてお

分かれる。地域でやる分については、地域活性化委

り、 理事会や職員会などで結果の公表を提案してい

員会があり、 地元出身のＪＡ役員、 実行組合長や、

る。併せて、組合員への報告を広報誌に掲載するこ

関係する女性部、 青年部の長が入り、 今年は何をや

とで組合員に結果を返していただいている。

ろうかを計画してやってもらっている。

組合員アンケート結果の個別の分析の方法をＪＡご

◎ＪＡ大阪南 土井専務

とに提案もしている。データについては中央会全体で

当ＪＡでは２月か３月に慰労を兼ねて全職員の食事

共有し、特に営農・経営担当部署と得られたデータ

会をやったり、 ５月初めの職員大会で、 役員や組合

の中身の協議をしていく。

長から直接メッセージを発信することで、職員の意識

＜会場からの質問＞

喚起を行っている。さらに、支店長会議や渉外担当

Ｑ：お話を聞き、大変素晴らしいと感銘を受けた。自

の会議などを毎月行って思いを伝えている。

己改革とか、今の取り組みに関して、１つはトップの

全戸訪問は、ある程度、回らなければいけないと

熱い意識が職場内に浸透しているというものが伝わっ

考えてくれている。 さほど大変な状態になるような反

てきた。 理事、 職員の意識付けをどうしたらいいか

感はないとご理解いただきたい。

伺いたい。

支店ではＣＳ活動とふれあいまつりで、来ていただ

また、全戸訪問についてうちのＪＡで職員が全戸訪

いたお客さんから「ＪＡに来てよかった」と言っていた

問をやるといったら、まずびっくりすると思う。そうい

だける。職員には、こういう人をどんどんつくってくだ

う全戸訪問などをトップダウンでやらせているのか、

さい、と伝えている。

職員が喜んでやっているのか、文句は言わないのか、

Ｑ： パネリストの方から正組合員、 准組合員のメン

これらのアドバイスをいただければと思う。

バーシップ強化の取り組みについてお話しいただいた。

Ｑ：ご登壇ＪＡの皆さんは、自己改革に向けてどのよ

当ＪＡでも正組合員のメンバーシップ強化の取り組み

うな体制で組織に横糸を通しているのか。 また、 プ

として重要視しているのは、 営農座談会である。 参

ロジェクトチームを立ち上げた場合、うまく機能させ

加率が非常に少なくなっている実態があるし、 参加

る秘訣などがあったら、アドバイスをいただければあ

されても意見がない。正組合員の人たちとの関わりを

りがたい。それから、組合員の皆さんにどのようなか

持つためには集落が基本だと思っているが、工夫され

たちでＰＲしていったらいいか。

ている点や、 どういったことをやられているのかをお

◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務

聞きしたい。

私どもは、弱い部分は「くらしの活動」に包括され
ているような部分かなという認識があったので、専任

◎ＪＡ岩手ふるさと 高橋常務
座談会は、 毎年データを取り、 前年比較をしてい
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る。座談会は日中やるが、日中は出席できない方もい

査によると、集落座談会で本人５割以上出席のＪＡは

る。一方で集落営農組織からは要望を聞き、
「この期

半分もないという分析もあった。

間にやりたいのだけれどもいつがいいか、 希望のあ

昔は転作の割り当てなども含めて集落でやっていた

るところを言ってください」ということもやっている。

ことで共通の話題があった。 正組合員が多様化して

夜、 やってみたこともあったが、 それでもやはり集ま

いき、要望やニーズに頼った枠組みがだんだん薄れて

らない。 来る人が違うだけで、 人数は変わりない状

いるということだと思う。そういう面で、組合員のニー

況もあったりして、実際の要望を聞こうというスタイル

ズに合わせた、あるいは多様化した正組合員をどうグ

でやっているのが正直なところだ。 集落営農組織単

ループし直すかということも１つの考え方としてはある

位で座談会をするところも徐々に増えてきている。

のだろう。

◎ＪＡ兵庫南 中村専務

＜組織強化に関わる今後の考え方、取り組み方針など＞

私どものところも営農組合がある地域は限られてい
る。３市２町あるが、１市１町、あと集落別というと

ＪＡ全中から提起している

農会長あるいは農業団体長を呼んでの会合はある。

組織基盤強化推進マニュアル、

それと生産者の関係で、 今はショップの協議会は生

組合員アンケートを、地元の中

産者に寄っていただいて話をしているが、昔でいう集

央会と一緒にうまく活かしてい

落営農の座談会、組合員、農家が寄っていただいて

ただければと思う。 全組合員

というのは、もう限られている。

調査の2019年４月１日を、ぜひ

◎ＪＣ総研 西井主任研究員

皆さまには意識していただきたい。本来は腰を据えて

基礎組織などが活発というか、 会合の参加率が高

中長期にやるべきことを、 期限を意識してやっていか

いところの基礎組織の組合員と話をすると、
「そういう

ざるを得ないことを、ぜひともご理解いただきたい。

会合に出るのは当たり前だよ」という答えが返ってくる。

これまでの議論でたくさんのヒントはあった。今職員

ＪＡは、 特に支所になるだろうが、 自治会なども含

の研修会を徹底的にやる段階だ、職員の皆さん、若

め、 地域の諸会合などにしっかりと顔を出すことで、

い方まで腹に落ちていますかという話があった。また、

ＪＡの基礎組織も自治会と同じものであり、 出るのは

ＪＡのことを認知している、知っているとか、親しみが

当たり前だという雰囲気をつくっていくことが大切では

あるというレベルを、まず目指すべきだという話もあっ

ないか。 また、 農家も多様化してきており、 必ずしも

たと思う。また、不特定多数、ＪＡ祭りのような、そう

農業生産をしっかりとやっていないような方も基礎組

いうイベントが３つあるＪＡでは、ずいぶんといろいろ

織のなかにいらっしゃるから、構成員に合ったきちんと

なポイントが高いという話もあった。わがＪＡはこうい

したテーマを設定することも大事ではないか。テーマ

うことをやっていて、ここ近年、こういう工夫をしまし

を設定するときには、 職員側、 ＪＡ側から一方的にい

たというパンフレットを作っているＪＡでは、ずいぶん

うのではなく、 全国のＪＡのなかでは、 基礎組織のな

とアンケートの結果が良いというヒントもあった。

かで組合員さん自らグループワークなどをやってもらい、

そういうヒントを、 ぜひとも実践につなげていただ

自分たちで課題を探していくような取り組みをしている

きたい。中長期的にいくべき方向と、短期的にやらな

ところもあるので、そのようなことを通じて構成員の変

ければいけないことのトレンドは同じだ。 向くべき方

化に合わせたテーマを設定していくことも大事かと思う。

向は同じ。 向くべき方向は同じだけれども、 この今

◎ＪＡ全中 馬場参事

の環境は期限を意識せざるを得ない。

先ほどの質問にあったが、 全国のＪＡの一斉調査

44

◎比嘉専務（東日本会場）・馬場参事（西日本会場）

◎増田先生まとめ

では、 正組合員のみを対象とした会合を開催してい

私から少しだけまとめの発言をさせていただく。役

るのは５割、 本人の出席率は２割ぐらいだ。 ある調

職員、特にトップをはじめとする役員が、組合員との
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間で非常に顔が見えている、 これはかつての農協で

アンケートについては、ＪＡの活動、組合員との関

は普通のことだった。ところが、役員の顔がどんどん

係をチェックする上で大変役に立つという評価をいた

見えなくなっていく、 職員も異動などで顔が見えなく

だいた。実施されていないＪＡでも、自らの組合員と

なっていくということが積み重なるなかで、 本当に組

の関係がいかなる状況にあるのかをチェックする意味

合員と役職員の顔の見える関係づくりを、大型化した

でも、ぜひ実施し、点検していただきたい。

ＪＡのなかでも再チャレンジする。 そういうことを意

最後に、 役職員の意識付けの問題は、 本当にＪＡ

識的にやらなければ駄目だと思った。ＪＡという協同

の役職員全体で取り組まなければいけないと思うし、

組合の強みであるフェース・ツー・フェースの関係をど

さらには組合員にもそういう意識を持っていただかな

れだけきちんとつくっていけるかというところが、 勝

いといけないと思う。 職員には、 若手の職員も含め、

負だなと受け止めたところだ。

自分で考えてもらわないと駄目かなと、最近は特に感

農業生産者が減り、 販売をする人が減っていくと、

じるところがある。 運動として取り組まないと、 ＪＡ

利用も減るし、行動点も下がるし、意識点が特に下が

の自己改革は成果を挙げられないのではないかと思

る傾向もある。生産し、販売する人たちをどう維持す

う。そのために、自己改革に取り組むスローガンをＪ

るのか、 増やしていくのかということについて、 さま

Ａそれぞれ、 しっかり表に出し、 こういうＪＡを目指

ざまな手を打っていかなければいけない。 今の准組

し、 今何をするのだとか、 そのために、 それぞれの

合員のなかにも、
「元正組合員」という方がたくさんい

部署で職員はどう行動するべきか、考えるような機会

らっしゃる。今後、正組合員が単なる准組合員になっ

を積極的につくっていく。 運動として取り組むことが

てくる可能性もある。
「販売なし農家」対策というもの

大事かと私は思っている。

をどう考えるか、１つのポイントだ。
また、アクティブ・メンバーシップというのは自覚的

最後に、
（一社）JC総研 菊地登常務理事が閉会挨

な組合員がいなければ成り立たないわけで、 登壇Ｊ

拶を行った。

Ａにおいては、 利用者懇談会を通じて、 グル ー プ

◎閉会挨拶 ＪＣ総研 菊地常務理事
ＪＡ自己改革の実践と改正

ワークをしていただき、いろいろ議論をしていただく
ようにして、そのなかでＪＡについて学んでいただくし、

農協法５年後検討条項への対

くらしや営農についても学んでいただく、 そういうな

応について、これらの取り組み

かで持続的なＪＡのサポーターになっていただいてい

を着実に進めるためには、 多

るという話があった。 そういう学びのプロセスのよう

様化している組合員の実態、

なものがないと、アクティブ・メンバーシップはそう簡

またニーズをしっかり把握、分

単には高まらないと思う。 今回の運動のなかに、 組

析して、 この結果を踏まえながら、 目に見えるように

合員が学び、 職員も学ぶというプロセスを意識的に

事業を展開していく。 そして確固たる実態と実績、

埋め込んでいかないと、 長い目で見た人材養成に

評価を積み上げていく必要があるかと思う。
「ＪＡ組

なっていかないのではないかと思う。

織基盤強化推進マニュアル」や「ＪＡ組織基盤強化

ご報告のＪＡは産直市、直売所の活動を大変一生

に向けた施策事例集（100選 ）」もご活用いただきな

懸命やっておられている。 農業者が生産して販売す

がら、つながりを強化する重要なポイントの示唆を皆

る拠点にもなっているし、 准組合員をはじめとして、

さんが得ていただければ幸いである。 短期的また中

地域の住民の方々がＪＡと接する接点にもなっている。

期的視点に立ちながら、 今皆さんが感じていること、

直売所を１つの軸にして、どういう事業や活動が組み

考えていること、これを今ここから実行に移していた

立てられるのか、一種の宝の山があるようなものだか

だきたい。自信にあふれる皆さんと再びお会いするこ

ら、そこをしっかり掘り出していくことが大事だ。

とを楽しみに、閉会の挨拶とさせていただく。

【農業問題と地域社会】報告／平成29年度 ＪＡ組織基盤強化フォーラム
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「夢のみずうみ村」方式に学び

ＪＡ柏崎が目指す
「在宅生活の向上」につなげる
自立支援型通所介護事業
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

まさふみ

郡山 雅史

回復訓練」
がもっと行われるべきと、
「心身機能」
「活動」

はじめに〜大きく方向転換する通所介護事業
．
（デイサービス）

「参加」の要素にバランス良く働き掛ける「心身機能訓

本年（2017）５月、
「地域包括ケアシステムの深化・

練～生活行為力向上機能訓練」を重視する方向が示さ

推進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」を柱と

れている注２）。

した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

本稿では、こうした動きに先駆け、作業療法的アプ

法等の一部を改正する法律案」
（地域包括ケア強化法

ローチにより利用者の「生活機能に対する回復訓練」

案）が成立し、
「自立支援・重度化防止に向けた保険

を主体とした通所介護事業を展開してきた「夢のみずう

者機能の強化等」をはじめとした内容が盛り込まれた。

み村」の考え方を参考に、
「在宅生活の向上」を目指す

そもそも「自立支援」は介護保険の目的であるが、社

ＪＡ柏崎中通デイサービスセンター（以下、中通デイ）に

会保障費抑制などの観点より、高齢者の「自立支援」
、

よる自立支援型通所介護事業の取り組みを取り上げる。

要介護状態の「重度化防止」に関する施策が強まって
おり、要介護者の居場所づくりや社会参加、機能訓練、
家族の介護負担軽減に一定の役割を果たしてきた通所
介護事業（デイサービス）のあり方が大きく変わろうと

２

ＪＡ柏崎中通デイサービスセンター・改革

．

までの道のり

2000 年３月にＪＡ柏崎市、ＪＡ高柳町、ＪＡ小国、
ＪＡ刈羽、ＪＡ西山町の５ＪＡが合併して誕生したＪＡ

している。
これまでの通所介護事業所（デイサービスセンター）

柏崎。新潟県の南西部に位置する柏崎市、長岡市、

は、どちらかというと「お預かり」
「お世話」の色合い

刈羽村の２市１村を管内とし、海から山間地にわたる

が濃く、自宅に閉じこもりがちな高齢者が外の世界に

多様な環境を活かした特色ある農業を目指している。

接して、楽しく過ごし、入浴や食事、排泄などの介助

2000 年４月、ＪＡ柏崎は、介護保険法の施行と同時

をしてもらう施設であり、
「機能訓練」は施設によって

に訪問介護事業を、2009 年６月には居宅介護支援事

実施されているといった印象が強かった。しかし、
「自

業を立ち上げ、同年 10 月には旧中通支店を改修し、

立支援」
「重度化防止」が重視されるなか、デイサー

通所介護事業所（中通デイ）を開設した。しかし、度

ビスにおける個別のマネジメントを取り入れた機能訓練

重なる介護保険法の改正や介護報酬の改定のなか（職

機能のニーズが、認知症対応機能、重度者対応機能、
地域連携拠点機能とともに高まりつつある注１）。
また、機能訓練のあり方についても、これまでの（通
所や訪問の）リハビリテーションは「身体機能に対する
回復訓練」に偏っていたことから、
「生活機能に対する
46
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注１）資料：「充実を図るべき通所介護の機能の方向性」『通所介護
のあり方に関する調査研究事業報告書』
（2014年3月）三菱ＵＦＪ
リサーチ＆コンサルティング、242 ～ 243ページ
注2）資料：「身体機能に偏ったリハビリテーションの実施」『高齢
者の地域における新たなリハビリテーションの在り方検討会報告
書』
（2015年3月）厚生労働省、13ページ

【農業問題と地域社会】現地レポート／ＪＡ柏崎が目指す「在宅生活の向上」につなげる自立支援型通所介護事業
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１参照）をモデルとした自立支援型デイに変える提案を
した。
施設長の神林雅人氏によれば、当時のＪＡ柏崎の
介護事業は専門知識に乏しいＪＡ本体の管理職が着任
したものの、壁に突き当たりどうやっていいか分からず、
デイを引っ張ってくれる人材を探していたという。そこ
で、優れた提案をした高橋氏に任せようということに
なった。中通デイの管理者となった高橋氏。手始めに、
ＪＡ柏崎中通デイサービスセンター（外観）

員の高齢化もあり）、訪問介護事業は利用者が減少、
通所介護事業も周囲に競合施設が少ないにもかかわ
らず１日当たりの利用者が２〜３人という日もあるなど、

定員を 20 人に拡大（2016 年４月施行の介護保険法改
正により 18 人以下の小規模デイは「地域密着型サービ
。夢のみずうみ村の考え方を参考に新
ス」注３）に移行）
たな自立支援型へと舵を切り始めた。

停滞状況から脱せなくなっていった。ＪＡ新潟中央会
協同活動推進部によれば、2014 年以前、中通デイは
中央会職員が訪れた際、カーテンを閉め切った室内に
大型ベッドがずらりと並べられ、大変、暗い雰囲気だっ
たという。
「お昼寝型」と協同活動推進部が呼ぶ同デイ
は、一斉に入浴、食事、昼寝（起きるまで）、レクリエ
ーションやゲームをして帰宅する典型的なお預かり
ケア、レスパイト（家族の介護負担の軽減 ）中心のデ
イであった。
こうした折、2014 年、作業療法士高橋雅之氏が中

2017 年 9 月現在、中通デイの定員は 25 人。利用
者は 67人（要介護支援 8 人、要介護 59 人）
。要介護
度の平均は 2.1。要介護４～５の方は約２割。認知症
重度
（日常自立支援度Ⅲ a 以上）の方も増加。職員は、
作業療法士 2 人（６月から１人加入）
。生活相談員２
人。介護職員４人（臨時職員３人、午前中のみ１人）
、
看護職員２人。入浴介助加算、個別機能訓練加算Ⅱ、
運動器機能向上加算、介護職員処遇改善加算を取得
（近いうちに、個別機能訓練加算Ⅰ、中重度者ケア体
制加算を取得予定）
。

通デイに入った。きっかけは他の職場で一緒だった中
通デイの生活相談員宮嶋佐代子氏が、同デイが大変な

利用者の生活全体を看ることができることに引かれ

ことになっているので来てくれないかと声を掛けたこ

て作業療法士になったという高橋氏。以前、別の職場

と。以前、地元（十日町市）の着物店で働いていた高

で作業療法士として働いているとき、夢のみずうみ村

橋氏。着物業の衰退が著しいことから大学に入り直し

の取り組みをテレビで知った。偶然、同僚の作業療法

た。就職氷河期であったため、専攻の経済関連では

士が夢のみずうみ村の藤原代表と古い知り合いだった

なく介護分野に進み厚生連の病院に就職。スキルアッ

ため、その方から話を聞き、講演会に行き、著作を読

プを図ろうとリハビリの学校に入り、作業療法士の資

み、
施設を見学し、
理解を深めるなか、
自分なりの形（構

格を取得した。

想）を考えていった。

中通デイに入った高橋氏。新人職員として「お昼寝
型」の状況に直面、状況を変えようと、孤軍奮闘し始

コラム１

めた。そして、たくさんあったベッドが少なくなり、カー

2001 年９月、作業療法士の藤原茂氏（2000 年設

「夢のみずうみ村」

テンが開けられ、訓練器具が目につくようになっていっ
た。入ってまだ１年にも満たなかったが、このままでは
いつまで経っても状況が変わらないと、高橋氏はＪＡ
柏崎が毎年実施している「職員提案制度」を利用し、
2014 年 12 月、中通デイを「夢のみずうみ村」
（コラム

注３）介護保険法改正（2006年4月施行 ）に伴い身近な地域で利
用できるよう設けられたサービス。夜間対応型訪問介護、認知症対
応型通所介護、小規模多機能型居宅介護などがある。定員18人以
下の小規模なデイサービスは2016年4月1日より地域密着型通所
介護に移行。（資料：『実用介護事典』講談社）

【農業問題と地域社会】現地レポート／ＪＡ柏崎が目指す「在宅生活の向上」につなげる自立支援型通所介護事業
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立のＮＰＯ法人夢の湖舎代表）らが山口県内に開設
したデイサービス施設が夢のみずうみ村である。同

と呼ぶケアを行っている。
夢のみずうみ村では、環境づくりも大変重要な役

施設のホームページを開くと、
「リハビリをする施設」

割を果たしている。
「バリアアリー」と呼ぶ、日常で

という説明が目に飛び込んでくる。ただ、一般の

遭遇する可能性のある段差、坂、階段といった「バ

リハビリ施設が器具などを使った筋力強化といった

リア」を意図的に配置し、リスクのある場で過ごす

「身体機能の回復」に偏っているとの藤原代表の問

ことで能力を高めたり、環境の仕掛けにより移動能

題意識から「訓練としてのリハビリにとどまらず、生

力をつける工夫（杖置き場、巡礼札所、健康トリム

活を楽しむためのリハビリを実践します」と、作業

など）がなされている。テーブルやたんす、カラー

療法の考え方を基本に、生活する能力や生きてい

ボックスを活用し、一歩先に触るもの、すがるもの、

く力を身に付ける「生活の回復」、さらには「人生の

寄りかかるものが最低１つずつある「One step one

回復」を目指したリハビリを行っている。

goods」と呼ぶ環境づくりがなされている（転倒し

ワン

ステップ

ワン

グッズ

また、
「一日の過ごし方を、それぞれご自分で決

た際、大けがにつながらないよう床は木製）。また、

めます（自己選択・自己決定）」と、一般のデイで行

利用者が施設内を自由に移動する「自己選択・自己

われている利用者が集団で決められたプログラムを

決定方式」は利用者の自立に大きな効果をもたらす

行う「集団一斉方式」ではなく、
「自己選択・自己決

一方で少なからずリスクを伴うため、これを最小限

定方式」を採用。朝、到着した利用者は、入り口

にする
「スター制度」
と呼ぶ人材配置システムを考案、

付近のホワイトボードに行き、メニューが書かれた

その日の全プログラム展開を掌握し、施設全体に目

マグネットカードを選び、１日の過ごし方を自分で考

を配る「スター」という役（ローテーションにより全

えて貼り付ける（仲間と相談して決める方も）。さら

職員が行う）を配している。さらには、病院や介護

には、
「多種多様で豊富なプログラムメニューをご用

施設に多く見られる、よそ行きの応接間感覚による

意しています」と、温水プール、料理、パンづくり、

施設づくりではなく、自宅に流れる居間・台所感覚、

陶芸、園芸、カジノなどに加え、
「ぼーっとする」
「ご

ごちゃごちゃ感を大切にしており、不ぞろいの中古

ろ寝」といった気分・体調の自己管理系のメニュー

のテーブルやたんす、カラーボックスなどが並べら

など約 200 種類のメニューが用意されている。昼食

れ生活感溢れる室内となっている。

も、バイキング方式となっており、各自が自分の好

2003 年９月、山口デイサービスを増築して規模を

みの量を自分の食器に盛り付け、トレーに載せて席

拡大。定員 20 人でスタートした施設は、２年後に

まで運ぶ。下げ膳もセルフ。

は定員 120 人に増員。同じコンセプトに基づく施設

ユー

メ

また、夢のみずうみ村には村内通貨「YUME」が
流通しており、利用者はプログラムに参加する際、
通貨を支払う。壁に貼られたクイズや身体を使うプ
ログラムへ参加したり、利用者の食器を各自のタッ
パーに戻す、見学者を案内することなどにより逆に

が全国に続々と増えている。
【参考資料 】夢のみずうみ村ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
yumenomizuumi.com）、藤原茂（夢のみずうみ村代表）『強
くなくていい「弱くない生き方」をすればいい』東洋経済新報
社、2010年。他

稼ぐこともできる（カジノは稼ぐことができるが、負
けることもある）。
「過度の介護による状態の悪化
を防ぎます」といった点も大きな特徴となっている。
藤原代表は
「できそう」なことや、
「できる」
ことをやっ
てあげてしまうと、利用者が自分でできる能力、で
きるようになる機会を奪ってしまうと、
「できること」
「できないこと」を見極め、
「できそう」と感じたり、
「できる」場合は手を出さず、見守る「引き算の介護」
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ＪＡ柏崎が目指す「在宅生活の向上」につ
．
なげる自立支援型通所介護事業

ようやく変革の途に着いた中通デイ。管理者の高橋
氏に取り組みの特徴について、尋ねると、夢のみずう
み村を主なモデルとしつつも、他の先進的取り組みも
組み合わせた「ハイブリッド型」との回答が得られた。
地域性、利用者の要望、職員の特徴や特技などを踏

【農業問題と地域社会】現地レポート／ＪＡ柏崎が目指す「在宅生活の向上」につなげる自立支援型通所介護事業

現 地 レ ポ ー ト 農業問題と地域社会

こぎ、散歩などのメニューから、今日、やりたいことを
選ぶ。昼食時は利用者が好きな当日配食された小皿な
どを自分でトレーに取る簡易バイキングとなっている。
自分で将棋盤に駒を並べる利用者、新聞を開き読んで
いる利用者、誰も言わないのに備え付けの自転車をこ
ぐ利用者、おしゃべりしながら数人で玉の色分けをし
ている利用者、他の利用者に一言断りチャンネルを「相
撲」に変え、みんなでテレビを観ている利用者。一人
中通デイ施設長神林氏（左）、管理者高橋氏（右）

ひとりがそれぞれのことをするなか、どことなく家庭的

まえ、ＪＡ柏崎中通デイに合った形で取り入れていると

な空気が漂い、何となく居心地が良い。

いう。

また、自分から席を立ち、トイレまでなるべく自分

もう１つの大きな特徴（狙い）は、利用者の「ご家庭

の足で歩こうとする利用者の方を数人、見掛けた。歩

での生活向上」。作業療法の考え方を基本に、デイに

行訓練という場面を設定していなくとも、自分で歩くこ

利用者を迎えていても、在宅でイキイキと過ごしてもら

とを促す仕掛けがある夢のみずうみ村。中通デイにお

うためにはどうしたらよいかという視点で見ている。
「ご

いては、
「席とトイレを結ぶ動線」が、日常生活動作（Ａ

ろ寝」
「何もしない」
「ぼーっとする」など、夢のみずう

ＤＬ）の１つ、移動能力を高めるリハビリにおいて、大

み村が利用者に何もしない時間を許容している点を髙

きな役割を担っていると感じられた。一歩先に触るも

く評価する高橋氏。
「あれをしてください」
「こうしましょ

の、すがるもの、寄り掛かるものが必ず最低１つ以上

うね」と、デイの職員が働き掛ければ掛けるほど利用

ある「One step one goods」の考え方により、テーブ

者は受け身になり、自宅では何もしない生活になって

ルやカラーボックスが同動線上に並べられている。家

しまう。デイでは多少
（自発的に）
何もしない時間があっ
たとしても、自分で考えて動く練習をしていれば、自宅
では主体的に動くことにつながる。
「生活行為動作（生
活する上で行うあらゆる動作）」を訓練し、利用者の「生
活の向上」を目指すのがデイの役割だと高橋氏。
中通デイでは、夢のみずうみ村の「自己選択・自己
決定方式」を採用し、朝、利用者は、施設の中央に
置かれたホワイトボードにて、午前・午後に区分された
欄に、パズル、玉色分け、将棋、楽器演奏、自転車

職員さんと一緒に

対戦（将棋）

【農業問題と地域社会】現地レポート／ＪＡ柏崎が目指す「在宅生活の向上」につなげる自立支援型通所介護事業

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44

49

農業問題と地域社会 現 地 レ ポ ー ト

バリアアリー

具が置きにくい

護」
（ケア）を行っている。規模がさほど大きくないた

玄関ホールには

め全体に目が届きやすいが、利用者が自由に行動す

歩行訓練用の平

る「自己選択・自己決定方式」は、職員の目が届かな

行棒を設置、席

い瞬間を生み出しやすいことから、夢のみずうみ村で

からトイレまで

行われている「スター制度」を参考に、
１日の活動全体、

の伝い歩きが可

施設全体を掌握するリーダーを決めている（全職員が

能となっている。

日替わりで担う）
。原則、その日のスケジュール変更は

また、動線上の

リーダーにしかできない。併せて、高橋氏が重視して

床に凹凸のある

いるのが利用者一人ひとりの「アセスメント」。大分県

ゴム製のシート

の「デイサービスセンター楽」注４）が行っている、細か

が貼られるなど、

い動作や意欲について、現場で多岐にわたる内容を網

故意にバリアが

羅する評価表を作成する手法に注目、そのノウハウを

設 けられ、
「バ

学びつつ、送迎で自宅に行った際、家族に利用者の

リアアリー」の

家庭での様子について聞いたり、独居の方は本人と自

兆しが見受けら

宅に一緒に入れてもらい家庭での情報を集めている。

れた。玄関の横には、一時的に杖を置く「杖立て」や、

定期的に開かれる「サービス担当者会議」も情報収集

座席の後ろに段ボール製の「杖ケース」が設けられ、
（自

の場として活用している。

発的に）自分の足で歩くことが促されている。

さらに、膨大な作成時間がかかるものの監査報告な

また、在宅生活の向上を目指す施設として、生活感

どだけで実践にあまり役立っていない介護計画書につ

のある道具を揃 えることが大切だと考えた高橋氏は、

いては、
埼玉県和光市にある
「日生デイサービスセンター

新品の家具を購入するのではなく、当時、閉鎖したＪＡ

スタッフが意見を言い合い、
和光」注５）の手法を参考に、

の保養所からテーブルやソファなど、使えそうな中古家

アセスメントを活かした「業務に活かせる意味のある

具をもらい受け、中通デイの室内を家庭の環境に近づ

通所介護計画書づくり」を試みている。

そろ

け、利用者が緊張しないざっくばらんな場づくりを行っ
た（旧中通支店を改修し開業した際は、改修費として
830 万円程度掛かったが、今回の改革では、追加費用

４

新しい自立支援型通所介護事業所の実現に

．

向けて

2015 年１月より中通デイの管理者となり、トップダウ

はほとんど発生して

ンを意識した改革に着手した高橋氏。スタート時、夢

いない）。
中通デイでは、夢

のみずうみ村をモデルとした構想は、職員たちに説明

のみずうみ 村の取

し、中通デイとしての進め方として理解を得られたと

り組みを参考に環
境が引き出したり、

注４）
（株）ライフリーが運営するデイサービスセンター（大分県大
分市

自ら選んだ主体的

加を目標にできることを考え、 目的に合わせた自立支援、 日常動

な活動を、職員が

作を重視したトレーニングを行う。日常生活には多くのバリアがあ
ることから、バリアを残した環境にて、日常生活を想定した訓練を

近 づ い て 見 守 り、

行っている

利用者が
「できそう」

日本生科学研究所が運営するデイサービスセンター（埼玉
注５）（株）

と感じたり、
「でき

県和光市 www.jlsri.co.jp/service/care/branch/00000019.
html ）。自己選択・自己決定により、
「できる事・やりたい事」を実

る」場合は手を出さ
ない「 引き算の 介
50

www.lifely.co.jp/）。さまざまな生活障害がある方の社会参

杖なし歩行にトライ！
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思っていたが、実際動き出してみると利用者から不満の
声が出始め、職員からも反発が噴出した。失敗した場
合のことが頭をよぎるなか、ＪＡ内には専門的な運営な
どについての相談先がなく、四面楚歌の状態が続いて
いた。
しかし、タイミング良く、ＪＡ全中やＪＡ協同サービス
山口（株）の協力を得たＪＡ新潟中央会が、介護事業の
経営診断などを行う「個別経営診断」
（コラム２参照）
をスタート、県内のＪＡを回り始めていた。訪れたＪＡ新
潟中央会は、ＪＡ柏崎の中通デイが自立支援型に向け
改革を行っていることを知ったが、ＪＡ内に牽引役の高
橋氏が周囲とうまくいっていないなどネガティブな見方
もあることに気づき、ＪＡ柏崎の経営陣に現在の方向

JA 新潟中央会協同活動推進部 山谷部長（右）、山内監理役（左）

の山谷光彦部長、監査士の山内貞宗監理役にお話
を伺った。
2013 年度、ＪＡ新潟中央会が県内 12 ＪＡ（企画

性は間違っていないこと、高橋氏の重要性について強く

管理部門）を対象に行ったＪＡ介護保険事業に関す

進言した。こうしたＪＡ新潟中央会の後方支援は、変

る取り組み意向調査の結果は、現状維持が９、縮小

革の継続において大きな助けになったと、高橋氏は述

１、未定２で、理由としては、
「現状で赤字を出さな

べている。

い」
「役員レベルでは縮小、撤退論が強い」
「事業は

また、個別診断の取り組みにおいて、
「経営主体が不

足踏み状態である」など、今後について消極的な見

在」であること、
「経営陣と現場が離れていること」が

方が大半を占めた。こうしたことから、企画管理部

現在、新潟県内のＪＡの介護事業最大の課題であると

門と現場の温度差などを把握するため、事業所を巡

知ったＪＡ新潟中央会は、中通デイの改革スタート後、
途中から運営に加わった中通デイ施設長の神林雅人氏
について、高橋氏の考えとＪＡの経営陣の橋渡し役に
なったと、髙く評価している。2016 年７月、ＪＡ新潟中
央会は県内ＪＡを対象に、見違えるように明るくなった
中通デイを会場に「ＪＡ介護事業戦略的展開セミナー」
を開催した。そこでは、施設長の神林氏と管理者の高
橋氏を講師に、県の内外から集まった関係者に向け、
ＪＡ柏崎中通デイの新しい介護事業についての報告が
なされた。主催したＪＡ新潟中央会の密かなもう１つの
狙いはＪＡ柏崎に自らの介護事業が外から評価されてい
るとの認識を促すことであった。
コラム２

ＪＡ新潟中央会によるＪＡ介護事
業を活性化させる取り組み

作業療法士の高橋氏が中通デイに入り悪戦苦闘し
ていた 2014 年、
「自立支援型への転換」などをテー

回。ほとんどの現場から介護事業の将来を悲観した
声が聞かれ、県内のＪＡ介護保険事業の足元はかな
りぐらついていることが判明。その後、
「アクティブ・
メンバーシップ」の確立を目的に実施した組合員アン
ケートなどにおいては、ＪＡによる高齢者の健康・福
祉への取り組み（介護事業含む）に対する組合員の
期待は高く、行政とは別角度から高齢者の生活を支
える取り組みが強く求められていると感じられた。
地域には実際にＪＡの介護事業によって支えられ
もう

ている人、あてにしている人がおり、さほど儲 かっ
ていなくても、ないがしろにはできない。また、地
域の農業振興、発展に尽くしてくれた組合員、これ
までＪＡを支えてくれた方々への恩返しの事業でもあ
る。十数年取り組んできた介護事業からＪＡが撤退
すると、事業の大小ではなく、地域住民のなかにあ
るＪＡの存在感（親しみ）へのインパクトが小さくない
と山谷部長は当時のＪＡ新潟中央会の考えについて
語った。

マに県内ＪＡに対する介護事業支援に着手したＪＡ新

こうしてＪＡ新潟中央会は組織改編に着手し（2015

潟中央会。その取り組みについて、協同活動推進部

年度、
「くらしの活動対策部」
が
「農業対策部」
から独立、
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2016 年度、
「くらしの活動対策部」が「アクティブ・
メンバーシップ」
の統括部署として
「協同活動推進部」
と名称変更）
、ＪＡ全中・ＪＡ協同サポート山口（株）
から介護事業に関するノウハウ提供などの一体的な
支援を受け、全国に先駆け「ＪＡ介護保険事業個別
診断」
（８～ 11 月）の実施に踏み切った。内容とし

ケアマネからも選んでもらえる施設となりつつある。手
ちゅう ちょ

狭になり満足度が下降することから躊 躇 していたが、
今度は利用者をまわしても入れない事業所とケアマネ
に判断されるリスクが高まってきたと、2016 年、定員
を 25 人に拡大。しかし、またもや入所待ち者数が増
えており、増築して定員を増やすかどうかＪＡ本店にて

ては、介護事業におけるＪＡのビジョン、運営状況、

検討がなされている。利用者の増加に伴い、中通デイ

事業の収益分析、地域の市場分析、管理職による

の 2014 年度の収益は 3709 万円であったのが、2015

統制や職場環境整備状況など。現地に出向き、直

年度は 4305 万円、2016 年度は 5126 万円に増えた

接、
経営陣（常勤役員）
・現場の職員と面談した結果、

（訪問介護事業は横ばい、居宅介護支援事業は増加）。

赤字や運営面で問題が発生する主な理由として、経

今年３月、ＪＡ柏崎の事業計画説明会にて、中通デイ

営者にビジョンが不在、管理職がマネジメントを未

の取り組みがＪＡ柏崎表彰規定による表彰を受け、高

実行、利用者確保の戦略がない、サービスに特徴・

橋氏が中通デイの取り組みと成果を発表。どうやって

売りがない、専門性が高く、現場にまかせっぱなし

介護事業が伸びてきたかについて報告したところ、職

などが浮上した。そこで、歯に衣着せぬ厳しい表現

員から大きな反響があった。そして、それまで主な利

の報告書を作成し、対象ＪＡの経営陣（常勤役員）
に直接、診断結果を伝えた。
以前、行っていた監査業務ではこの程度は当たり
前だったと山内氏。2015 年度には、言葉でいくら
厳しく言っても伝わらないと考え、介護保険法改正
で要介護軽度者が介護保険から外れ収益が減った
場合の「シミュレーション・シート」を作成し、実際
の数字を用いた説得でダメ押しした。また、従来の
方針や計画を提案しっぱなしのやり方では、ＪＡは
なかなか動いてくれないと山谷部長を筆頭とした協

用者が組合員と周辺住民だったが、以後、ＪＡ職員（家
族）も利用するようになったと神林施設長。取り組みが
ＪＡのなかで浸透し始めたと語る。また、地元柏崎市
（行政）からの期待も少しずつ感じられるようになり、
ＪＡから柏崎市に発信していきたいと高橋氏は語った。
他方、まだ、課題も少なからず残されている。ＪＡ
の経営部門が、今後、介護事業を全体のなかでどのよ
うに位置付け、
どう取り組んでいくのか、
ビジョン
（方針）
構築があらためて求められている。
（ＪＡ柏崎、第６次

同活動推進部は「どんな場面でもお手伝いします」

中期３カ年経営計画において、事業伸長に伴う施設の

と、職員研修、プロジェクト会議、役員の説得など、

要員体制の確立と利用者数が増えているなかでの施設

頻繁に現場に出向き、直接、支援する手法に転換。

拡張などが当面の課題となっている）
。まず、通所介

ＪＡ全中コンサルなどを活用し、事後のフォローも

護事業を重点的に掘り下げ、そこから周囲の事業に広

積極的に行った。こうしたなか、光る原石であり事

げようと考えている高橋氏。通所介護事業の取り組み

業モデルと成り得るＪＡ柏崎の取り組みを発掘でき

を居宅介護事業など、いかに介護事業全体の取り組

たことは大きな成果だったと山谷部長、山内氏の両

み方向とすべきか、連携していくかといった点も課題と

氏は語った。

考えている。
また、前述のとおり、利用者に大きな効果が期待さ

５

れるが、利用者が施設内を自由に動く「自己選択・自

．取り組みの成果と課題

己決定方式」は、どうしても職員の目が届かない瞬間

このように外部からの支援もありハードルを乗り越
え、３年でどうにか新しいシステムの大枠を整えた中
通デイ。１日２〜３人だったこともあった利用者は着実
にその数を増やし、利用者、家族、そして（他事業所の）
52
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が増え、転倒など、
「移動のリスク」が高まる（常時、
動いているため、逆に転倒しにくくなることも考えられ
るが……）
。こうしたリスクをしっかり事業所側（経営
者・運営者・施設長・管理者）が理解し、引き受ける
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こと。その上で、利用者・家族にしっかり伝え（インフォ
ームドコンセント）保険加入などを促すこと。リスクを
最小限にするよう施設内のつくりを工夫し、職員配
置を工夫することも大変重要となる。増築や職員の増
員を検 討する場合もこうしたリスクを十分に理 解し
引き受けることが本取り組みにおいて大きなポイント
となろう。

６

おわりに

．

〜自ら行うことが生み出すデイ生活感

夢のみずうみ村の考え方を参考に自立支援型への

大丈夫だから、立ってみましょう

変革に取り組んだＪＡ柏崎の中通デイ。外見的インパク

員もなかなか良い表情をしていることに気付く。もはや

トこそ夢のみずうみ村に及ばないが、施設におじゃま

そこには「お昼寝型」だったころの名残はない。

し、しばらくいると、その良さがじんわり伝わってくる。

ＪＡ柏崎が参考にした利用者の「意欲」を大切にす

席を立って、自分でトイレまで歩き、用を足して、戻っ

る夢のみずうみ村方式。意欲が体を動かす一方、動く

てくる利用者の方々。私たちは、普段、何げなくして

ことで意欲が生まれることもあるとのこと。高齢だか

いることであるが、利用者の方々が動く際、自から行

ら、障害があるからと生活における意欲が減退し、人

おうとする意思が伝わってきて、だんだんすごいことだ

生を諦めてしまう人もいるなか、介護最大の目的は「生

と思えるようになってくる。テーブルで自分の選んだ活

活不活発病」注６）の改善だという高橋氏。介護の介助

動をする一人ひとりの利用者。窓際などに置かれた道

をすべて受けなくなることが「自立」ではなく、部分的

具類を取りに行くだけでも、
（利用者の方にとって）か

に介助を受けていたとしても、自分なりのその人らしい

なりの距離を歩くことになる。

生活ができていれば「自立」であり、中重度対応、ター

１人の利用者の方が立ち上がって歩こうとしたとき、
ご近所さんらしき方がふらりと中に入ってきた（以前の

ミナルに取り組む施設であっても、
「自立支援」は十分
可能だと語った。

利用者が立ち寄ったらしかった）。職員や利用者と親し
げにおしゃべりしながら、立ち上がろうとする方を支え
たり（抱きかかえたり）している。このときの職員と利
用者（来訪者）の方々の笑顔がとても自然で、素敵だっ
た。また、目立たないように写真を撮っていると、職

※最後になりますが、本稿執筆にあたりＪＡ柏崎中通デイ
サービスセンター施設長神林雅人氏、中通デイサービスセン
ター管理者高橋雅之氏、ＪＡ新潟中央会協同活動推進部長
山谷光彦氏、考査役監査士山内貞宗氏にご協力いただきま
した。心より感謝いたします。

注６）安静状態や体を動かさない状態が長く続くことにより、心身
の機能が低下する症状。医学的には廃用症候群という。筋力や心肺
機能が低下し、日常的な動作にも支障をきたすようになり、精神面
でうつ状態になることもある。重症化すると、歩けなくなり、寝た
きりになってしまう例もある。特に高齢者や障害のある人、また、
災害による極端に不自由な状況や不慣れな避難所での生活を強いら
あら、元気だった？

れている人も陥りやすい。（資料：『日本大百科全書（ニッポニカ）』
小学館／ジャパンナレッジ）
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食育ソムリエＮＯＷ

食材の魅力を引き出し
地域振興に寄与する食品メーカーの挑戦
〜日本醤油工業（株）の地場食材を活用した加工品開発の取り組みについて〜
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

国は国産農林水産物の消費拡大を目的に、 地産地
消の優良な活動を表彰し、普及する「地産地消優良活

み や ざ わ

な

つ

こ

宮澤 奈津子

がっているのではないでしょうか。
か

また、規格外のしじみを利用した「しじみつゆ」や、
き

動等表彰事業」を実施しています。今年、その事業に

牡蠣のゆで汁を利用した「かき醤油 」の例のように、

おける消費拡大部門で全国地産地消推進協議会会長

「何か捨てているもったいないものはないか」と声を掛

賞に選ばれた、北海道旭川市の日本醤油工業（株）の

け、未利用資源の発掘・活用にも力を入れています。

取り組みをご紹介します。

素材としっかり向き合ってつくられた商品は、 同じ醤
油、つゆ、ドレッシングというそれぞれ個性ある味が

生産者の商品開発を応援

つくり込まれています。 この商品力の高さは、 入れ替

観光産業の盛んな北海道では、 道の駅などの施設

わりの激しい昨今の市場において、 日本醤油工業が

での６次産業化商品の販売も活発です。 こうしたなか、

加工品の受託製造を始めてからこれまでの7年の間に、

日本醤油工業は、2010年から地場食材を使った醤油

400もの商品が生まれ、 その約半数である202品目が

加工品を中心にドレッシングやソース、ジャム、レトル

現在もつくられているということからも伝わるでしょう。

しょう ゆ

ト食品など幅広い加工品の受託製造を行い、 その土

もちろん、商品をつくり続けていくためには、依頼

地ごとの個性ある食材を使った商品づくりを進めてきま

者側の販売努力も欠かせません。日本醤油工業では、

した。
日本醤油工業の特徴の１つは、小ロットの加工品製
造にも対応してくれるところです。 地場食材に付加価
値を付けた加工品を開発したいが、 過剰在庫や販売
不振による不良在庫のリスクなどを考えるとなかなか
第一歩を踏み出せない産地にとっては強い味方となって
くれます。100ℓという小ロットで製造ができ、 ここ４
年は毎年70 ～ 80種類の新商品をつくり出しています。
地産地消の価値を最大限引き出す
日本醤油工業では、 これまでの商品開発・ 販売の
蓄積をもとに、営業時から顧客の持つ素材をもとにし
た商品の可能性、味の方向性、ラベルデザインなどの
提案をします。 この高い提案力によって、
「何かつくっ

54

てみたい」という漠然としたイメージしかなかった顧客

醤油樽を活かして作られた自社売店の商品棚には、「醤油」ベースの

も、具体的な商品のビジョンが見え、製造依頼につな

れユニークな味で試食が楽しい
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商品だけでもこれほど多く並んでいる。全品試食できるが、それぞ

【食育ソムリエNOW】食材の魅力を引き出し地域振興に寄与する食品メーカーの挑戦

食育ソムリエＮＯＷ

依頼されてつくった商品のうちの一部（約20％）を、営

ちょっとした手土産や、 離れて暮らす家族への懐かし

業商品として自社工場に併設された売店で販売してい

い地元の味として購入されています。

ますが、 依頼者にはいつでもその様子を見てもらえる

今後、 日本醤油工業では、 旭川という道内での物

ようにしています。 商品の売り方や見せ方の工夫を依

流に有利な立地を活かし、観光の発信の拠点となる道

頼者に還元することで、 販売のサポートにもつながっ

の駅を中心に地域ブランド商品を供給し、地域資源を

ています。

利用し付加価値を付けることで地元への利益の還元を
さらに進めていきたいと考えています。

量産効果や品質管理を戦略的に取り入れたグループ
会社との連携

道民消費を軸とし、
「地産地消」をテーマに地域と
の共生を図る日本醤油工業のように、地域に根差した

醤油原液はグループ会社である北海道キッコーマン

商品づくりが、全国に広がっていくことを期待します。

（株 ）千歳工場から仕入れています。 原材料の小麦と
大豆は、すべて道産を使用したものか、小麦は道産、
大豆はアメリカ産を使用したものにするか、 顧客がこ
だわりに合わせて選ぶことができるようになっています。
醤油の味を左右する火入れの工程は、自社で行うか、
または北海道キッコーマンに条件をオーダーして行って
います。
大量生産の合理性を利用しながらも、自社らしい味
づくりができるのは日本醤油工業の強みです。 他に衛
生管理の面でも、自社の品質管理の他、グループ会社
の品質管理も必ず通すようにしており、 衛生面での安
全・安心を提供しています。小規模だからこそできるこ
だわりの物づくりに、 グル ープ会社を利用した効率性
をうまく合わせてより高い品質の商品がつくられている
といえます。

レールの跡はかつて酒蔵だった名残

日本醤油工業は、地域の思いと、グループ会社であ
るキッコーマン
（株）や日本デルモンテ
（株）、マンズワ
イン
（株）とのつながりから得た技術ノウハウを活かし、
特徴ある事業スキームを構築しています。
地域とともにさらなる成長を目指す
工場は創業当時からの古い建物が使われており、現
在では醤油の醸造は行っていないものの、つい15年ほ
たる

ど前まで使われていた機械や樽が残されており、工場
を見学することができます。歴史を感じさせてくれる建
物は、町のシンボルのような存在となっています。敷地
内にある売店は多くの地元客でにぎわっています。 長
い醤油づくりのなかで熟知している「道民好み」の甘
辛い味をベースにした商品は、地域の人たちに愛され、

たたず

地域の食を支えてきた老舗醤油屋さんの佇まい
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『協同組合研究誌 にじ』2017年冬号の概要
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2017年冬号を刊行

している。本年（2017年）はＪＡ阿寒における生乳出
荷をめぐる騒動があった。中間流通業者と直接取引
した生乳農家に対して賦課金を徴収したことについ
て公正取引委員会から独禁法違反の恐れがあると

特集
「歴史・ルール再確認と今日的事業者と組合の関係」
はま だ たけ し

座長：北海学園大学 教授 濱田武士
マスコミに取り上げられる
ＪＡに対して独占禁止法違反の疑いがあり、公正

者の取り組みを高く評価し、ＪＡ攻撃する報道番組
がそれ以前に放映されていた。
新聞情報だけでは判断できないが、組合員とＪＡ
事業体との間で事業利用をめぐるもめごとが起こり、

取引委員会が動いたとの内容が新聞あるいはＴＶ

そのことがきっかけで、公正取引委員会への通報が

ニュースで時折取り上げられる。

あって騒ぎになっている、ということが想定される 。

昨年（2016年）はＪＡ土佐あきにおけるナス出荷を

56

注意された。ちなみに、この生乳農家と中間流通業

ＪＡに対するマスコミ、特に中央メディアの論調は、

めぐる騒動があった。 直販する農家に対してＪＡ職

性悪説的であるというのはあらためて言うまでもな

員が圧力をかけたとして公正取引委員会から排除措

いが、問題は違法性がないという結果になっても注

置命令を受けた。 それに対してＪＡ土佐あきは提訴

目されないがために、最初の報道のイメージだけが
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読者や視聴者の脳裏に残り、ＪＡの印象悪化をもた

けを悪玉に仕立て上げた住専問題である。さらに当

らしているところである。 漁協に対しても同じような

時は、世界の貿易体制がGATTからＷＴＯに移行す

捉え方がなされている。

るなど貿易自由化の体制が強まることで日本国内で
は輸出企業への期待が強まるとともに「日本農業を

報道の先鋭化

庇護し過ぎだ」という農業たたきが横行し、補助金

マスコミの取材、報道行動は昨今先鋭的になって

行政への批判が強められていた。行財政改革の動き

いるが、急にそうなったのではない。マスコミの都市

も活発化していたことから、小泉劇場が始まったと

目線が強まっていくなかで先鋭化していった。

きには、農林漁業団体はもはや税金で運営されてい

そのときの状況を描こう。70年代、ニクソンショッ

るかのような話にされてしまった。

ク、オイルショックを通じて、日本経済が高度経済成
長から低成長に入り、内需は伸び悩んでいた。しか
も、為替レートの変動相場制が導入され、円高が進

流通業界は敵視している
卸売業者など食品流通業界の方々と話していると、

んだ。つまり、貿易では輸入財が増える環境であっ

私たちは競争社会、サバイバルゲームの渦中にいる

たが、輸出企業が国際競争力を強化して輸出超過。

のに、農林漁業においては制度や行政によって「既

そうした企業も含めて、当時の企業経営は今でいう

得権益 」が守られて、その上、補助金によって支え

「身を切る改革」で合理化を進めて、減量経営に努

られ、努力していないと口にする。

力していた。非正規雇用者や現業部門の職員らが解

農林水産省の予算内には政策遂行や政策転換に

雇されるだけでなく、ムダ・ムリ・ムラをなくすため

伴う補助事業による各種補助金があるのは確かであ

の生産管理手法の開発が進み、どこの職場環境も

るし、農協や漁協の事業が政策のパッケージのなか

張り詰めた状況だったのであろう。

に位置付けられて補助金が絡む部分もあるのも確か

内需拡大が止まり、地方の地域経済が悪化するな

である。 そのことが、事態・状況に応じた政策とし

か、景気対策として赤字国債を発行して財政規模を

ていくら正当な内容になっていたとしても、他業種、

拡大していた。 その財政は主として地方に向かう。

都市の納税者意向としてはどうしても政策で優遇さ

とりわけ農山漁村は、 農林水産財政が伴う非公共

れていることが許せなくなり、
「なぜ農林漁業者だ

の対策だけでなく、公共事業による経済措置が拡大

けが、なぜ農林漁業団体だけが財政の恩恵を受け

し、インフラ整備が進んだ。財政出動の恩恵を感じ

ることが出来るのか」
「しかも国家財政事情が悪い

ない首都圏や大都市部から見ると、地方は「ぬるま

なかで……」と感情を持つのであろう。食品流通業

湯」
「温室 」のなかで苦労のない暮らしが守られて

者は、 生産者と利害関係にあり、 さらにデフレ不

いるように見えたと思われる。 中央と地方、第１次

況・過当競争のなかで喘いでいただけに語気が強ま

産業と他産業の間には、見えない溝が出来上がり、

る。 ついで「農林漁業には、 規制緩和を進め、 競

その溝が深まっていくのであった。

争させる必要がある」
「農協や漁協を優遇してはなら

うっくつ

そうしたなかで、 都市部のサラリーマン層の鬱屈

あえ

ない」ともいう。

した不満を代弁しだしたのがマスコミである。 特に

そうした流通業界の方々の多くは、正しく農林漁

中央メディアである。 彼らが標的としたのは、公共

業や政策のことを理解していない。専門家ではない

事業や農林水産業に関わる政官業の「鉄のトライア

し、自分で確かめようがないからである。マスコミの

ングル」であり、減反政策や価格補償政策などの農

演出によって染められているのである。

政、そして農林漁業団体であった。バブル経済崩壊
後は、その状況が加速した。 極め付きは都市銀行
への大規模な不良債権処理が隠されて、農協系統だ

情報の非対称性と内的問題 —— 指導と強制
マスコミは被害者に寄り添って状況を素描するも

【協同組合】
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のである。ＪＡの事業利用をめぐる冒頭に記載した

ては健全な事態ではない。

取り沙汰された騒動については、組織に反発した組
合員が被害者かのようになる。 そこには、組織を守
るために組合員を犠牲にしているといったようなメッ

以上の現状を変えることはかなり難しい。 外部に

セージがあり、さらに、厳しい農業経営の状況を打

向けて正しい理解が得られるように発信しなければ

開しようと新たな取り組みをしているのに改革を阻害

ならないが、 そのこと以上に内側にある問題をある

しているという評価も加わる。だが、こうした報道は、

程度克服する必要があるからである。そのためには、

組合員間の混乱・騒動の本質が理解されないまま描

過去の叡知によって生み出された事業の合理性をさ

かれている。このことは、農協、漁協がマスコミに生

まざまな角度から点検して、 あらためて何が合理的

産者団体と認識されていても「協同組合」 という相

なのか、 不具合なのかを検討しつつ、 内発的に協

互扶助原理に基づいて運営されているということが

同組合運営を改変していくことが必要となる。 その

まったく理解されていない、まったく理解しようとし

点検後にあるのは対極的な２つの対応策である。

えい ち

ないという問題に行き着く。生産者団体の性格に関

①過去の事業の在り方を総合的不合理と判断し

わる内容が、内側では協同組合、外側では既得権

て解体し、
（これまでの組合員への「指導」や「組合

益独占組織というように完全に非対称になっている。

員参加」をやめ）個々の組合員を顧客的な対象にす

しかしながら、今日、農協・漁協攻撃が強まって

る都市的事業形式に移行すること、 ②過去の事業

いる背景には、マスコミなど外部の協同組合への理

の合理性のある部分を引き継ぐ形で、
「指導」や「組

解不足という側面だけではない。農協・漁協の内側

合員参加」なども含めて事業の在り方を部分的に修

にも今の状況を招く問題がある。世代交代などが進

正していくこと、である。

んで、組合員も、協同組合の原理・原則や過去に積

対応策の方向性は他にあると思われるが、 ①か、

み上げてきた内的ル ールの経緯に疎くなっており、

②かは、 運営を改変していく方向性を考えるための

内的ルール形成の歴史と苦労を十分に受け継ぐこと

「協同」にリセットをか
第一の分水嶺である。①は、

ができなくなっているところである。その背景には、

けて効率性やビジネス色を強めて、 組合員個々の自

組合員参加の頻度が減ったり、組合員間の人間関係

由な発展を考えたものである。やや、冷めた考え方

が希薄化したりしたことで、事業利用をめぐる組合員

だと思う。 ②はこれまでの「協同」の合理性の在り

の結合体が弱まっていることや、それと並行して組

方をどう今日的な現状に合わせていくかである。 こ

合員の意向が多様化しているなどがあろう。

れから生産労働人口や人手が不足する故に協同に新

ぶんすいれい

ここで、 以上の問題に対する課題克服が進まな

たな可能性を見出そうというものである。おそらく、

かった２つの要因に気付く。１つは、マスコミなども

①は「協同」のクールダウン、②は「協同」のアレン

含めて外部に対して理解を得る発信ができていな

ジである。

かったこと、もう１つは、 役職員からの組合員への

筆者は、今日の農協・漁協に対しては②の立場を

「指導」が「強制」として受け止められる状況になっ

取り、創り上げられてきた事業を根本から評価し直し

ていったことである。付け加えると、そのような「指

て、どこに合理性があるのかを確認しつつ、
「指導」

導」が公正取引委員会やマスコミに攻撃材料を提供

によってそのことを組合員に広げ、さらなる合理性を

してしまい、そのことによる干渉がより組合員間や職

追求できるのならばその部分において事業を修正す

員・組合員間の人間関係の悪化、つまり「分断」とい

べきと考えている。 新自由主義時代の「協同」の形

う悲劇をもたらしていると思われる。

でもある①の立場を取るのならば本企画は必要な

想像ではあるが、こうなると修復不可能になるの
ではないだろうか。 農山漁村という地域社会にとっ
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本企画・特集の出発点
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本企画・ 特集における各論では、 ②の視点から
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農協、漁協の事業の歴史・ルールを再確認し、今日

共通テーマ「危機にこそ強い協同組合」を踏まえ、

的事業者と組合の関係を再整理・再評価され、次な

７月に「震災復興にむけての協同組合活動」をテー

る展望が描かれることを期待したい。そして、本特

マに国際協同組合デー記念中央集会を開催、
「この

集が協同組合運営の一助になることを願いたい。

集会を契機に、 震災からの復旧・復興に向け、 協

なお、今後も、公正取引委員会やマスコミの動向

同組合全国組織等が連携できる具体策を協議し、

も踏まえて、何が問題なのか、核心部を突いていか

相互に協力して実践・行動」する旨の申し合わせを

ねばならないと考えている。 従って、企画・特集を

行いました。

今回で終わらせず、ＪＡ土佐あきの結末はどうなっ

その後、申し合わせに基づく具体策の協議を踏ま

たかなども含めて関連調査・研究を今後も進めてい

え、10月にはＪＡ全農福島県本部が主催するＪＡ農

くべきである。

産物直売所「愛情館」での収穫祭に参加するととも
に、県本部農業技術センターの農産物検査体制やＪ
Ａ郡山市の米の全袋検査などの取り組みを視察しま
した。
2014年度には１回目の「ＩＹＣ支援隊」として、10
月に２泊３日の日程で会員団体の役職員11団体15人
が宮城県を訪問し、 南三陸町において農業の復興
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

支援活動を行うとともに、 被災地における協同組合
の取り組みとして、 宮城県漁業協同組合本所（石巻
市）および志津川支所（南三陸町）
、 日本労働者協

■ＩＹＣ記念全国協議会による「ＩＹＣ支援隊」の実施

同組合連合会センター事業団・大森とうふ工房およ
わたのは

（共に石巻市）を訪問し、取
び渡波浜の駅「GAGA」
①これまでのＩＹＣ記念全国協議会の「東日本大
震災からの復旧・復興」にかかる取り組み

り組みを視察しました。
2015年度は、第２回「ＩＹＣ支援隊」として９月に

2012年の国際協同組合年（ＩＹＣ）に向け結成さ

２泊３日で、岩手県及び宮城県を10会員団体の職員

れたＩＹＣ全国実行委員会は、2011年３月の東日本

17人で訪問しました。岩手県の釜石地方森林組合、

大震災の発生を受け、2012年の活動計画において、

ＪＦみやぎ唐桑支所（気仙沼市）などを訪問し、 被

世界 共通に設定されたＩＹＣの目標である「① 社

災の状況や復旧・復興への取り組みについて学ぶと

会・経済に対する協同組合の貢献についての認知度

ともに、 ＪＦみやぎ唐桑支所のカキ・ホタテ共同養

の向上、 ②協同組合の発展、 ③協同組合政策・制

殖作業場で養殖資材作りを支援しました。

度の整備 」に加えて、 独自の目標として「④東日本

2016年度の第３回は、 ９月に１泊２日の日程で12

大震災からの復旧・復興」を掲げ、各協同組合が取

会員団体30人の参加のもと、 福島県内の協同組合

り組みを進めるとともに、 諸会議や学習会を通じて

や関連の農業生産法人など（ふくしま中央森林組合、

相互に取組状況を報告・共有し、連携すべき点を模

相馬双葉漁協、福島医療生協、ＪＡふくしま未来お

索しました。

よび同ＪＡ出資の農業生産法人、 福島県酪農協の

2013年５月にＩＹＣ全国実行委員会を引き継ぎ設

「復興牧場」で経営する酪農の農業生産法人）を訪

立されたＩＹＣ記念全国協議会もこれら４つの目標

ね、 復興の現状と協同組合の復興の取り組みを学

を引き継ぎ、
「東日本大震災からの復旧・復興」とし

ぶ視察・交流を実施しました。
各回とも、被災状況や復興の取り組みについて学

て以下のような活動を行ってきました。
2013年度には、 その年の国際協同組合年の世界

ぶ貴重な機会となると同時に、参加者相互の交流の

【協同組合】
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機会ともなってきました。

＊道の駅津山もくもくランド（登米市）
＊南三陸さんさん商店街（南三陸町）

②2017年度のＩＹＣ支援隊は宮城県協同組合こ
んわ会に受け入れを依頼

＊南三陸町あぐり第一復興組合・ 星農場（南三陸
町）

本年度は、宮城県の協同組合間連携の推進組織

＊（株）サンフレッシュ小泉農園（気仙沼市）

である「宮城県協同組合こんわ会 」
（以下、こんわ

＊石巻市水産物地方卸売市場（石巻市）

会 ）にＩＹＣ支援隊の受け入れの調整をお願いしま

＊Ａ＆ＣＯＯＰ
（エー・アンド・コープ ）松島店（松

した。

島町）

こんわ会は、ＪＡ宮城中央会、宮城県生協連、Ｊ

＊（株）やまもとファームみらい野（山元町）

Ｆみやぎ、 宮城県森連で1991年に設立され、1994
年に日専連宮城県連合会が加わり、５団体で継続し
て取り組みを行ってきています。

■ＩＣＡの新たな会長・理事が選出されました

「森と水といのちを考える交流集会 」
（1991 〜
、
1994年）、米市場開放阻止の取り組み（1992年）

国際協同組合同盟（ＩＣＡ）の総会・世界会議・

環境ＮＧＯ「みやぎ・ 環境とくらし・ネットワ ー ク

理事会・委員会等が2017年11月13 ～ 17日にマレー

（MELON）」の設立（1993年）、地場産品による「オ

シアのクアラルンプールで開催され、 全世界から約

リジナルおにぎりセット」の販売（2003 ～ 2009年）
、
「食の安全・ 安心を守る共同宣言 」
（2009年 ）
、

1800人が参加しました。 日本からも日本のＩＣＡ会
員団体13団体44人が参加しました。

2004年の国際コメ年を契機とした「おにぎりフォー

11月17日に開催されたＩＣＡ総会では会長・ 理事

ラム」
（2004 ～ 2010年 ）、こんわ会が設立母体と

選挙が行われ、新たな会長・理事が選出されました。

なった「ＴＰＰから食とくらし・いのちを守るネット
ワーク宮城」の設立と集会・学習会の開催（2012年

○ＩＣＡ理事会

～）、
「東日本大震災からの復興をめざす共同宣言」

ＩＣＡ理事会はＩＣＡの戦略策定と実践管理、総

（2013年）など、地場食材を大切にする消費者と生産

会と総会の間のＩＣＡの運営、会員加入に関する事

者の顔の見える関係づくりのもと、県民のくらしを守

項の決定、予算の承認と管理、などの役割を持って

り、県内農林水産業・関連産業の活性化を目指して

います。理事は全部で26人、任期は４年です。
理事会メンバーのうち特に会長は、ＩＣＡを代表し、

活動を行っています。
こんわ会に訪問先を調整・設定いただき、充実し
た訪問・視察を行うことができました。

総会・理事会において議長を務め、事務局長と協力
してＩＣＡをリードする役割を持っています。

また、今回特徴的だったことは、ＩＹＣ記念全国

ＩＣＡは、 その組織全体をカバ ーするグロ ー バ

協議会の会員団体である家の光協会が、 新人研修

ル・オフィスの他に、４つの地域（アフリカ、米州、

の一環としてＩＹＣ支援隊を位置付け、 ８人の今年

アジア太平洋、欧州）
、８つの分野別組織（農業、

度入会職員が参加したことです。

金融、消費者、漁業、医療、住宅、保険、労働者）、
青年ネットワーク、４つのテーマ別委員会（協同組合

③2017年ＩＹＣ支援隊の訪問先
今年度のＩＹＣ支援隊は、こんわ会のコーディネー
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研究、男女共同参画、協同組合法、開発）といった
組織を持っています。

トにより、各地を訪れ、一歩一歩なされていく復興の

これらの組織からも代表が理事会に入ります。４

取り組み、またそこでの協同組合の取り組みを学び

つの地域からは各地域の会長がＩＣＡの副会長とし

ました。訪問先は以下の通りです。

て理事会に入るとともに、８つの分野別組織から４
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人の代表が理事会に参加します。さらに、青年ネッ

の会長に選出されました。2011年にはアルゼンチン

トワークから１人、男女共同参画委員会からも１人

全国の協同組合運動を代表するアルゼンチン協同組

が理事会に加わります。

合総連合（コーペラル）の会長に選ばれ、現在３期目

こうして理事会は、会長１人、副会長４人、分野

（2020年まで）を務めています。 彼の就任以来コー

別組織代表４人、青年ネットワーク代表１人、男女

ペラルの会員数は倍増し、そのカバーする地域や分

共同参画委員会代表１人、一般理事15人という、６

野は増え、現在コー ペラルは67の連合会、5000の

区分26人で構成されます。

協同組合、1000万人の組合員（アルゼンチンの人口
の４分の１に当たる）を代表しています。

○ＩＣＡクアラルンプール総会での選挙などの結果

国際的な活動としては、2013年総会でＩＣＡ理事

上記の区分のなかで（信任投票ではなく）競争的

に選出され今回の総会まで1期を務めました。2014

な選挙となるのは、会長と一般理事です。総会以外

年からはＩＣＡ米州地域の副会長代理を務めていま

の諸会議が開催される13 ～ 16日の間も、 各候補者

す。

の陣営による選挙活動が行われ、一連の会議の最

ＩＣＡ会長として、地域や分野別組織、青年ネット

後に開催される17日の総会で選挙・批准が実施され

ワークや男女共同参画委員会といったＩＣＡ諸組織

ました。

の間の連携を強めながら、2020年以降の次の10年

新会長にはアルゼンチン出身のアリエル・グアル

に向けた戦略を創っていくことを打ち出しています。

コ氏が選出されました。 日本協同組合連絡協議会

新しいＩＣＡ理事会は、新任理事が14人でそのうち

（ＪＪＣ）に集うさまざまな協同組合セクターの支援を

半数が女性です。全体で女性が26人中７人（４分の

受けて立候補した中家徹ＪＡ全中会長も、
「組織の

１超）となり、これまでの理事会（21人中４人）に比

力の源泉は組合員にあり教育・広報を通じて真の協

べて女性の割合が増えました。 また、 理事会の言

同組合運動者を育てていくことが必要」
「ＩＣＡとし

語は英語ですが、会長がスペイン語からの通訳を必

て現場の協同組合の取り組みの意義や価値を広く国

要とすることから、 その点からも理事会において多

際社会に訴えていくべき」
「協同組合は分野の違い

様性を歓迎する度合いがさらに高まるのではないか

を越えて協力し合いその社会的価値を高めていくこ

との印象を筆者は持っています。

とが重要」
「引き続き開発途上国の協同組合振興を
図っていく」といった点を総会での所信表明で力強

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

く訴え、 第２位の得票数でＩＣＡ理事に当選しまし
た。
○新ＩＣＡ会長と理事会の多様性
新会長はアルゼンチン出身のアリエル・グアルコ氏、
1969年生まれの48歳です。アルゼンチンのブエノス
アイレス州のコロネル・プリングネスという町で生ま
れました。母親が地元電力協同組合で働いていたこ
とから、文字通り「協同組合のなかで育ちました」
。
獣医であり農業経済学で修士号を持っています。
23歳で地元電力協同組合の組合員となり、27歳で
理事、2007年には38歳で組合長となります。さらに
2008年にブエノスアイレス州の電力協同組合連合会

【協同組合】
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

欧米人とほんの少しでもビジネス

麗句の繰り返しではなく、厳しい基

います。
「自社：他社＝100：０」で

で関わると、公私を問わずどんなと

準での評価の視線が送られていま

はありません。
「51：49」のバランス

ころで出会っても「フレンドリー」に

す。ビジネス活動では、それが基準

は最低厳守事項となります。
「80：

笑顔を見せて積極的に話し掛けて

であり違法とならない限り、脱法行

20」より、相手が下回ることはしま

きます。 もちろん、 礼儀正しく自分

為と思われることであっても自己内

せん。 相手が最低でも維持でき少

と一緒にいる仲間に対しても親しげ

正当化されて実行されます。それが

しでも成長の余裕がなくては後々、

に挨 拶を交わしてくれます。 ビジネ

「グローバルスタンダード」です。あ

スの進展や状況などを話題にする

なたも私も誰もがしっかり適合しな

ことはありません。優位や劣位感を

くてはなりません。グローバル化の

臭わせることもありません。そして、

潮流に乗るとは、そういう違和感を

その非情とも取られかねないスト

お互いのビジネスの度合いにより、

振り捨てて調和していくことかもし

ロング精神を自覚した行動をあなた

その場で交わし合う時間の長さは

れません。

は意図的にしなくてはならないので

あいさつ

あなたが、グローバル化を強く自
覚し実現を目指し潮流に乗りきるに

グローバルビジネスでは、暗黙な
がら絶対的な共通点があります。
「自社ファースト」の徹底です。
何がどんな場面であっても、決し

自社成長51＞他社成長49が必須
です。

す。怯んだりためらったりという「遠

違ってきます。いずれにしろ、その
去り際は必ず爽やかです。

自社が困るからです。

は「ストロングマインド」という心の
自覚が必要になります。その自覚は、

慮」は、会社や商品そしてあなた自
身の実力に疑問を抱かせます。
それが、
「グローバルスタンダー
ド」なのです。

次の心理５ポイントで可能になりま
② ＋１多く語る

す。

て「自社ファースト」の精神は揺ら
ぎません。
「自社の利益 」が何より

① 遠慮をしない

寡黙であることは「何も語る内容
を持たない」と受け取られかねませ

も優先されます。 さらに、
「自社の
損失」は最も許されません。対外的
なペルソナの好感度を与える表情
には何枚もの仮面があり、 最終的
ただの笑顔の交わし合いや美辞

ＪＣ総研レポート／2017年 冬／VOL.44

ん。 よく陥る錯覚があります。
「良
い商品なら見せ れ ば 良さが 分 か

てください。
グローバルビジネスでは駆け引き
は不可欠です！

には「自社利益」になります。
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一切の譲歩をしない決断をまずし

しかし、もちろん

妥協もあり相互の利益調整も考えて

る!?」の発想です。あなたがその商
品、商談を「良い」と見せなくては
ならないのです。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（24）】
グローバル化の潮流に乗る必須ストロングマインド―Ⅱ

あなた自身が知りたいこと、あな

相手がまた企業が獲得できる７メ

に頼ることは揺るがない心をつくり

たが相手に知らせたいこと、 相手

リットを示しましょう。
「グローバル

ます。信仰する心によって弱い心は

に分からせたいこと、そして、相手

スタンダード」の不思議なところです。

強くなり、強い心は安定するのです。

に検討させたいこと、を明確に聞き

７を超える数は、かえって不信感を

それが「ストロングマインド」です。

出すように話さなくてはなりません。

抱かせてしまうようです。

信仰を持つというより、 よりどころ

さらに１点、ビジネスとは直接関係

相手メリットの提供、達成を「わ

うぬぼれ

信仰をする心には自惚れもなく、

がないと思われるかもしれませんが、

が社は、成します！

会社やあなたが有能であると思わ

成し遂げます！」のアピールです。

嘘もなく妄想もないと受け取られる

せるように付け加えることです。

あなたの表情、声、姿勢が決め手

のです。どのようなトラブルや障害、

になるのです。

障壁があっても、落ち込まずプラス

あなたは、あなた自身の他とは異

成せます！

の価値を持つという意味です。

なる独自性や個性、 優れた点を現
時点でどのくらい把握していますか。

化し継続できる源になる確信が持
⑤ 信仰する心を持つ

例えば、上司や隣人に遠慮なく必要

てるからです。 これが「善意識の
核」と呼ばれるものです。

な会議（ミーティング）を必要なタイ

最後は、 あなたが自分や自社以

ミングでやっていますか。それを自

外に心を寄せるものがあるか、ない

ストロングマインドは、 自覚さえ

覚して始めてください。

か、 がポイントになります。 心を寄

すれば誰もが手にできる実力であり

せるとは、あなたが尊敬する誰かを

「グローバルスタンダード」なのです。

③ 根拠を示す

仰ぎ見るような気持ちで頼るという
ことです。これが「信仰」です。神

自分の発信するあらゆる意見や

や仏でなくて自然や文化財、父や母、

提案、 仮説や発言の内容には必ず

恩師、仲間など、多岐に及ぶでしょ

そのように発案し、展開を論理的に

う。しかし、宗教家でなくても神仏

導いた根拠が必要です。 分かりや
すく可視化し、 客観的に相手の周
辺の方々が担当者から示されてもあ
なたの意図が分かり、 証明できる
データや実績を示すことです。
しかし、 目標に向かう未知への
決断をした対策には、あなたの信念
と思える自信の強さが決め手となり
ます。 最終的には意外にも、相手
はあなたの信念に頼るからです。
信頼感、信頼度の強さをよりどころ
にしてビジネスの絆を結ぶのです。
やはり、それが「グローバルスタ
ンダード」です。
④ メリットをアピールする
あなたの示す提案には、 明確に

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（24）】
グローバル化の潮流に乗る必須ストロングマインド―Ⅱ
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協同組合間連携組織の組成へ向けた準備と自己改革への対応
～ 2017年度上半期の事業概況～
ＪＣ総研 企画総務部

わが国の協同組合組織を会員とする当総研は、
ＪＡグループを会員とするＪＡ全中と、それぞれ
の会員への貢献度を一層高めていくため、本年
（2017）４月１日に事業再編を行いました。

で「ＪＡ組織基盤強化フォーラム」をＪＡ全中と共
催で開催し、公表しています。
また、日本農業の実態を無視した「農協改革」
を協同組合から問い、ＪＡグループの自己改革に

これにより、今年度から、これまでＪＡ全中が

関連した先駆的な取り組みなどについて発信する

有していた、日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）

ため、昨年度に引き続き協同組合研究誌『にじ』

や国際協同組合年記念協同組合全国協議会（ＩＹ

の臨時増刊を発行し、10 人の研究者と２人の実

Ｃ記念全国協議会）の事務局業務などの協同組合

践者による各々の専門分野からの論考を掲載しま

間連携機能を、当総研が直接担うようになりまし

した。

た。また、当総研の「中期三か年計画（平成 28
年～ 30 年度）＜平成 29 ～ 30 年度修正版＞」に

基礎研究など

基づき、ＪＡグループの自己改革や組合員政策の

上記取り組みの他、実証的・専門的な調査研

あり方などに資する調査・研究・発信を重点とし

究として、
「都市・農村共生社会創造研究」
（主査：

た事業を行っています。

明治大学 小田切徳美教授）
、
「農村女性活動の実

本稿では、このような、当総研における今年度
上半期の事業概況についてご報告します。

態把握と今後の方向性にかかる研究」
（主査：龍
谷大学 石田正昭教授）
、
「地域課題とＪＡに関す
る研究」
（主査：明治大学 小田切徳美教授）など

協同組合間連携組織の組成へ向けた準備

を実施しています。

協同組合間連携を進める新たな組織の、2018

また、食育ソムリエ養成講座（従業員コース・生

年４月発足を目指し、ＪＪＣ「新たな連携組織準

産者コース）を継続開催し、ファーマーズマーケッ

備委員会」の運営事務局を担いました。同委員会

トなどのさらなる魅力づくりを支援するとともに、

は、最終報告のなかで、当総研が新たな連携組

食品ロス削減に関する調査・研究や、ファーマー

織を担う方向で、その設立趣旨、役割・機能、体

ズマーケットなどでのフードバンク活動のあり方に

制などについて取りまとめており、当総研としては、

ついての検討も行いました。

今後、それらに基づいた組織のあり方を検討して
役員の改選

いくこととしています。

今年度上半期には、執行体制についても、大き
ＪＡグループの自己改革への対応

な変更がありました。８月 10 日の中家徹代表理

「ＪＡの体系的な組合員政策に関する研究」
（主

事会長と勝又博三代表理事理事長の就任をはじ

査：滋賀県立大学 増田佳昭教授）において、組

め、延べ９人の理事の就退任があり、現在、理事

合員アンケート結果などをもとに、組合員の多様

12 人、監事３人の体制で組織運営を行っています。

化の実態、ならびにＪＡの対応状況について検証

64

し、ＪＡ組合員のアクティブメンバーシップ強化の

下半期の当総研の運営につきましても、引き続

ための施策について考察しました。この結果につ

き、会員および関係各位のご支援とご協力を心か

いては、昨年度に引き続き８月に東京および大阪

らお願い申し上げます。
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編 集 後 記

今秋、児童や生徒が夏休みを利用して制作した自由研究や作文などを審査する機会に恵ま
れ、たくさんの優れた作品に出会えた。なかでも、祖父が作る地域の名物料理がなぜ美味し
いのかを証明するマーケティング視点の作品は児童とは思えない出来栄えに驚嘆した。食材の
特徴を市場関係者や生産者を訪ねて調べ、料理店やメーカーを取材して市販品との違いを明ら
かにし、商店街でアンケートを実施して支持される名物料理の味をえぐり出すなど、仮説・検証
を重ねながら美味しい訳を導き出した。
以前、自動車メーカーが「子ども店長」というＣＭをやっていたが、その伝でいけば「子ども
博士」
「子ども上席研究員」と呼ぶにふさわしい作品だった。他にも文献だけに頼らず、実験や
取 材を重ねて丹 念に仕上げた作品に出会うことができた。同時に使 用文 献のリストはもちろ
ん、実物やコピーをファイリングして一緒に提出する丁寧さに頭が下がった。
また、テーマの選び方や結論へ導く構成力に優れ、読みやすい文字で綴られた作文が多数
寄せられて印象的な学校があった。この学校、な、なんと小川編集総括の母校（！）だった。
その筆力のルーツを見た思いがした。
（編集スタッフ 加藤文英）
読者の皆さんも同じだと思うが、年末が差し迫り、ばたばたと落ち着かない日々が続いてい
る。こんなときには、普段なら気にも留めないようなちょっとしたことがトゲのように心に突き刺
うつうつ

さり、勝手に落ち込むことになるからご用心。そんな鬱々とした気分を吹き飛ばすには「笑い」
が一番だ。
お昼休みに、事務所近くのコーヒーショップに立ち寄ったときのことだ。私の前に並んでいた
サラリーマン風の若い男性が、
「タバコを吸いたいのですが、ライターを忘れてしまったので、貸
してもらえますか？」とお店の方に尋ねているのが聞こえてきた。
「かしこまりました、 どうぞお使いください」。 極 上の笑 顔とともに店員さんが差し出したの
は、なんとアウトドアで活躍する、大ぶりのチャッカマンだったのである。男性が、四苦八苦し
ながらタバコに火を付ける姿を想像し、私は思わず吹き出してしまった。それに感化されてか、
せき

堰を切ったように男性も当の店員さんも大爆笑。
「ごめんなさい、これしかないんです」と頭を下
げる店員さんに、男性は目尻の涙をぬぐいながら「がんばってみます」とけなげに答えていて、こ
れまた笑いを誘った。
「笑う門には福来たる」とはよく言ったもので、沈みがちだった心は一気に爽快に！

喫煙者

は肩身が狭い昨今だが、喫 煙問題はさて置き、気 分 転換は大 成 功の巻となったのである。
と、ここまで書いていたら、面白かった出来事をたくさん思い出してきた。あ〜書ききれない！
これぞ笑いの連鎖、幸せの入り口だ。
（基礎研究部 主席研究員 小川理恵〈編集総括〉
）

ご意見・ご感想をおよせください
『Ｊ C 総研レポート』は、一般社団法人Ｊ C 総研の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想を頂き、より充実した誌面
づくりに役立てていきたいと考えております。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。

【送付先】 ＦＡＸ：0

3-3268-8761

〒 162-0826

東京都新宿区市谷船河原町 11

飯田橋レインボービル５階

一般社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部

宛
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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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