巻 頭 論 説

ＪＡ自己改革の王道は
﹁組織力﹂
の再構築

１．なぜ、組合員はＪＡ事業を利用するのか
今、ＪＡはそれぞれの地域で多くの企業と競争を繰
り広げている。銀行・郵便局・保険会社・ホームセンター・
スーパーなど、具体的な競争相手を列挙すれば切りが
ない。ＪＡの競争相手が増えていることは、ＪＡ事業
を利用する側から見れば、それだけ生活を豊かにする
ための選択肢が増えたことを意味する。決して悪いこ
ととはいえないだろう。
すでに人口減少時代に突入したわが国において、今
後一般企業との競争がますます激化するのは必至であ
る。こうした状況下にあってＪＡに求められていること
は、競争相手を過度に意識してそれに追随するかのよ
うな事業の見直しを進めることではなく、中長期的な
視野に立って、自らの組織の特性を十分に踏まえた競
争力の強化策を着実に実践していくことではなかろう
か。それこそ自己改革の王道といえるだろう。
ところで、そもそも組合員は、多様な選択肢がある
なかでなぜＪＡ事業を利用しているのだろうか。例え
ば、ＪＡの信用事業を利用している理由はどこにある
のだろうか。表１は、2016 年度に東北地方のＡ農協で
実施したアンケート調査の結果である注１）。この表によ
れば、正組合員・准組合員共にＪＡの貯金を利用する
理由の第１位は「店舗が近いから」
、第２位は「ＪＡに

に し
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注１）本アンケートは2016年11月〜 12月にかけて実施され、
正組合員・ 准組合員をそれぞれ無作為で1500人抽出して、 職員
の訪問を通じて配布し、 郵送で回収している。 正組合員の回収率
は43.1％、准組合員の回収率は35.8％となっている
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は親近感があるから」となっている。

み出し、組合員の農業経営や生活の改善に寄与する決

注目されるのは、
「ＪＡには親近感があるから」が、
「金利などが有利だから」
「職員の専門性が高いから」

定打となることを大いに期待するところである。
ただし、もしも現在進行中の改革が専ら経済的なメ

などよりも上位に位置したことである。つまり、組合員

リットを創出することだけに主眼を置いているとするな

は貯金（預金）の預け先を選ぶ際に、経済的なメリッ

らば、現場の苦労を承知の上で再考を求めなければな

トや専門性よりも、預け先の組織に対する親近感をよ

らない。なぜならば、それだけでは協同組合としての

り重要な判断基準にしていると考えられるのである。

本質的な競争力の向上にはつながらないと考えられる

むろん、信用事業に携わった者ならば、実際には金

からである。 これまでの多くの農協研究が指摘してき

利の優遇キャンペーンを展開すると貯金が集まりやす

たように、協同組合の競争力の源泉は「組織力」にあ

いと感じているだろう。この点についてだが、当該アン

り注３）、それを高める努力を続けない限り、ＪＡが協同

ケートでは「ＪＡに親しみをどの程度感じているか」に

組合として存続・発展していくことは難しいと筆者は考

ついても尋ねており、この設問とＪＡに貯金する理由を

えている。

クロス集計したところ、
「金利などが有利だから」を選

北川太一・福井県立大学経済学部教授の定義を借

んだ人のうち、正・准共に 76％の人はＪＡに対する親

りれば、
「組織力」とは「共通の商品やサービスに関す

しみを強く感じていることが明らかとなった

注２）

。

る要求と期待とを意識的に結集させることによって発

以上の結果は、組合員がＪＡの信用事業を利用する

揮される力」を意味する注４）。やや難解な定義だが、北

ベースにあるのは、やはり親近感であることを示唆して

川氏の言う「意識的に結集させる」場とは協同組合（Ｊ

いる。おそらく現実としては、金利の優遇キャンペーン

Ａや組合員組織）を指しており、要は「組織力」とは、

は、ＪＡに対して親近感を持つ組合員から実際の貯金

組合員個々のＪＡとの結び付きの強さや一体感、 いわ

という行為を引き出すきっかけとなっているのではない

ばＪＡに対する帰属感のようなものを、組合員全体で足

だろうか。この意味からすれば、同キャンペーンはまさ

し合わせたものといえるだろう。

に「鬼に金棒」の役割を果たしているといえる。いずれ

では、 組合員の帰属感が高まると、 ＪＡという組織

にしても、ここで強調しておきたいことは、
「親近感」

においてどのような力が発揮されるのだろうか。この点

が組合員の事業利用のベースを成していることである。

を説明するために、 やや迂遠だが組織行動論や組織

そしてこの「親近感」こそが、本論で取り上げる「組織

心理学の領域で研究の蓄積が進んできた「組織コミッ

力」の第一段階と位置付けられるものなのである。

トメント」について簡潔に紹介する注５）。
注２）
「ＪＡに親しみをどの程度感じているか」は、そう思う・どちらか

２．協同組合の競争力の源泉は「組織力」

といえばそう思う・どちらともいえない・どちらかといえばそう思わな
い・そう思わない、の５段階尺度で尋ねており、ここではそう思う、ま
たは、どちらかといえばそう思うを選んだ人の割合を示している

2014年５月に、規制改革会議の農業ワーキング・グ

注３）例えば、藤谷築次「協同組合の適正規模と連合組織の役割」桑

ループが出した「農業改革に関する意見 」に端を発す

原正信監修・農業開発研修センター編『現代農業協同組合論＜第１

る農協改革では、ＪＡに対して「農業者にメリットを出

巻＞農協運動の理論的基礎 』家の光協会、1974年。 武内哲夫「協

し、 農業者に選ばれること」を強く求めている。 しか
しながら、全国多くのＪＡにおいては、
2000年代に入っ
てからの経済事業改革などを通じて、すでに事業の合
理化を相当程度進めてきている。その上での今日の改
革は、まさに「乾いた雑巾を絞る」努力を現場に対して
強いていることであろう。 その苦労が大きな果実を生

同組合組織の特質」
『新版

協同組合事典』家の光協会、1986年な

どがある
注４）北川太一「ＪＡの組織」『＜ＪＡ学習シリーズ＞新版

農業協

同組合論』全国農業協同組合中央会、1999年、109〜110ペー
ジより引用
注５）以下の「組織コミットメント」にかかる記述は、鈴木竜太『自
律する組織人̶̶組織コミットメントとキャリア論からの展望̶̶』
生産性出版、2007年に全面的に依拠している
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「組織コミットメント」とは、 組織と構成員の心理的
な距離感を表す概念であり、
「功利的コミットメント」と

メント」
（＝帰属感）の総和である「組織力」は、協同
組合ならではの競争力の源泉といえるのである。

「情緒的コミットメント」の２つの次元から成るものとさ
れている。 前者は損得勘定に基づく結び付き、 後者
は感情的な結び付きを意味する。そして「組織コミット

３．組合員とＪＡをつなぐ３つの意識

メント」が強い組織においては、その効果として次の３
つがもたらされるとされている。 第１には、 離職や転

次に、帰属感についてさらに詳しく検討してみよう。

職が少なくなること、第２には、価値観の共有が進む

筆者は帰属感を構成する中心的要素は、組織に対して

こと、第３には、構成員が組織のなかで自分の役割以

感じる親しみの度合い＝親近感、組織のなかに仲間が

外の行動を積極的に取るようになることである。

いることの実感＝仲間意識、組織の理念や特性につい

詳細な検討は割愛するが、
「組織コミットメント」は
帰属感とほぼ同義と捉えることが可能である。故に、

話が些か唐突だが、 今、 これまでまったくＪＡとの

「組織コミットメント」が組織にもたらす３つの効果は、

関わりを持っていなかった１人の地域住民を想定して

「組織力」が高い組織において発揮される力そのもの

みよう。この地域住民が、家を建てるためにＪＡでロー

であると考えられる。

ンを組むことになったとする。 渉外担当者の丁寧な説

例えば、 第１の効果をＪＡに当てはめれば、 組合員

明に触れて、ＪＡに初めて抱く感情は「親近感」のよう

がさまざまな事業利用について他の企業への乗り換え

なものであろう。住宅建設後も渉外担当者の定期訪問

を簡単にはしないこと、 あるいは農産物出荷における

は続き、 ある時、 営農センターで開催している園芸塾

機会主義的な行動が抑制されることなどが該当するだ

を紹介される。 家庭菜園を始めたいと考えていたので

ろう。 こうした組合員の性向は、 長期的な視野に立っ

参加したところ、 半年間にわたる固定メンバーでの活

た事業戦略の樹立や毎年度の計画的な事業の遂行を

動を通じて、気が付けばたくさんの「仲間」ができてい

容易化し、 当然の帰結としてＪＡの事業競争力を高め

た。 さらに、 修了と同時にＪＡの直売所への出荷を勧

ると考えられる。

められ、 直売所部会への加入を決意する。 そこでは

また、 第３の効果をＪＡに当てはめれば、 総代や支
店運営委員などＪＡの各種役員が事業の改善点につい

協同組合に関する講習もあり、 ＪＡという組織の仕組
みを初めて「理解」した。

て積極的に発言すること、 生産部会においてベテラン

ここで述べたストーリーは仮想であり、 組合員・地

が若手にアドバイスすること、 女性部が地域の若い女

域住民がＪＡとの関わりを深めていくステップは言うま

性をサポートするために託児に取り組むことなど、無数

でもなく多様である。 ただし、 親近感→仲間意識→

の行動が該当すると考えられる。一つひとつの行動は

理解という順序でＪＡに対する意識を深めていくこと、

小さな影響力しか持たないかもしれないが、 それらが

帰属感を高めていくことについては、 十分なリアリ

組織の至る所で展開されるＪＡは、 卑近な言葉で表現

ティーを有していると考えられる。

すれば活気のあるＪＡであり、直接的・間接的にＪＡの
競争優位性を高めることに寄与するだろう。

4

ての熟知＝理解、の３つであると仮説的に考えている。

表２は、先に見たＡ農協でのアンケート結果である。
なお、 ここでは正組合員のみを集計対象としている。

「組織コミットメント」の効果が発揮されるのは、 企

この表によれば、 ＪＡに対して「親近感 」を持つ人は

業においては従業員だけであろうが、 ＪＡの場合は職

66.7 ％、 持たない人は33.3 ％となっている。 そして、

員だけではなく、 利用者である組合員においても十分

「親近感」を持ち「仲間意識」も持つ人（表の③と⑤）

に期待できる。 このことは、
「わがＪＡ」という組合員

は42.5％、
「親近感」を持たずに「仲間意識」を持つ人

はいるが、
「わが会社」という顧客はまずいないことが

（表の⑧と⑩）は2.9％となっている。この結果は、
「親

何よりの証左である。そしてだからこそ、
「組織コミット

近感」を持つ人において、
「仲間意識」が育まれやすい
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の関係が成立している。
帰属感が高まれば、 組織内でのアクティビティーも
自ずと高まると考えられる。 ここでの結果だけで軽々
に結論を出すことはできないが、
「親近感 」
「仲間意
識」
「理解」の３つは、帰属感を構成する要素として重
要な位置を占めているのは間違いないだろう。

４．活動を基軸とする「組織力」の強化
（１）組合員のニーズに基づく活動の展開
ここまでの考察を踏まえて、以下では「組織力」を高
める方策について、特に活動面に焦点を当てて検討す
る。活動に着目するのは、後述するとおり、それが「親
近感」や「仲間意識」を高めることに大きな効果を有し
ているからである。 また、第26回ＪＡ全国大会（2012
年）において「支店を核に、組合員・地域の課題に向
き合う協同」を掲げ、 これを契機として全国的に支店
協同活動が活発化していること、 さらに第27回大会
（2015年）において「アクティブ・メンバーシップの確

ことを意味している。
一方、
「親近感」と「仲間意識」を持ち、加えて「理

立」を掲げ、多数の組合員のアクティビティーを高める

解」も持つ人（表の⑤）は29.3％、
「親近感」と「仲間

ために、 組合員組織活動や支店協同活動を重点取り

意識 」を持たずに「理解」だけを持つ人（表の⑨）は

組み事項と位置付けたことなど、 活動に着目すること

4.6 ％となっている。 この結果は、
「親近感 」や「仲間

は、 実際のＪＡの動きともよく合致していると考えられ

意識」を持つ人において、
「理解」が育まれやすいこと、

るからである。

すなわち、 前の結果と併せて考えれば、 親近感→仲

各ＪＡが活動の強化を進めるのに当たってまず考え

間意識→理解の順序が妥当であることを強く示唆して

るべきことは、組合員のニーズを把握することではなか

いる。

ろうか。表３は、Ａ農協で実施したアンケートの結果で

さて、表２においては、３つの意識の有無に基づく

あるが、各類型の回答割合上位２項目（網掛け部分）

パターン別に、ＪＡ内での行動についても示している。

に着目すると、かなりバラけていることにすぐ気が付く

「親近感 」のみを持つ人（表の② ）、
「親近感＋仲間意
識」を持つ人（表の③）、
「親近感＋仲間意識＋理解」

だろう。性別や年齢に応じて、活動に対するニーズは
やはり異なるのである。

を持つ人（表の⑤）を取り上げて、 貯金の利用度合い

この表に示される結果のうち、准組合員の若い層に

を10点満点で見ると、それぞれの点数は5.69点、7.20

おいて「子どもたちへの農業体験」の期待が高いこと、

点、8.04点となっている。同様に参加経験のある活動

正・准を問わず年齢が上がるにつれて「高齢者の生き

の数については、1.17活動、2.03活動、2.84活動、意思

がいづくりのための活動 」の期待が高まることなどは

反映の場への出席経験ありの割合は、60.6％、78.2％、

容易に想定されるのだが、
「園芸塾などの栽培技術を

84.5％となっている。 いずれの行動についても、 親近

学ぶ講座」への期待について、准組合員のなかに２割

感＜親近感＋仲間意識＜親近感＋仲間意識＋理解、

を超える層が存在していること、
「趣味などに応じて仲
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活動、第２には、園芸塾や女性大学など、事前の申し
込みを要し、固定メンバーで一定期間継続的に開催す
る特定少数型活動、 第３には、 女性部や年金友の会
などの組合員組織活動である。これらの活動のうち、
支店協同活動の活発化もあって、今急速に増えている
のが不特定多数型活動であろう。ただし些かこのタイ
プに偏り過ぎていることはないだろうか。
表４は、 Ａ農協で実施したアンケート結果のうち、
組合員が活動への参加を通じてどのような意識の変化
や効果を感じているのかについて、不特定多数型活動
と特定少数型活動に分けて示したものである。この表
によれば、 不特定多数型活動への参加を通じた最大
の変化は正・准ともに「ＪＡに対する親しみが増した」
であり、 特定少数型活動への参加を通じた最大の変
化は正・准ともに「仲間が増えた」となっている。
先に述べたとおり、帰属感の出発点は「親近感」に
あると考えられ、不特定多数型活動は多くの地域住民
や組合員をこの出発点へと誘う役割を果たしていると
いえる。 実際に支店や直売所で行うイベントなどを通
じて、 ＪＡに対して「親近感 」を持つＪＡファンと呼び
得る人は、近年大きく増えていると考えられる。
今後ＪＡに期待されるのは、このＪＡファンを次の段
階へと引き上げていくことである。 それには、 帰属感
間が集まれるサークル活動」への期待について、男性

の第二段階である「仲間意識」の醸成に長けている特

の大半の層において１割を超えていることなどは、
（筆

定少数型活動が有効となるだろう。 また、 このタイプ

者だけかもしれないが ）なかなか想像が付かないこと

の典型である女性大学において、 修了生が女性部に

である。

加入する、あるいは修了生がそのままフレミズグループ

今後、 各ＪＡはまずは組合員の活動に対するニーズ
を整理すべきである。 その手法としては、 組合員にア
ンケートを実施するのも１つであろうし、支店運営委員
会などで組合員の声を直接聞くのもよいだろう。そして
これらを通じて得られるデータに基づき、既存の活動
の見直しを図るべきである。新たな活動の着手は、こ
うした作業を行ってからでも決して遅くはないだろう。
（ ２）不特定多数型活動と特定少数型活動
ところで、ＪＡが行っている活動には３つのタイプが
あると考えられる。 第１には、 支店祭りや直売所での
イベントなど、 誰でも自由に参加できる不特定多数型
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をつくる動きなどが見られるように、同タイプの活動は、

参画が期待できるだろう。 こうした多様な人々をメン

その内容やＪＡ側からの働き掛け次第で、 新たな組合

バーとする「食農教育実行委員会」を立ち上げて、 メ

員組織づくりや既存の組織の活性化にも大きな役割を

ンバー自ら農業体験のメニューを企画し、準備を行い、

発揮すると考えられる。

実際に子どもたちと共に農作業に汗を流す。 すべての

このように、 特定少数型活動はＪＡにおいては戦略

メニューが終了したら反省会を開き、 そこで出された

性の高い活動といえる。 今後ＪＡは、 このタイプの活

意見を次年度の企画に反映させていく。 こうしたプロ

動の充実化に力を注ぐべきである。その際に、特に強

セスを通じて、メンバーは大きな達成感を得るとともに、

化が期待される具体的な活動の１つが園芸塾である。

ＪＡの活動は自分たちの考えと行動でつくり上げていく

先の表３に示されるように、 この活動に対しては、 正

ものであること、 自分たちが運営主体であることを実

組合員はもちろんのこと准組合員にも一定のニーズがあ

感することとなるだろう。こうした実感に勝る「理解」

ると考えられる。

はないといえる。 現在ＪＡには数多くの活動がある。

なぜ、 非農家である准組合員が園芸塾に期待する
のか、 それは彼らも農業との関わりを持っているから
にほかならない。Ａ農協で実施したアンケートにおいて、

その一つひとつについて、 参画の場づくりの徹底を図
ることが期待される。
一方、
「理解」を育む上ではセミナーや研修などの学

准組合員に農業との関わりを尋ねたところ、
「家庭菜園

習活動も重要である。全国的なデータがないため明確

を行っている」と回答した人は36.8 ％に及んだ。 筆者

なことはいえないが、こうした学習活動は少しずつ増え

は全国で同様のアンケートの集計に関わってきたが、

ているのではないだろうか。 協同組合の理念やＪＡの

その経験からすると、 ３〜４割程度の准組合員は「家

仕組みは、 一般の組合員においてはなかなか身近な

庭菜園を行っている」と見て間違いなさそうである。

テーマとして感じられず、現実的な対象者としては、理

われわれが想像している以上に、人々の暮らしのな

事や総代、 組合員組織の役員などに限定せざるを得

かに 農 は深く入り込んでいるのかもしれない。ＪＡ

ないかもしれない。 ただし今日のＪＡにおいては、 各

はあらためて、 農 の観点から正・准を問わず組合員

種の役員層もかなり世代交代が進んでいる。 ＪＡとい

への働き掛けを強化すべきである。

う組織に対する「理解」を、 地域のなかで途切れるこ
となく次代へつないでいくために、 限られた対象者で

（ ３）参画を通じた「理解」の醸成

あったとしても地道な努力の継続が望まれる。

次に、帰属感の第三段階である「理解」に着目し、
特にＪＡや協同組合そのものに対する「理解」を育む方

５．
「組織力」の再構築にいかに取り組むか

策について検討する。
最も効果的なのは、協同組合の最大の特性ともいえ
る参画の場を増やし、実際に多くの組合員に参画を経

本稿では、協同組合の競争力の源泉は「組織力」に

験してもらうことではなかろうか。参画の場は、何も総

あることを指摘するとともに、 その強化策を活動面に

代会や集落座談会などに限られるわけではない。ＪＡ

焦点を当てて検討してきた。

が行うすべての事業や活動についてその機会をつくる

ここ10年ほどの間に、 全国多くのＪＡにおいては、

ことは可能である。 特に活動については、 組合員に

これまで組織を支えてきた昭和１桁層からの世代交代

とって身近に感じられるが故に多様な層からの参画を

が一気に進展した。また、それと機を一にして農業経

期待できるのではないだろうか。

営の二極化が進み、その一方で准組合員が大きく増え

例えば食農教育ならば、 農作業の先生役を務める

るなど、 組合員の多様化が著しく進行した。 ＪＡは組

青年部員、 収穫後の加工品作りの先生役を務める女

合員構成が大きく変化した今こそ、
「組織力」の再構築

性部員、 小学校の校長や教員、 保護者の代表などの

に取り組まなければならない。 それなしでは、 協同組
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合としての長期的な展望は開けないだろう。
このような大テーマへのアプローチは、言うまでもな

動を整理し、さらに各職員の役割を明確にするといっ

く特定の部署や特定の担当者だけで完遂できるもの

た作業が必要である。全国のＪＡを見れば、すでにこ

ではない。 組織を挙げての一体的な努力が不可欠で

のような観点から動き始めている事例が存在している。

ある。 各ＪＡにおいては、 まずは「組織力」の再構築

8

に向けた全体像を描き、その上で強化すべき事業や活

上の図は、 新潟県ＪＡ十日町の中期計画に示されて
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いる、組合員・地域住民のステージアップのイメージ図
である。 同ＪＡは、2017年度からの中期３カ年計画に
おいて、
「地域住民総サポート計画」をスローガンとし
て掲げ、図の横軸に示されるように組合員・地域住民
を５段階に分けている。さらに、そのステージを上が
るための取り組みを縦軸に４つのステップとして整理し
ており、 その中身は事業と活動にとどまらず、 情報発
信や意思反映なども含む幅広いものとなっている。 Ｊ
Ａのあらゆる取り組みを、 組合員・地域住民のステー
ジアップという観点から体系化したものがこの図なの
である。
また、職員向けの計画表には、３カ年で取り組むす
べての事業と活動について、 それがどの段階の組合
員・地域住民を対象とするものなのかを明記し、主管
部署と協力部署がそれぞれ具体的に何をするのかにつ
いて整理している。 協力部署まで明記しているのは、
「地域住民総サポート計画」を組織全体の取り組みに
しようとする強い意志の表れといえよう。
今後こうした動きが全国のＪＡに広がることが期待さ
れる。
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