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1．はじめに ―― 今、支所・支店に求められるもの
今日のＪＡにおいては、 特に地域との関係づくりの
観点から支所・支店に対して大きな期待が寄せられて

られ、今対応策を講じなければ「組合員のＪＡ離れ」
が加速度的に進むこととなるだろう。

いる。2012年５月に示された第26回ＪＡ全国大会組

一方、より大局的な背景としては、戦後の農協運動

織協議案では、
「支店を核に、組合員・地域の課題に

を支えてきた昭和一桁層の世代交代がいよいよ待った

向き合う協同」が主題として掲げられ、支所・支店を

なしの局面を迎えており、 次世代との関係づくりが喫

拠点として「ＪＡ地域くらし戦略」に取り組むことなど

緊の課題になっていることがある。また、近年組合員

が明記されている。

加入促進運動によって女性組合員や准組合員が増加

きっ

きん

こうした運動方針が示される直接的な背景にあるの

しているが、加入後の対応は総じて不十分な状況にあ

は、2000年代に入ってから急速に進んでいる支所・

る。こうした新たな組合員や次世代とのつながりを深

支店の統廃合であろう。総合農協統計表によれば、支

めるには、地域やくらしの分野からのアプローチが不

所・支店に出張所を加えた数は、1980年において1万

可欠であり、それには地域の実情を最もよく把握して

3175、1990年において1万3726、2000年においても

いる支所・支店の役割が不可欠と考えられる。

1万3793と安定的に推移していたが、2010年におい

以上の点を踏まえれば、今日のＪＡは大きな転換期
にあるといえよう。 くしくも今大会の協議案は「次代

ては8728と大幅に減少している。
わが国では戦後農業会の解体と同時に総合農協が

へつなぐ協同 」 をスロ ー ガンとしているが、 今、 支

全国各地に設立されたが、 その数はおよそ１万3000

所・支店に求められているのは、まさに次代に向けた

であった注１）。 以後、 草創期の農協は近隣組合との合

新たなＪＡの組織基盤づくりであるといえる。このよう

併が進むなかで支所・支店に形を変え、また経済部門

な問題意識に基づいて、本論では支所・支店を核とす

の拠点化などのなかで機能縮小してきたが、地域との

る地域との新たな関係づくりのあり方について考察を

接点であることには変わりがなかったと考えられる。

進める。

こうした地域のシンボルに、ここ10年間でＪＡは初め
て手を加えたのである。 その影響は小さくないと考え

注１）松本登久男「農業協同組合の発足 」
、協同組合事典編集委員会編
『新版協同組合事典』家の光協会、1986年、342ページを参照

「ＪＡらしさ」の再考
2．
近年のＪＡにおいてよく聞かれる用語の１つに「Ｊ

という言葉もよく耳にする。 例えば「支店を拠点とす

Ａファン」がある。またこれとセットで「ＪＡらしさ」

る取り組みを通じてＪＡらしさの理解を深め、 地域の
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地域をコーディネートする

気にかかるのは運営参画の評価が低い点である。

【図１】組合員から見たＪＡの魅力
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→……というサイクルによって事業競争力が発揮さ
「運
れ、同時に帰属意識も高まると考えられるが注２）、
営・活動への参加・参画」を組合員が魅力的と考えて
いない現実からは、このような好循環が機能していな
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い実態が示唆される。

まったく魅力を感じない

組合員の評価に見られるように、もちろんＪＡは親

注１：2 0 0 5年～ 2 0 0 6年にかけ て長野県内の５ＪＡが長期構想策定に当たって
実施した調査結果
注３：点 数は加重平均により最高10 0点、最低−10 0点となるように算出

しみやすい存在であることが望ましい。ただし、
「親し

なかにＪＡファンを増やす」などの使われ方である。

次第で生み出されるものであろう。ＪＡに求められる

では「ＪＡらしさ」とはなんなのだろうか。本論ではこ

のは「ＪＡらしい親しみやすさ」の追求である。現実

の問題から考察を始める。新たなＪＡの組織基盤づく

は土着性に起因していると考えられるが、今後は協同

りは、当然「ＪＡらしさ」に裏打ちされたものであるべ

組合としての特性に裏打ちされた「親しみやすさ」を

きと考えるからである。

追求する必要があるのではないか。

注２：調 査対象は正組合員で、回答総数は５ＪＡトータル1万9 7 0人

みやすさ」は企業であっても店舗戦略や従業員の対応

図１は、長野県内の５ＪＡで実施されたアンケート

かつて藤谷は、ＪＡの広域合併の成功条件として慣

調査の結果をまとめたものである。この調査では、
「親

習的組織力（集落的まとまり）の後退をカバーして余

しみやすさ」 をはじめとする９つのＪＡの組織特性に

りある近代的組織力（組合員の意識的結合力）の形成

ついて、それぞれの魅力の度合いを４段階評価で尋ね

「土着的存在として
に取り組む必要性を説いたが注３）、

ており、図では点数の高かった順に並べている。

のＪＡらしさ」 に比べて「協同組合としてのＪＡらし

この図によれば、組合員が最も魅力を感じているの

さ」の評価がかなり低い現状は、これまでの農協運動

は「親しみやすさ」であり、次いで「身近な存在であ

が、藤谷の指摘した広域合併の成功条件をいまだ達成

ること」となっている。これらの評価が高いことは、長

できていない現実を示している。

期にわたってその地域で事業・ 活動を営んできたこ

組合員の運営参画は、ＪＡのあらゆる意思決定の局

と、集落組織と密接に関わってきたことなどにより、Ｊ

面において追求すべきものである。今後ＪＡが支所・

Ａが地域社会の構成員として認知されていることを示

支店を拠点としてくらしの分野に取り組むならば、 支

しているといえよう。

ー

店レベルでの運営参画の仕組み、 例えば支店運営委

このような特性を「土着的存在としてのＪＡらしさ」

員会のあり方について十分検討する必要がある。社団

とするならば、次いで評価されているのが「事業の専

法人ＪＣ総研が行ったアンケート調査によれば注４）、支

非常に魅力的
ある程度魅力的
門性」
「事業の総合性」など「事業体としてのＪＡらし

あまり魅力を感じない 全く魅力を感じない

点数（点）
注２）増田佳昭「協同組合の事業的特質と事業論研究の課題」
、山本修・

さ」 であり、 さらに「農へのこだわり」
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店運営委員会の設置は全国のなかで46％のＪＡにとど

今回の協議案では、 支所・ 支店単位の運営参画に

まっており、そこでの議論の中心は販売事業や購買事

ついてほとんど記述が見られなかったが、
「ＪＡ地域く

業に係ることで、 地域のくらしについては活発に議論

らし戦略」の策定においてはこの点に関する検討が不

されていない。

可欠といえよう。

3．職員にとってのＪＡ
支所・支店を「ＪＡ地域くらし戦略 」の拠点とする
ならば、その成否は実際に戦略を遂行する職員の働き

から代表的な質問の結果を抜粋し、一般企業と比較し
て示している。

によるところが大きいだろう。 ただし金融店舗化の進

図２から明らかなとおり、ＪＡ職員の総合満足度は

む支所・支店のなかで、職員が新規分野に取り組むこ

50点を下回っており、一般企業に比べると10点以上低

とは容易でないと考えられる。

い。 項目別の結果を見ると、
「評価 」
「自己の成長 」

「ＪＡ地域くらし戦略」の形骸化を防ぐには、まずは
この取り組みが次代に向けたＪＡの組織基盤づくりと
しての性格を持つことについて、ＪＡ全体の共通認識
化を図る必要がある。その上で、支店長をトップとす
る各職場において協力体制を築くことが求められる。
今日のＪＡにおいては職員同士の連携が取れないタコ
つぼ

壺状態化も指摘されているが注５）、くらしの分野への取

注６）ＥＳ調査（従業員満足度調査）にハーズバーグの「動機づけ衛生理
論」を適用することについては、吉田寿『社員満足の経営』日本経団連出
版、2007年、に詳しく解説されている

【図2】職員の職場満足度の実態
80
（点）
満足

り組みは、その進め方次第で新たな職場づくりという

注５）北川太一『新時代の地域協同組合』家の光協会、2008年、35 ～
37ページを参照

意義も持つだろう。
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ところで、 現在の職員はＪＡという職場をどのよう
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に見ているのだろうか。 職員が生き生きと働いていな

40

ることはできない。職員満足度は組合員満足度の先行

56.0
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衛生要因

経営方針

要因

具体的設問
あなたは総合的に考えて、現在の当ＪＡ・仕事・職場
にどの程度満足していますか

総合満足度
動機づけ

対人関係

項目

組織風土

ついて複数の設問を設けている。図２は各項目のなか

44.0

労働条件

人関係」
「経営方針」を位置付け、それぞれの項目に

56.8

53.2

41.3

報酬水準

因）として「報酬水準」
「労働条件」
「組織風土」
「対

自己の成長

価」
「自己の成長」
、
「衛生要因」
（不満足を強化する要

61.9

長野県４ＪＡ平均
20

評価

け要因」
（満足度を強化する要因）として「仕事」
「評

60.7

64.3

33.2

30

構成要素をハーズバーグの「動機づけ衛生理論」に求
「動機づ
めて質問設計を行っている注６）。具体的には、

44.8

仕事

この調査では総合満足度を把握するとともに、その

54.5

44.9

トを展開しており、 現在までに４ＪＡが実施してい
調査の結果を示したものである。

65.3

57.0
47.5

ループでは、2010年度より職員満足度向上プロジェク
る。図２は同プロジェクトの入り口として行う職員意識

62.7

一般企業38社平均

49.8

総合満足度

指標といえる。こうした観点に立って、 長野県ＪＡグ

不満

ければ、どんなに優れた企画も組合員の満足度を高め

65.8

仕事
評価
自己の成長
報酬水準
労働条件
組織風土
対人関係
経営方針

現在の自分の仕事はやりがいがある
人事評価は公平で納得できる
当 JA にいることで自分の成長を実感している
自分の年収は業務内容や質に比べて適当だと思う
現在の労働時間は適切である
職場の雰囲気はよい
自分と上司との関係はよい
当 JA の経営方針に共感できる

注１：調 査の実施時期は2 010年～ 2 011年で、 ４ＪＡト ー タ ル2 0 61人から回
答を得ている。調査対象は全職員（臨時・パート含む）で、回答率はいずれの
ＪＡも9 5％前後となっている
注２：一 般企業3 8社のデ ー タは、職員満足度向上プ ロジェクトを進めるに当たっ
てＪＡ長野中央会が民間シンクタンクから提供を受けたデ ータであり、大企
業かつサービス業が中心とのことであるが、具体的な企業名などは不明
注３：総 合満足度は７段階尺度、その他の質問は４段階尺度による設問となってお
り、点数は加重平均により最高10 0点、最低−10 0点となるように算出
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「報酬水準」
「経営方針」において、いずれも50点を下

かがポイントといえる。図２によれば対人関係や職場

回るなど評価が低くなっている。これらのうち、 職場

の雰囲気は良好である。ただそれは一歩間違えれば緊

づくりという観点からここで特に問題としたいのは、

張感のない職場を意味することとなろう。 支所長など

「経営方針」と「自己の成長」である。

の所属長には、そのかじ取りによって職場全体に挑戦

まず、
「経営方針」についてであるが、図２によれば

的な取り組みを奨励する雰囲気をつくり出すことが求

「仕事」の評価は高くなっている。つまりＪＡ職員は、

められる。また、実際に若い職員に対して大きな挑戦

経営方針には共感できないが仕事にはやりがいを感じ

となるような仕事の場を与えることも必要といえよう。

ている。 この一見矛盾しているように感じる結果は、

すでに支所・支店単位での取り組みを始めているＪ

「経営 」と「現場 」の間にある大きな溝を示唆してい

Ａでは、 その活動を地域との関係づくりはもちろん、

る。 両者をつなぐ術としてはさまざまなものが考えら

職場の見直しの契機にもしようとしている。 以下で

れるが、その１つは「計画」であろう。各職場の事業

は、静岡県ＪＡなんすんの「１支店１協同活動」の取

計画をトップダウンや前年踏襲主義によって決めるの

り組みを見ていく注８）。

すべ

ではなく、ボトムアップ型の決定、全職員参加型の計
画作りに変えていく必要があると考えられる。
次に、
「自己の成長」についてであるが、
「人が育つ
プロセスの本質は自学のプロセスである」という教え
に従うならば

、自学を促進する環境をいかにつくる

注７）

注７）伊丹敬之・加護野忠男『ゼミナール経営学入門』日本経済新聞社、
2003年、403ページを参照
注８）ＪＡなんすんの取り組みにかかる記述は、家の光協会『ＪＡ教育文
化』
（No.141、2012年６月号）に掲載された「支所・支店発ＪＡ元気づ
くり最前線」コーナーでの拙稿に依拠している。調査の機会を与えてい
ただいたＪＡなんすんおよび家の光協会に対して、記して謝意を表す

4．ＪＡなんすんによる「１支店１協同活動」
（1）事例の概況
ＪＡなんすんは、静岡県東部の沼津市・裾野市・清
水町・長泉町をエリアとしている。管内は新幹線や高
速道路などの交通網がよく発達し、都市化が進展して

2006年度以降の経営収支を見ると、毎年10億円前後
の事業利益が計上されており、経営合理化の効果がよ
く発揮されている。
（2）
「支店行動計画」の策定

いる一方で、北部の富士山の裾野でのイチゴ、北西に

こうした経営合理化の上で、2010年度より新たな

広がる愛鷹山麓での茶、南部の駿河湾に面した地域で

支店づくりをスタートさせている。その直接的な契機

のミカンなど、多様な地域農業が展開されている。

は、静岡県ＪＡグループの方針として、2011年度から

あしたか

2011年度末の正組合員数は9012人、准組合員数は

の「次期３か年計画」のなかに「10年後の将来像」と

２万5308人、 貯金残高3264億円、 長期共済保有高

その実現に向けた「支店行動計画」を盛り込むことが

8556億円、 販売取扱高36億円、 購買取扱高28億円

組織合意されたことにあった。

などとなっている。 支店の店舗数は27で、 金融・ 共

このことを受けて当ＪＡではまず、2010年７月に

済・経済（購買）機能を持つ総合店舗が18、金融の

「10年後の将来像 」を策定するためのプロジェクトを

みを機能とする店舗が９となっている。

設置した。常勤役員、室部長、若手職員などによって

当ＪＡは1993年に４農協の広域合併によって設立さ

構成されたこのプロジェクトは、グループ別討議を通

れ、さらに2005年に１農協と合併して現在に至ってい

じて議論を重ね、農業・農協組織・地域との関わり・

る。この間、 順次支店の統廃合が進められ、2005年

役職員の４つの分野について、それぞれ「10年後の将

までに９店舗、その後さらに２店舗が廃止されている。

来像」を整理した。
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この将来像を踏まえて、 各支店は2010年11月より

代のＬＡ（ライフアドバイザ ー）が補佐役を務めた。

「支店行動計画 」の策定に取り組んでいる。そこでは

また、会議に参加するメンバー全員に情報収集係や資

MBO（Management by Objective）の手法が取り入

料整理係などなんらかの役割を与え、実際の会合では

れられた。MBOとは目標による管理のことで、ＪＡに

１人１回以上の発言をルールとするなど、各人の主体

おいてもすでに人事考課などで用いられている。ＪＡ

性を大切にした計画作りが進められた。

静岡中央会では、MBOの手法を事業計画の策定・ 実

こうしてとりまとめた計画について、各支店は2011

践にも活用することを推進しており、そのための研修

年２月に本店において役員へ報告し、そこで出された

会を開催している。 当ＪＡからは、2010年６月に課

意見を加味して計画内容を確定している。2011年度よ

長・ 支店長など66人の管理職がこの研修会に参加し

り全支店で一斉にスタートした「１支店１協同活動 」

ており、そこで学んだノウハウに基づいて「支店行動

は、この計画に基づいて展開されている。

計画」の策定に取り組むこととなった。
例えば大平支店の場合、計画の策定に当たって月１

「１支店１協同活動」の概況
（3）

～２回のペースで全正職員による会議を開き、計画の

表は、2011年度における「１支店１協同活動」の概

目標（取り組みテーマ）が決まるまでは、MBO研修を

要を示したものである。 取り組みの単位は原則として

受講した支店長が責任者を務め、その後の具体的な計

１支店あるいは１事業所とされているが、 職員数など

画内容の検討においては、30代の係長が責任者、20

に応じて共同での実施も認められている。また、2011

【表】2011年度における「１支店１協同活動」の概要
支店・事業所など
南部営農経済センター・
西浦みかん支店・静浦支店
沼津支店
山王通り支店
大平支店
大岡支店・北小林支店
金岡支店
光長寺前支店
西部営農経済センター・
愛鷹支店・東椎路支店
浮島支店
原支店
片浜支店
清水支店・徳倉支店・長沢支店
東支店

スローガン・実施内容
「三浦 美味・感動 みかんの花香り体験」
内容：西浦みかん畑ウオーキング
「地域の方々とふれあう機会を創出」
内容：11 月 27 日（日）、ＪＡなんすん沼津支店ふるさとまつり開催
「山王通りを盛り上げよう」
内容：9 月 23 日（祝日）、日枝神社祭典に参加・出店
「寒い冬を温かくする大平お花畑計画（菜の花畑）」
内容：稲刈り後の水田を菜の花畑に
「大岡コミュニティ活動に参加し、地域との絆を深める」
内容：環境美化運動（道路や河川の清掃）、大岡コミュニティ文化祭に参加・出店、
花・野菜の種・エコ植木鉢を来店者に配布（北小林支店単独）
「里芋のお化け？『大中寺芋』金岡から発進‼」
内容：大中寺芋の品評会、料理の試食会を開催
「小さな『子』とから育てよう！」
内容：園児にサツマイモのつる挿しを指導、「大好きな家族と野菜の絵」を募集し
店内に掲示
「地域に溶け込むＪＡを目指す」
内容：11 月 5 日（土）・6 日（日）、愛鷹コミュニティ祭りに参加
「ひまわりプロジェクトを通じ、地域との連携を一層強固なものにして行こう !」
内容：ヒマワリを栽培し、フォトコンテスト開催
「地域密着型店舗を目指す～地域と共に成長をしよう～」
内容：週１回支店周辺の清掃を実施、園児に「泥んこ遊び」のイベントを開催
「地域と共に楽しく！」
内容：小学生にサツマイモのつる挿し指導、秋に収穫祭を開催
「地域の絆・世代の絆を繋ぐ協同活動‼」
内容：清水町駅伝競走大会にて豚汁提供
「ひろげようふれあいの広場」
内容：9 月 10 日（土）、天翔苑清水駐車場にてフリーマーケットを開催
「農の大切さ、楽しさを体験、発信！」
内容：園児にサツマイモのつる挿し指導、秋に長泉産直市会場で収穫祭を開催

東部営農経済センター・長泉支店・
下土狩支店・中土狩支店・納米里支店
北部営農経済センター・北部 LP ガスセ
「『あしたか山麓裾野そば』を売り出そう」
ンター・農機具センター・富岡支店・裾
内容：そばの栽培、手づくりそば打ち体験
野西支店・泉支店・深良支店・須山支店
資料：ＪＡなんすん資料に基づき作成
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基調テーマ

地域をコーディネートする

年度においてはＪＡ全体で200万円の予算が確保され

ども参加し、収穫作業と掘りたての芋を使った加工品

た。表に示されるとおり、活動内容はいずれも各地域

づくりが行われた。収穫祭当日は、芋の出来栄えを競

の特色を生かした個性的なものとなっている。以下で

う品評会の他、約200人の来場者に対して試食会、即

は金岡支店と清水町３支店の取り組みを見ていく。

売会などが行われた。

1）金岡支店による地元伝統野菜の普及拡大

こうした取り組みを、当支店では職員の互助組織で

だ い ちゅう じ い も

金岡支店では、地元の特産品「大 中 寺芋 」を題材

ある「職員会」を主体として実施し、取り組みのリー

とするイベント活動を行っている。この芋は、100年ほ

ダーは同会の会長である30代の職員が務めた。また、

ど前には皇室にも献上された伝統ある野菜だが、管内

各職員に対して料理係、チラシ係などの担当を与え、

の一部地区だけで栽培され、市場に出回ることはほと

支店全体の取り組みとして実施した。

んどなかった。そんななか、近年になって地元の商工

収穫祭の開催後、いもの会への加入希望者が出てき

会議所から「沼津ブランド」の認定を受けた。これを

ており、また芋を使った焼酎造りの動きが見られるな

契機に生産者22人による「大中寺いもの会 」 が発足

ど、少なからずイベントの波及効果が見られる。当支

し、 同会を中心として栽培体制やPR活動の強化が進

店では、 今後も取り組みを継続・ 強化して「大中寺

みつつあった。 当支店ではこうした動きを後押しする

芋」ブランドを確立させたいと考えている。

ために、
「１支店１協同活動 」 として「大中寺芋収穫

2）清水町 3 支店による町民スポーツ大会の支援
清水・徳倉・長沢の３支店は、同じ清水町内に位置

祭」を実施することとした。
収穫祭は11月に開催されたが、その２週間前には、

することもあり、 共同で「１支店１協同活動 」を実施

いもの会と支店職員に加えて女性部員、地元の親子な

した。具体的には、清水町教育委員会が主催する「親

業には親子連れな ど、 多くの人々が集

【写真 】大中寺芋収穫祭を前に、収穫作

まった

子体力づくりマラソン大会・駅伝競走大会」の支援を
行った。
このスポーツ大会は毎年１月に開催されており、選
手だけで2000人、応援する人も含めればおよそ4000
人の町民が集まる全町的なイベントである。毎年ＪＡ
では、男女それぞれ１チームが駅伝に参加し、大会の
前日には同町に縁のある役職員がコースの清掃活動を
行ってきた。これらに加えて、2012年１月の同大会に
おいては、
「１支店１協同活動 」として豚汁2100食の
無料配布を行った。
この取り組みに向けた準備は2011年５月からスター
トしており、 いずれも20代の若い３人の職員をリ ー
ダー（チーフリーダー・料理リーダー・宣伝リーダー）
として、 およそ２カ月に１度、 ３支店の全職員が集
まって協議を行った。
そのなかで最も心配されたのは、大量の豚汁を実際
に作れるかということであった。そこで11月の地元農
業祭で200食分を試作し、調理に要する労力・時間の
見当を立て、大会の前日・当日は３支店の全職員が協

【写真】 大中寺芋収穫祭では、芋の出来栄えを競う品評会を開催
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【写真】町民スポーツ大会では、清水町３支店が力を合わせ、2100食の
豚汁を無料で振る舞った

【写真】スポーツ大会の前日から、全職員が総出で豚汁作りに取り組ん
だ。ＪＡ女性部にも調理で応援をしてもらうなど、組合員組織との連携
も図られた

ことができた。また、取り組みを進めるなかで、材料
に用いる野菜の生産を管内の朝市部会に依頼し、女性
部員に調理を手伝ってもらうなど組合員組織との一定
の連携も図られた
こうした３支店の活動に対し、役場や参加者から大
きな感謝が寄せられている。今後は地元で協力者を募
集し、さらに充実した取り組みにしたいと考えている。

【写真】清水支店のスタッフたち

5．おわりに ――「ＪＡ地域くらし戦略」の実践を見据えて
これから全国のＪＡが取り組むであろう「ＪＡ地域

て、
「感動があるところには人が集まります。感動した

くらし戦略」においては、ＪＡなんすんの「１支店１協

人の多くは、感動を与えてくれた人に感謝したり、応

同活動 」がそうであるように、事業ではなく活動とい

援したくなります。 小さな取組みを極めることで感動

うレベルのものが中心になると考えられる。 よって、

が生じます。支店の協同活動は、組合員や地域住民に

すぐに経営面での効果をもたらすのは難しいだろう。

感動を与えることを意識して取組んでください」と文

しかし、 効果が見えないからやめる、あるいはそもそ

書に記している注９）。

も実践しないというのでは、 結局何も生み出せないこ
ととなる。

やや情緒的かもしれないが、ＪＡなんすんの取り組
みもこうした考え方がよく反映されている。 だからこ

こうした状況に陥らないためには、組織全体で高い

そ、地域のなかでの人と人のつながり、さらには地域

レベルで問題意識を共有する必要がある。ＪＡなんす

とＪＡの新たなつながりを生み出していると考えられ

んにおいては、計画策定から実践に至るあらゆる場面

る。
「ＪＡ地域くらし戦略」に求められるのは、まずは

での役割分担の徹底、若い職員に積極的にリーダーの

こうしたつながりをつくり出すことであり、それを運営

役割を与えていることなど、役職員一丸となった運動

参画の仕組みのなかに取り込むことにより、
「協同組合

とするためのさまざまな工夫が見られた。

としてのＪＡらしさ」が発揮されることとなる。経営面

また、 各支店における企画・ 活動内容も注目され

での効果はその先にあるものといえよう。

る。 いずれも容易には実現できないものとなってい
る。
「１支店１協同活動」を推進しているＪＡ静岡中央
会では、 この活動を進めるに当たっての留意点とし
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注9）ＪＡ静岡中央会「支店行動計画の検討方法について～１支店１協同
活動への取組み～」
、2010年６月、を参照
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