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ＪＡはいまこそイノベーション
（Innovation）の推進を
たこ

「凧は逆風が吹かなければ揚がらない」。去る１月 29 日、ＪＡ全中の主催で開催さ
れた地域水田農業ビジョン実践強化全国大会に全国各地から出席したＪＡの第一線
で活躍されている参加者約 140 人を前に、私は基調講演でこう切り出した。逆風を
受けて揚がろうとしている凧には「日本の農業、日本の食料」と書かれており、凧
糸の引き手はＪＡの関係者であると続けた。
いま、どの分野においても金融・証券はもちろん、自動車、家電、デパート・スー
パー等々すべての分野ですごい逆風が吹いていると言っているが、その逆風を確実
にとらえて、いまこそ「日本の農業、日本の食料」の凧を確実に高く揚げようと説
いたわけである。

逆風の本質は何か
逆風はひとり日本のみならず、アメリカ、ＥＵ、さらには中国、韓国などのアジ
ア諸国を含め世界的規模で吹いている。要点を整理すれば次のようになろう。
（１）世界的金融危機の激風、経済成長の激落と輸出入の激減
（２）失業者の激増、国民所得の激減と所得格差の拡大、雇用条件のさらなる悪化
（３）地球的規模での生活水準格差の拡大、飢餓人口の増大
（４）食料資源の争奪戦の激化、国際穀物価格の変動の激化
（５）水資源の枯渇に象徴される地球環境問題の危機の深化
などである。
他方、日本の農業・農村にとってももちろん多様な逆風が激しく吹いている。
（１）国土構造のさらなる変貌と激変、人口・雇用・所得等の 3 大都市圏域への集中・
集積と他方における農村圏域における減少と停滞の激化
（２）農業・農村はかつての「人多地少」の時代から「人少地多」の時代に決定的に
激変、高齢人口の激増と年少人口のさらなる減少
（３）農家所得の停滞、農産物価格の低迷、農業資材価格の高騰など農村経済の停滞
と不安定性の拡大
以上のように、農業・農村を取り巻く諸条件が厳しさを増していることについて
の認識は人後に落ちないつもりであるが、そういう状況を嘆いてばかりいては、新
たな路線は見出し得ない。
食料自給率向上への国民、消費者の熱い期待と要望、食の安全性へのさらなる要
望と願望はいまこそ一段と強まっている。つまり厳しい逆風の中にあっても、こと
「食」をめぐっては順風が吹いているのである。そのためには農業・農村は、そして
ＪＡは何をなすべきか。その一端を前記水田農業ビジョン大会の３つの実践報告は
提起してくれた。

先進的３事例の報告を考える
大会における３つの事例報告は、これから取り組むべき課題を示す豊かな内容に
充ちたものであった。
第 1 報告は、松本農業改良普及センター技術係長、砂場洋次氏の「松本市四賀地
（社）ＪＡ総合研究所 研究所長
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区で採卵鶏向け飼料用米導入事例について」であった。高冷中山間地域の四賀地区
での、水田を活用し飼料用水稲の栽培により、安全・安心をモットーとする農事組
合法人が大規模養鶏場と提携することで、すばらしい成果を上げていた。特にモミ
付きのまま米を給餌するのが成績がよかったという点などは全く新たな知見であり、
国の飼料米への助成水準と助成方法いかんにより広大な展望が開けるものと考えら
れた。
第 2 報告は、農事組合法人りぞねっと、代表理事組合長の齋藤隆幸氏による「米
粉製品の取り扱いとその課題について──新たな食文化への挑戦──」というもの
で、米粉による麺の加工、生産、供給の成功に至る報告であった。氏はＪＡ青年部
の重責を今日まで担い活動するかたわら大規模稲作経営（９ha）を行いつつ米粉麺
の製造に成功、その製品の一部はＪＡ庄内たがわが発売している「はえぬき麺」と
なり好評を博し需要は急速に伸びている。
第 3 報告は、佐賀県中村集落営農組合組合長補佐の山口喜久一郎氏による「水田・
資源のフル活用で更なる水田農業の展開」というもので、集落営農組合の多彩な活
動を通して水稲、転作麦、大豆の団地的効率的生産システムの確立を通して、商品
作物たるタマネギをはじめとする野菜生産の安定的拡大、集団加入の農家所得の拡
大等についての報告であった。
いずれの報告も各地の農村で取り組むべき基本課題を提起し、その解決方策を具
体的に提示したものであった。

いまこそ JA はイノベーションの推進主体に
さて、以上のような優れた実践報告を通して、私はＪＡが核となり司令塔となっ
て、全国の農村にわたり、いまこそイノベーションを推進すべき時であると問題提
起を行いたい。イノベーションとはかつてシュンペーターが提起し、また私にとっ
ては 53 年前に私どもの先生であった故東畑精一東大名誉教授に教わったことである
が、それらも踏まえつつ、現代的課題として、逆風の中で凧を確実に揚げる実践的
命題として、私なりに次のような課題を提起したい。
私の提起するイノベーションとは次の５つの課題、すなわち、
（１）人材革新、
（２）
技術革新、
（３）経営革新、（４）組織革新、
（５）地域革新、という５つの分野にわ
たる革新の推進である。それも表に示したように、ＪＡ指導部（組合長等役員）
、Ｊ
Ａ職員、組合員・農家、その他、のそれぞれの分野でいかに取り組むか、というこ
とを明確に課題を設定して、取り組むべき主体と取り組むべき課題を明確に組み合
わせ、かつ、地域の特性や実情を踏まえて方向を提起すべきであろう。なお表中に「そ
の他」の欄があるが、これは、JA 青年部、女性部、あるいは農産物直売所や農村に
ある農産物加工企業など農商工連携にかかわる企業などのことである。
【表】
JA 指導部（役員等）

JA 職員

組合員・農家

その他

（１）人材革新
（２）技術革新
（３）経営革新
（４）組織革新
（５）地域革新

この表の各欄、各項目を明確に示すところから、ＪＡ役職員は何をすべきか、ど
こからどのように取り組むべきか、また組合員や青年部、女性部などの組織は何を
すべきか、何から取り組むべきか、明らかになっていくであろう。
それぞれのイノベーションの課題についてここでは紙数の制約で立ち入る余裕は
ない。人材革新については、『ＪＡ総研レポート』創刊号（2007 年 4 月）の「ＪＡ
ほど人材を必要とする組織はない」で書いたので参照していただきたいし、また、
技術革新以下の各項目については「所長の部屋」（http://www.ja-so-ken.or.jp/
head.html）でこれまで書き継いできている中にあるので、それらを参考にしつつ、
ぜひとも全ＪＡで、私の言うイノベーションに全力を挙げて取り組んでもらいたい。
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農山村における新たな経済―危機の下での新展開―
明治大学 農学部 教授

小田切 徳美（おだぎり とくみ）

１．はじめに−農山村経済の解体−
いま、農山村経済の解体が進んでいる。しかし、それは、未曾有の経済危機といわれ
る現在の状況よりも、もう少し早くスタートしている。
表１は、農家所得の変化を見たものである。資料の制約から、やや古いデータ（1998
〜 2003 年）とならざるを得ないが、それでもそこには小さくない農家世帯所得の変化が
確認される。主業農家、準主業農家そして副業的農家に共通して大幅な減少が見られる
のである。しかし、その減少をリードするのは、農産物価格の全般的な停滞に直面する
主業農家ではなく、むしろ従来の第２種兼業農家や高齢農家に相当する副業的農家であ
る。そして、その総所得の減少は、農業所得ではなく農外所得の大幅な減少（5 年間で
21％減、128 万円減）を要因としている。この背景の一部には、副業的農家の世帯員の
高齢化もあるが、それだけでは、こうした大きな変化は説明できない。やはり農村地域
の経済的停滞傾向が、副業（兼業）農家経済に強いインパクトを与えているのであろう。
【表1】農家の所得構成およびその変化（全国、1998〜2003年）
（単位：千円、
％）

農家計

2003年

1998〜
2003年の
増減率

主業農家

準主業農家

副業的農家

農業所得

1,103

14.3

4,744

62.0

852

10.1

332

4.4

農外所得

4,323

56.1

851

11.1

5,568

65.8

4,773

63.5

年金・被贈等

2,286

29.6

2,061

27.0

2,042

24.1

2,408

32.1

農家総所得

7,712

100.0

7,656

100.0

8,462

100.0

7,513

100.0

農業所得

-11.5

-12.1

-25.8

31.7

農外所得

-18.6

-16.2

-10.5

-21.1

7.7

16.9

2.0

6.7

-11.2

-6.3

-9.7

-12.2

年金等
農家総所得

資料：農林水産省「農業経営動向統計」より作成

副業的農家や第２種兼業農家は、
農山村を代表する世帯である。そうした存在に対して、
かつてはその所得の相対的高さや安定度から「社会の安定層」
（1978 年度版『農業白書』）
という評価さえもあった。しかし、いまや少なくとも所得水準に関する限りは安定層とはい
えない状況となっているのである。
また、次ページ表２では農業内部の変化を、農業総産出額を指標として作目別に見て
いる。よく知られているようにわが国の農業総産出額のピークは 1984 年であり、その年
から５年ごとの実数および最近のそれを、ピーク時を 100 とする指数とともに表中に示し
ている。これらのことから、次の状況が明らかになるであろう。
第１に、2007 年の最新時点では、産出額合計はピークの 1984 年の７割水準を切る。
そして、その減少をリードしているのは、米であり、半減以上の減少である。1984 年か
ら 2007 年までの産出額減少幅の実に６割以上が米の減少によるものである。
第２に、こうした変化の過程で、品目別の産出額の構成が大きく変わり、1999 年から
恒常的に畜産が首位となり、さらに 2004 年からは米は野菜にも抜かれている。つまり、
たいそう
しばしば表現された「稲作（米）が大宗を占める日本農業」から、
「畜産、野菜と米を中
心とする多様な日本農業」に転換したといえる。
以上、要するに国内農業、なかんずく稲作経済の絶対的縮小、農村労働市場の縮小
JA 総研レポート／ 2009 ／春／第９号
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に伴う農外所得の減少も加わった農家経済の全面的萎縮傾向の本格化のなかに現在は
ある。当然ここに、現下の不況による影響が加わることとなろう。冒頭に述べた、
「農山
村経済の解体」は決して大げさな表現ではないといえよう。
【表2】農業総産出額の変化（全国、1984〜2007年）
（単位：億円、
％）

総産出額

（指数）

米

（指数）

野菜

（指数）

畜産

（指数）

1984年

117,171

100.0

39,300

100.0

19,718

100.0

32,897

100.0

1989年

110,526

94.3

32,266

82.1

23,218

117.8

30,549

92.9

1994年

113,103

96.5

38,249

97.3

25,088

127.2

25,596

77.8

1999年

93,638

79.9

23,761

60.5

22,395

113.6

24,670

75.0

2004年

87,136

74.4

19,910

50.7

21,427

108.7

24,580

74.7

2005年

85,119

72.6

19,469

49.5

20,327

103.1

25,057

76.2

2006年

83,322

71.1

18,147

46.2

20,508

104.0

24,525

74.6

2007年

81,927

69.9

17,903

45.6

20,489

103.9

24,773

75.3

資料：農林水産省「生産所得統計」より作成

注：2007年は概算値

２．新たな経済のポイント−４つの重点−
こうした農業内外の経済的後退の下で、農山村地域では、新たな経済の構築があらた
めて喫緊の課題となっている。

うま じ

その具体的イメージは、すでに著名な高知県馬路村のユズ加工（後述）や「葉っぱビ
かみかつ

ジネス」として名高い徳島県上勝町の「いろどり事業」等の先発事例が輪郭を示している。
それらを含めて、農山村地域の新たな経済には、次の４つの重点がある。
（１）６次産業型経済
第１に、
「６次産業型経済」の構築である。こうした地域経済の方向は、いまや多くの
人々の共通認識となっているものであろう。
政策の展開としては、山村地域振興策が、
「農産物、畜産物、林産物などをそのまま
活用する第１次産業、また、農林産物など第１次産品を加工したり、他の資源の加工や
製造等、あるいは、土木建設事業等の第２次産業、さらにはこれらの産品を観光客に販
売したり、ふるさと宅配便・オーナー制への活用や観光農園、体験農園、農家民宿など
を行うといった第３次産業が考えられ、それらを組み合わせた総合産業」
（国土審議会
山村振興対策特別委員会『新しい山村振興対策について』、1990 年）の必要性を、すで
に 1990 年に提言している。また、過疎地域振興策でも、
「地域特産物に係わる生産・加
工・流通・販売といった分野を地域で一貫して行うなど、１つの価値を複合的に利用し、
全体をマネジメントする『複合的経営手法』の積極的導入が重要である」
（過疎問題懇談
会『これからの過疎地域振興のあり方』、1994 年）と論じている。
そして、これらの構想は、
「山業」
「むら業」
「海業」、あるいは「地域産業の多角化」
「農
商工連携」等のさまざまな表現を随伴して、すでに実践段階にあり、農山村地域の経済
的な発展に資する可能性が大きいことは実証されているといえよう。
注１）農林水産省『食料・
農 業・農 村 白 書 』2006
年版による。

これは、具体的な数値で見れば（2000 年）注１、食用農水産物の国内生産額約 12.1
兆円（その他に輸入生鮮農水産物が 3.2 兆円あり合計 15.3 兆円）と飲食費の最終消費
額約 80.3 兆円のギャップに含まれる付加価値と雇用を農山村地域サイドが新たに得よう
なかしょく

とする活動といえる。こうしたギャップは、外食、中 食 等のいわゆる食の外部化により拡
大傾向にあるが、日本における食の外部化は、高齢世帯の増大により一層進むことが予
想され、６次産業の将来性も期待できる。
なお、こうした６次産業のなかでも、究極の姿を示しているのが、農家（農村）レスト
ランである。個人の農業者が経営しているものや農家女性グループが運営しているもの、
直売所に併設されているもの、
「道の駅」等の施設内にあるものやオーベルジュ（宿泊が
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できるレストラン）形式のもの等、その存在形態は多様であり、現時点ではその全体像を
示すデータは存在しない。しかし、各種の情報によれば、その数は急速に増大している
と推測され、農山村地域における希少な「右肩上がり産業」であると思われる。これら
の農家レストランは、これ以上付加価値を付けられない最終消費であり、その点で「究極」
の６次産業といえる。今後の動向が注目される。
（２）交流産業型経済・地域資源保全型経済・小さな経済
第２の課題は、
「交流産業型経済」の実現である。都市・農村交流事業は、経済的事
業である以前に都市住民と農村住民の双方の人間的成長の機会である。都市住民は、交
流を通じて、農山村地域の自然、文化、景観、さらには暮らしの技や知恵を学ぶことが
できる。特に、農山村地域とのかかわりを持たない都市の子どもたちにとっては、そこ
は「不思議の国」
（ワンダーランド）であり、一部の大人でもそうした思いを持つことが少
なくない。逆に、受け入れサイドの農山村地域の人々にとって、例えば地域でありふれた「田
舎料理」に対する、
「おいしい」という声や日常の風景に対する「きれいだ」という言葉に
より、地域の宝の存在を学ぶことはしばしば見られる。ゲストもホストも学び合うことが
できるのが「交流」であり、それはひとつの社会教育の場と考えることもできる。従って、
交流、特にグリーンツーリズムを経済活動として見た場合には、そこには「学ぶ」という
付加価値が存在するのである。
このようなことを背景として、交流には、リピーターがつきものである。日本における「グ
あ

じ

む

リーンツーリズムのメッカ」といわれる大分県旧安心院町（宇佐市）の「農泊」
（農家での
民泊）が、高いリピーター率を誇るのはこうした要因による。そこでの「行きつけの農家
を作ろう」という呼びかけは、航空会社のキャンペーンにも採用されている。このように、
「行きつけ」を持つ人々＝リピーターを増やすことは、産業として見れば基本的戦略の 1 つ
であり、その点で、実は「交流産業」は、今後産業として成立する可能性が小さくないこ
とが予想される。
第３には、
「地域資源保全型経済」の実践である。農山村の地域産業が、地域に固有
の「地域資源」を利用・活用するのは当然のことである。しかし、現在ではそれだけで
はなく、その地域資源を地域が保全し、磨き上げる過程を担っている点を外部にアピール
することが必要である。こうした地域資源の形成・磨き上げ・利用・保全というプロセスが、
1 つのストーリーとなって、商品に埋め込まれたときに、都市の消費者の強い共感が生ま
れるからである。
しばしば指摘されるように、最近ではインターネットの普及による「ロングテール効
注 ２）「 ロングテール 効
果（現象）」とは、売り場
面積の制約が少ないイン
ターネット上の販売では、
いわゆる「売れ筋」商品
の大量販売に依存するこ
となく、販売量がわずか
な多品目の商品の販売に
よって、大きな販売額を
実現できることを示して
いる。 そ のことにより、
個性的商品が生き残る潜
在的可能性が高まってい
るといわれている。

果」注２）もあり、個性的な消費の存在が注目されている。その消費を動かす 1 つの要素が、
ここで論じたような「共感」
「感動」である。特に、地域の資源を保全し、環境を保全し
ている地域の営みは、都市消費者の共感を呼び込み、それが購買行動につながる可能
性が増大する。農山村地域の「地域資源保全型経済」はそのような性格を持っているの
である。
そして、第４の課題は「小さな経済」の構築である。この点を確認するために、資料を
見よう。次ページ表３は、山口県中山間地域の住民（非農家を含む）を対象としたアンケー
ト結果を示したものである。ここでは、まず「経済的水準は十分か」と尋ねているが、そ
の結果は、性別・年齢を問わず、６〜７割が「不十分」としている。本章でも見たように、
農村地域では、確かに「所得問題」が全般的に発生していることが確認される。
ただし、このアンケート結果では同時に、経済的水準が不十分な場合、
「あといくらぐ
らいの月額収入が必要か」という問いを行った。その回答結果は、大変興味深いことに、
必ずしも大きな金額が示されていない。追加所得として、月 10 万円以上を望む回答者は、
男性で 32％、女性で 22％にすぎない。また年齢別に見ると、高齢者では月５万円以下の
増収を希望する割合が多くなっている。それは、年収に換算すれば、約 60 万円程度で
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あろう。最小で月３万円、最大で月 10 万円であれば、年収で 36 万〜 120 万円の増収を
実現すれば、ほとんどの地域住民が願いを叶えることとなる。
追加所得ではあるが、こうした所得水準をターゲットとする産業を興すことは、現在の
農山村地域でも、大きな困難とはいえない。仮に 60 万円の所得であれば、直売所にお
ける野菜等の販売、女性起業の農産加工による収入（労賃）、集落営農のオペレーター
労賃でもこうした水準を満たすことができよう。
このように、小さな水準の所得形成機会、すなわち「小さな経済」を確実に地域内に
つくり出していくことが重要となっているのである。
【表3】地域住民の経済的水準とその希望（山口県中山間地域、アンケート結果）
（単位：％）

経済的水準は十分か

男

女

（不十分の場合）
あといくらぐらいの月額収入が必要か

集計数
（人）

構成比

十分

不十分

構成比

月１万円
程度

月2〜3
万円

〜20歳代

132

100.0

28.8

71.2

100.0

0.0

10.5

21.1

37.9

30.5

30歳代

169

100.0

30.2

69.8

100.0

0.0

3.4

23.5

47.1

26.1

40歳代

224

100.0

27.7

72.3

100.0

0.6

3.0

18.3

37.2

40.9

50歳代

353

100.0

31.4

68.6

100.0

0.0

3.3

16.3

40.2

40.2

60歳代

321

100.0

31.8

68.2

100.0

1.4

5.9

15.3

45.5

32.0

70歳代

326

100.0

30.4

69.6

100.0

0.5

8.6

29.5

34.5

25.9

80歳代〜

132

100.0

44.7

55.3

100.0

1.4

21.7

26.1

30.4

20.3

男計

1657

100.0

31.5

68.5

100.0

0.5

6.6

20.7

39.6

32.4

〜20歳代

153

100.0

36.6

63.4

100.0

0.0

13.7

31.6

28.4

26.3

30歳代

183

100.0

34.4

65.6

100.0

0.8

8.4

37.0

38.7

15.1

40歳代

235

100.0

34.0

66.0

100.0

0.7

4.6

29.4

39.9

25.5

50歳代

411

100.0

33.1

66.9

100.0

0.4

4.0

23.8

41.0

30.8

60歳代

404

100.0

32.2

67.8

100.0

0.4

7.8

30.4

40.7

20.7

70歳代

391

100.0

34.0

66.0

100.0

2.1

17.6

34.0

30.7

15.5

80歳代〜

193

100.0

43.5

56.5

100.0

1.9

22.3

34.0

25.2

16.5

女計

1970

100.0

34.6

65.4

100.0

0.9

10.2

30.5

36.4

22.1

月3〜5
万円

月5〜10
万円

月１０万円
以上

資料：山口県地域振興部「中山間地域づくりビジョンアンケート」
（2005年6〜7月実施）の集計表より作成（無回答は含まない）
注１：アンケートは、山口県地域振興部により、県内中山間地域（旧村単位）１０地区を選び、地域に居住する18歳以上の世帯員全員に対して実施された
（配布数＝2512世帯・5832人、回収数＝2086世帯、4771人、世帯員単位の回収率＝82％）
注２：「不明」の表示を省略したため、各欄の合計は100とならない場合がある

３．
「４つの経済」と農林水産業 ― 事 例 ―
以上で論じた４つの新たな経済（①６次産業型経済、②交流産業型経済、③地域資
源保全型経済、④小さな経済）は、農山村地域では農林業やその関連産業を中心とす
る経済構造の組み立てが不可避であることを示している。その典型的な事例を、以下で
考察してみよう。
（１）高知県馬路村―ユズ・間伐材による「４つの経済」―
高知県馬路村はユズ加工を中心とするむらづくりとして、つとに有名である。そして、こ
の事例は、４つの経済を実現している事例でもある。
注３）馬路村の最近の取
り組みについては、当事
者（上治馬路村村長）を
含めてまとめられた上
治堂司・竹下登志成『ゆ
ずと森を届ける村 馬
路 村 』（ 自 治 体 研 究 社、
2007 年）を参照のこと。

ＪＡ馬路村によるユズを中心とする農産加工はいまや 30 億円以上の販売額を誇る「6
次産業型経済」である（2005 年では 31.6 億円）
。そのポイントは、
「商品のライフサイク
ルに対応した絶え間のない製品開発」と指摘されており、個別の農家では対応しがたい
商品開発力と販売力を、ＪＡがいかんなく発揮している注３）。しかし、この巨大な販売額は、
実は販売額１戸平均 100 万円前後の個別のユズ生産者の
「小さな経済」の積み上げによっ
て成り立っている。
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また、2000 年に設立された第３セクター（村の出資率 95％、社長は村長）である株式
会社エコアス馬路村による木材加工も新たな６次産業である。特にこの会社が販売する、
杉の間伐材を加工した木製ビジネスバッグや木製座布団は、森を守るための間伐材利用
というわかりやすいストーリー性を持っており、いまや人気商品となっている。さらに、製
品の販売額の１％が、森の保全に活用する「千年の森基金」
（馬路村役場が造成）に積
み立てられている。
「地域資源保全型経済」の典型例といえよう。
最近ではこうしたユズ加工、木材加工による高い知名度をベースとする、交流事業の
展開も見られる。さまざまな主体による体験メニュー（田舎すしづくり、
「曲げわっぱ」づ
くり、かずら編み等）が整備され、また多様な階層（一般、修学旅行生、ワーキングホリ
デーの大学生）が対象となっている。
「交流産業型経済」の確かな成長が確認される。
（２）新潟県山北町―奥深い集落の６次産業が地域の誇りに―
さんぽく

新潟県旧山北町（村上市）では、約 20 年前のバブル経済とリゾート・ブームの時期よ
り、
「魅力ある集落づくり事業」という名前で、
「集落の日常生活を基本資源とする地域づ
くり」等をスローガンとする地道な取り組みが行われた。その結果、いくつかの集落の体
験交流を中心とする産業が育ち始めている。
やま くま た

特に、同町の最奥に位置する山熊田集落（世帯数 22 戸）では、地元の女性 4 人が中
なりわい

（2000 年設立）が活発な活動を展開して
心となり出資した「さんぽく生業の里企業組合」
いる。そこでは、地域の伝統文化と深く結びつく生業のしな織りにこだわり、製造・販売、
体験機会や郷土料理の提供を行っている。
しな織りは国の伝統的工芸品に指定（2005 年）された古代織物であり、木の皮から作
る糸から織り上げる。しな布の作製過程は、梅雨時の皮剥ぎからしな煮（煮込む）、漬け
はた

込み（色出しのためのぬか漬け）等、最後の機織りまで全部で 20 以上の工程が標準で
あり、期間にして数カ月を必要とする手間の織物である。山熊田集落では、しなの木から
の皮剥ぎは重労働であるため、２日間の集落共同作業（むら仕事）で行うことをルール化
している。それは、乱伐をしないための、
「環境保全」のための取り決めでもある。
「生
業の里」では、このしな織りが体験できるが、それと同時に財布、名刺入れ、ハンドバッ
グ、帯等の製品を販売している。しな織りの奥深い歴史と技術は、１つの文化であり、そ
うした物語性を持つ商品として人気がある。これもまた、
「環境保全型産業」といえよう。
また、この地域の赤カブは焼き畑に栽培されることを特徴としているが、その「赤カブ
漬け」も中心となる商品の１つである。そして、ここではその焼き畑を体験し、さらに収穫、
漬け込み過程まで体験できるイベントも行われている。赤カブを素材とする「６次産業」
である。
こうした活動により、2006 年には、
「生業の里」の販売額は 2200 万円、来訪者は
5300 人にも達している。奥深い地にあり、販売額も来訪者もゼロからのスタートだという
ことを考えると、地域にとっては大きな変化である。経済的にも、
「生業の里」の構成員
はもちろん、しな布原材料や赤カブをはじめとする食材を集落内の世帯から仕入れており、
「小さな経済」は集落内に広がっている。
こうして、集落の住民全体が、しな織りや赤カブという身近にあった宝を再発見し、そ
れを継承し育んでいる地域に対してあらためて誇りを持ち始めている。
（３）高知県中土佐町―「鰹乃國」の産業連関の拡大―
６次産業の発想と実践は、
「海業」から始まったといわれている（明海大学・森巖夫氏
の指摘）
。つまり、豊かな水産資源を素材として、それを利用する地域産業の多角化・複合化・
総合産業化が、漁村における地域づくりのなかに見ることができるのである。その一例と
して高知県中土佐町の取り組みがある。
高知県中土佐町は、古くから鰹の一本釣りを中心とする漁業で栄えてきた地域である。
町の人口動態は、高度成長期には減少傾向を辿ったものの、1970 年代にはほぼ下げ止まっ
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ていた。しかし、それは一時的なものであり、1980 年代後半からは、漁業の停滞のなか
で、再び減少が始まった。こうした状況のなかで、町行政が主導しつつも、多くの住民を
巻き込みながら始まったのが、
「鰹」を素材とする町づくり・
「鰹乃國の物語」である。
町が、最初に取り組んだのが漁業、商業、農業の各分野から 80 人の若手実践者（40
歳代が中心）を集めた「町づくり小委員会」の設置であった（1992 年）。そこでは、２年
で 11 回にわたり、将来の町づくりについて活発な議論が行われたが、特に住民から強く
提案されたのが、町の顔である鰹をテーマや素材とした地域づくりであった。
そこで、1994 年には町のイメージソングや鰹供養碑を作る一方で、町づくりの中核的
施設となり、体験や販売ができる「黒潮体験創造の館・黒潮工房」と温泉宿泊施設「黒
潮本陣」の整備に着手した（1996 年完成）。この「黒潮工房」では、地元漁師が自ら観
光客に一本釣りやタタキづくりを伝授しており、また、町民が各々の家庭で研究・開発し
た特産品も販売されている。また、この「黒潮本陣」では、ほとんどの食材が地元から
調達されている。そうした特色作りもあり、公共施設にして、稼働率が 93％を実現する人
気の宿となっている。
また、2007 年で第 18 回となる「鰹まつり」
（５月）では、多数の町民がボランティアと
して参加し、高知県を代表するイベントに成長している。この祭りの、物産販売からは新
しい６次産業が生まれている。その場で、町の特産であるイチゴを活用したジャムやゼリー
が好評であったことから、その商品化を担う女性グループ「苺倶楽部」が苺生産婦人部
を母胎として生まれた。女性８人によるそのグループは、1999 年には法人化して（農事組
合法人）、鰹のあらを堆肥としたイチゴによる「手づくりケーキ」やジャム、ゼリーの製造・
販売を、ケーキ店「風工房」で行っている。全員がイチゴ生産者というイチゴのプロによる、
無添加のケーキということもあり、行列のできる店としてマスコミにも紹介されている。
さらに、こうした賑わいを自信として、漁協を中心とする体験観光事業（昆布の刈り取り、
アゴアミ漁等）が始まり、最近ではその延長上に、活動の中心となった漁協組合員漁家
４戸が「漁家民宿」を始めた。
以上のように、1980 年代の後半に顕在化した地域経済の急速な縮小に対して、中土佐
町では、地域資源の鰹を素材とし、加工や販売、そして体験にまで至る地域産業の複合
化や他分野にまで及ぶ意識的な地域産業連関を構築することを実践している。そして、そ
の具体的な成果は、雇用者数の純増や交流人口の増大にも表れている。
「６次産業」の
発展は、
「交流型産業」へつながっているのである。

４．おわりに
以上で論じたように各地で進む新たな経済とは、農林漁業を中心とする産業にほかな
らない。こうした方向性を強く推進してきた、ある市町村の首長が、
「このような不況にな
ると、企業誘致に頼ることなく、地域の資源を中心に経済を作り出してきたことが本当に
間違っていなかったことを実感する」と発言したのは、印象的である。
また、同様にＪＡや森林組合にとっても、今後農山村地域資源を基軸とする新たな経
済構築の担い手としての役割が、ますます求められているといえよう。特に、馬路村の事
例で確認されるように、ＪＡや森林組合は農山村における新たな経済の重要な主体として、
商品開発とその販売力が期待される。
ただし、同時にこの事例では、ＪＡのみでこの４つの経済のすべてが実現できるもの
ではないことも示されている。つまり４つの経済の実現のためには、ＪＡ、第 3 セクター、
個人事業、市町村行政等がジョイント・セクター（「夢を共有化して力を合わせる緩やかな
組織」）をつくり上げることが重要である。
つまり、こうした体制が地域の中に構築できるか否かが、冒頭で見た農山村経済の解
体かその阻止かを決めることになるのである。
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なりわい

「山をする」──佐藤忠吉氏の生業
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 客員研究員

黒川 愼司（くろかわ しんじ）

1.「百姓、佐藤忠吉」という名刺
き すき

【写真】おだやかな語り
口の佐藤さん

【写真】
「百姓」という 2
文字だけの肩書の名刺

木 次 乳業有限会社の創始者の 1 人で
あり、現在は相談役を務める佐藤忠吉
氏の名刺の肩書きには、「百姓」としか
記されていない。
その佐藤さんをインタビューするこ
とになったが、聞き手である私は、第 1
球、どんな球種を、どのコースに投げ
ればいいのか、結構悩んだ。この日の
ために、佐藤さんについて書かれた『自
主独立農民という仕事』（森まゆみ著、
バジリコ）を読み、質問事項を何本か
用意し、島根県雲南市木次町へ向かった。インタビューの場所に指定されたのは、
木次乳業 ㈲ の応接室。佐藤さんと、まず型通り名刺の交換。この時、佐藤さんの名
刺の肩書き「百姓」が目に入り、予定を変更し、なぜ、肩書きが「百姓」で、いつ
から使用されるようになったのかを、まず聞いた。
いつからかとの問いに対しては、牛乳の需給調整が始まった、1978（昭和 53）年
ごろからとの回答。上智大学の社会学の教授だった鶴見和子さんに「百姓」の肩書
きを誉められて、自信を持って使用するようになったとも話された。
しかし、もう 1 つの問い、なぜ肩書きが「百姓」かについては、返事がないので、
再度尋ねた。すると佐藤さんは、先日、浜田市へ行く用事があったので、同市の三
こ さつ
ごう
刹で、本堂の格
隅町にある龍雲寺へ足を運んだと語り始めた。龍雲寺は曹洞宗の古
てんじょう
にら
天井には八方睨みの龍が描かれており、その龍の図を見るために。
いわ み
私の「百姓」という名刺の肩書きの問いから、石 見 のお寺へと話は進んでいく。
いぶかしく思いながらも、ここは我慢で聞くしかない。次に佐藤忠吉さんは「立っ
て見ても、座って見ても天井の龍は、龍でした。ところが寝転んで見ると、龍が、
私には 達磨 に見えてきました」と語り継いで行く。
この段階でも、話の意図を理解しかねる。ここも黙って話を聞くしかない。「寝転
ぶと一番視野が広がるでしょうが。そうしたら龍が達磨のように見えてきた。私ど
も百姓は、土とともにあります。この一番下の、大地の視点から見ると、いろいろ
なことが見える。だから肩書きがあるとすれば百姓です。それ以上でも以下でもあ
りません」と結ばれた。
「龍と達磨」の話ではないが、地に足をつけ、視野広く、社会の本質を見据えてい
るぞという意志を「百姓」の肩書きに込めておられると強く感じた。

２．明治時代まで、バックして
佐藤さんは、1920（大正 9）年 3 月 18 日生まれだから、現在、88 歳だ。生家は、
雲南市木次町宇谷の農家。大正時代に２ha の農業経営をしていたとのことだから篤
農家だ。その佐藤家の５人きょうだいの３番目の長男として誕生した。父親・伝次
郎氏は、当然のことながら、後継ぎとして忠吉さんを子どものころから鍛えた。「百
姓に学問はいらん。体で覚えたことしか実現しない」
。また「農家の長男を学校へ行
かせたら、農業をやらなくなる」、これを出雲の地では、「タマダレ（魂がだれる）」
という言葉で表現したという。このため佐藤さんは、高等小学校卒業で、家業の農
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業を手伝う。
佐藤家の農業経営は、水稲と養蚕が中心だが、その他にも畑で野菜や花、炭に綿
に楮、鶏も牛も飼い、柿や栗の木が庭先にあり、味噌、醤油、お茶などを加工し、
野良着や花嫁衣裳まで自給していたという。だから食べ物は、ほとんど購入するこ
とはなかった。そして足らざるものがあれば、集落内で互いに補いあって暮らして
いた。このころは、地主を中心とする「集落共同体」が、中山間地の人々の暮らし
を支えていた。
このような幼少期の暮らし方が、里の暮らしとして本物だと、佐藤さんの脳裏に
刻みこまれていると思える。それは、折々に「農業も、一度、明治時代までバック
して、それから再構築する。明治の農業にすべての基本がある」と語っていること
からも、うかがい知ることができる。この「明治時代までバック」という言葉に、
明治 20（1887）年生まれの「気骨の人」、父・伝次郎の姿がダブって見える。
佐藤さんは、1940（昭和 15）年 12 月に軍隊に召集され、翌年 3 月に松江連隊か
ら中国へと派遣、それから中国本土での６年近い軍隊生活。この時に、回帰熱、発
疹チフス、マラリア、アメーバ赤痢などなどの病気にかかった。捕虜にもなった。
ふるさと木次に引き揚げて来たのが、戦争が終わって 7 カ月あまりが経過した 1946
（昭和 21）年の 4 月。
青春時代を軍隊、戦争という非日常の中で過ごしたことについて、
「思い出しても
いと
難儀なときのことがいちばん愛しい。中途半端にいい目にあったことは忘れてしま
う。ついでに中途半端につらいこともみんな忘れてしまう。難儀を乗りこえ乗りこ
え来ることが、いちばん生き甲斐でしょうが。（略）失敗のない人生は失敗です」（前
掲書）と前向きに受けとめ、その後のさまざまな苦労を乗り越える糧としている。
こうぞ

３.「山をする」──佐藤さんの生業
【写真】ブラウンスイス種
を引き連れた佐藤さん

（1）木次乳業の誕生
佐藤家の「家督」を忠吉さんが、父か
ら受け継いだのは 1955（昭和 30）年のこ
とだ。この時には、すでに３頭の搾乳牛
を導入し、酪農家の道を歩み始めていた
が、この年は家督相続と同時に佐藤さん
の現在を決める、節目の年ともなってい
る。というのは、酪農を一緒に始めた仲
間３人で、木次町内の牛乳販売組合と業
務提携し、生産と加工、販売を一体化し
た年だから。これが今日の木次乳業 ㈲ の
第一歩だ。
この牛乳販売組合に参画したのは「原料供給だけの農業は、都市の奴隷だ」とい
う考えがあったからだ。
はた
子どものころの農村は、食料は自給し、衣料も綿を栽培し、機を織って調達した。
燃料は山を生かして炭を焼いた。住居も山から切り出した材木で建てた。水は井戸
や山水を引いて確保した。このように、農村では自分たちの周囲に資源を求め、そ
の資源を活用して暮らしを確立していた。父・伝次郎の教えも、こうした農村の暮
らし方の伝承だった。
生産の側から「押しかけ的」に参入した乳業だが、その道は、極めて困難なもの
だった。山に放牧したホルスタイン種が「ダニ」にやられて死亡することもあった。
学校給食に牛乳を取り入れてもらうために、法人格を持つこととして、有限会社に
したのが、1962（昭和 37）年。しかし県下のあちこちで、小さなプラントでは通用
しないと大手のメーカーに身売りする動きがあった。木次乳業も、譲渡金額 70 万円
で「グリコ」に売却する寸前までいった。
この売却の話がつぶれたのは「お前たちは、小作人に成り下がるのか」という、父・
伝次郎の一言。自主独立の農民である証明は、生産、加工、販売を一体化した事業展開。
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しっ た

それを投げ出すのは、
「小作人」になるに等しいとの、この叱咤で、会社売却をやめた。
しかし、苦労は続く。1965（昭和 40）年には、火事で社屋が全焼する。いくら「難
儀なときのことがいちばん愛しい」とはいえ、容易ならざる事態に変わりない。仲
間の中から「もう頑張れない」との声も出始めた。この時に踏みとどまるのも「ざ
いご（田舎者という出雲弁）が商売して、負けて戻るのか」という、伝次郎の言葉だっ
たという。つまり商売も知らん百姓が、商売に手を出して尻尾をまいて退散するの
かという、一撃だ。
このように父親の言葉は、忠吉さんにとっては、極めて重いものだった。会社草
創期の混乱のなかで、何度か挫折しかけた時、こうした父の言葉がなければ、今日
の木次乳業は存在しない。火災事故から立ち上がった木次乳業だが、経営は依然
として苦しく、社長が退陣し、1969（昭和 44）年、今から 40 年前に、若手の佐藤
忠吉さんが、社長の重責を担うこととなる。その忠吉さんを見守った伝次郎氏は、
1975（昭和 50）年に亡くなった。
いつわり

編集部注）パスチャライ
ズ牛乳とは、細菌学者パ
スツールの名から取っ
たパスチャリゼーショ
ン（ p a s t e u r i z a t i o n ）、
パスツール殺菌法によ
る低温殺菌牛乳である。
これは欧米で主に用い
られている熱処理法で
ある。

【写真】パスチャライズ
牛乳のパンフレット

（2）「偽とは、人の為」と書く
佐藤さんの仲間に大坂貞利さんという方がおられた。おられたというのは、不慮
の事故で 1993 年に亡くなられたからだ。その大坂さんは、1938（昭和 13）年生ま
れなので、佐藤さんとは、相当年が離れている。しかし、佐藤さんの父親から農業
の手ほどきを受けるために、3 年間、佐藤家で働いていたので、兄弟弟子という極
めて緊密な関係だった。
佐藤さんらが有機農業に取り組む契機となったのが、この大坂さんの観察眼だ。
有機農業といえば、1975（昭和 50）年に有吉佐和子さんの『複合汚染』という著
書から市民権を得ていく。しかし、大坂さんは、すでに 1961（昭和 36）年ころには、
牛がさまざまな病気を発症するのは、化学肥料で作った牧草に原因があるのではな
いかと言い出していた。「蚕に食わせる桑には、化学肥料は使うな」との伝次郎氏の
教えを受け継いだものだ。
これを契機に、農薬や化学肥料、抗生物質などの使用を見合わせることとした。
こうした生産面での有機の取り組みに合わせ、加工面でも「人にやさしい牛乳づくり」
に着手する。それが「パスチャライズ牛乳」編注）へのチャレンジだ。
牛乳の中には、さまざまな細菌が存在する。この細菌を「殺菌」するために高温
で処理するのが一般的だ。この一般常識に挑戦したのが、木次乳業だ。そこには、
乳牛に負荷を掛けない飼育が前提にある。そうした有機で育てた乳牛の乳を、低温
殺菌処理にとどめ、有用な乳酸菌などを生かすのが木次乳業の「パスチャライズ牛乳」
だ。しかし、消費者に認めてもらうためには、大変な努力が必要だった。有機農業
に理解のある学者も「殺菌しない牛乳ですか？」と疑問符をつけたのに対して「先生、
母乳を殺菌して赤ちゃんに飲ませますか？」と佐藤忠吉さんは、反論したとの話も
ある。というのは、佐藤さんらは、３年間、63℃で 30 分間処理した牛乳を自分たち
の体で生体実験、つまり飲み続けた。それで大丈夫という自信があったからだ。
佐藤さんの言葉に「偽とは、人の為と書く」というのがある。農業は、自分が食
べて安全な食べ物を生産してきたはずだ。
ところが、
「選択的拡大を呼びかける農業
ひ と
基本法」以降、他人が食べる「商品の生産」
に変化したとの思いからだろう。
全国で初めての「パスチャライズ牛乳」
（1978 年）は、安心・安全な食べ物がほ
しいという、松江や出雲の、まず地元の
消費者の理解を得た。その輪は広がり、
現在では、県外は広島、関西地区を中心に、
東は東京、西は鹿児島でも流通している。
（3）「山をする」── 佐藤さんの生業
出雲地方の言葉に「山をする」という言葉があるという。昔、役牛として飼養し
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【写真】どぶろくと田舎
料 理 レ ス ト ラ ン「 か や
ぶきの館」

【写真】ブドウ畑の上の
ワイナリーとレストラン

た牛を里山に放ち、その地の自然の草を食わせ、勾配のある林地で足腰を鍛えさせた、
それが「山をする」という言葉の本意だとのことだ。しかし、佐藤さんの実践を聞
いていると、まさに佐藤さんそのものが「山をする」だと痛感する。
ひのぼり
30ha の里山を活用した日登牧場への乳牛ブラウンスイス種の導入。多くの酪農家
が 1 ℓでも多くの乳量を目指すなかで、ホルスタイン種の半分程度の乳量しか期待
できない乳牛へのこだわり。これは、ブラウンスイス種が、この地の「山」、つまり
土や草、水に一番適合し、良い品質の乳が搾れるとの思いからだ。人間の事情では
なく、牛の事情優先の飼育方法であり、動物と自然を一体化した「山をする」飼育
法といえよう。
現在の佐藤さんの関心事は、30ha
の牧場開設
もり
と室山という里山にある「食の杜」の運営。
まず、牧場開設の話。佐藤さんによれば、木
次乳業へ就職を希望する若者はいても、酪農を
やろうという若者がいない。だから、今から生
乳確保のために新牧場の準備に着手しなければ
ならない、というのが、まもなく 89 歳を迎える
佐藤忠吉さんの抱負だ。思わず「まだ、やるの
ですか」と言うと、間髪をいれず「やりますよ」
の返事が返ってきた。
取材の日は、幸い雪はなかった。昼食を準備したからと、佐藤さん運転の車の先
導で、木次乳業から 10 分もかからない「食の杜」（面積 7ha）へ案内された。最初
に連れて行かれたのが、古民家を移築した「かやぶきの館」
。この館は、農家レスト
さと
ランとして「地域自主組織日登の郷」が運営するが、レストランの目玉は、特区で
開発した どぶろく 。今年の 1 月 23 日にオープンし、2 月と 3 月は 8 日と 22 日の
４日間の営業。
この農家レストランは高台にあるが、目の前にはブドウ園（4ha）が広がる。その
ブドウ園の上にワイナリー
とレストラン（昼食の場所）
の洒落た建物がある。市街
地に近いとはいえ、室山と
いわれる山の中に、豆腐屋
とベーカリーもある。「食の
杜」というのだから、豆腐
屋やパン屋があっても不思
議ではないが、お客さんが
あるのか心配になる。しか
しパン屋は、天気のよい日
は町からのお客さんで、お
昼で完売のこともあるとの
話。
佐藤さんが手掛ける飲み物は、牛乳はさておき、日本酒、ワインにどぶろくと左
党のものが続く。大人の遊び心がなせる業だろうか。しかし、これらの原材料は、
すべて自分たちの周囲にあるもので、それを加工し、自分たちの手で販売する一貫
システムだ。
このように、佐藤さんは、地元の資源を生かし、地域性で味付けした加工をし、
さらに食の場まで設営し、これらを大いに楽しむ毎日を送っておられる。これが、
88 歳の佐藤忠吉さんを、なお現役としている秘訣だろうか。
佐藤さんの営為は、自分が生まれ落ちた地を大切にするということにつきる。だ
から「百姓」であり、だから「人の為＝偽」でなく、そして「山をする＝地域資源
に息吹を吹き込む作業」に今後も全力を注いでいかれるのだろう。それが佐藤さん
なりわい
の生業だ。
（取材日・2009 年 1 月 29 日、2 月 6 日）
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現地レポート

農業のイノベーションとは「気付き」と「穴埋め」
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

柳 京熙

( ユウ・キョンヒ）

1．イノベーションと「気付き」

注 1） イノベーションは
1911 年に、オーストリ
ア出身の経済学者 シュ
ンペーターによって、著
書『 経 済 発 展 の 理 論 』
において初めて右記の
よ う に 定 義 さ れ た。 イ
ノベーションは、よく「技
術革新」や「経営革新」、
あるいは単に「革新」
「刷
新」などと言い換えら
れてきた。これは 1958
年 の『 経 済 白 書 』 に お
いて、イノベーションが
「技術革新」と訳された
ことに由来するといわ
れ て い る。 当 時 の 経 済
発展の要因は技術そのも
のであったため、イノベー
ションは「技術革新」と
訳されたのかもしれない。
注 ２）2 ペ ー ジ お よ び
JA 総合研究所「所長の
部 屋 」 第 81 回 を 参 照。
http://www.ja-so-ken.
or.jp/head.html

最近、外部からの農業批判が激しくなればなるほど、農業に携わる関係者の閉塞
感は日々増している。何かいい解決案があればいいのだが、一般産業に比べ、資源
の再配分がうまく機能しない農業が持つ特性から、即座に対応することはなかなか
難しい。
今世の中は、世界的な不況が広がり、すでに企業は人員削減に走っている。この
ような社会･経済状況のもとで、農業だけが手厚い政策的支援を受けた特殊な地位を
保持し得るという考え方は、その正当性とは別に社会的規範上、なかなか通用しない。
こういう時代こそ、農業分野の内部でできることはしっかりやり、そこから農業
が持つ社会・経済的価値を堂々と認めてもらう戦略が必要である。
それでは今農業分野で必要なことは何だろうか。筆者はそれを農業のイノベーショ
ン注１）の必要性から問いたい。
イノベーションとは、シュンペーターによって初めて提唱され、企業者（起業者）
の不断の行動によって経済発展を牽引するという理論の中心的な概念である。
筆者は、シュンペーターのイノベーションという概念は、資本主義の性格を適切
に捉えており、理論上で完結するのではなく、歴史的事実を踏まえての現実的な視
点からの実践を強く求めていると理解している。
こうしたなかで、当研究所の今村奈良臣研究所長は、イノベーションの必要性に
ついてすでに具体的な提案を行っている。
それを簡単にまとめると、1）人材革新、２）技術革新、３）経営革新、４）組織革新、５）
地域革新、の５つであり注２）、こうした提案の実現に向けて、その主体をＪＡに置い
ている。筆者なりに解釈すれば、こうした提案は指針的な性格を有しており、実現
を考える場合、よりミクロ的な取り組みが必要ではないかと考える。すなわちＪＡ
を取り巻く組織内の改革とともに、それを支えるあらゆる部会組織や生産者のイノ
ベーションが加わることにより実現可能であり、またそのような仕組みづくりが今
現場で必要ではないかと考える。そこで今回は今村提案を借用しながら、より具体
的な施策として現実的な提案を付け加えた２段階構想として提案したい。いわゆる
戦略を効果的に達成するために戦術を考えることである。
筆者はイノベーションという概念を考える際、それがすべての現状を変え得る奇
抜なアイデアでもなければ、どこにでも適用できる万能なことのいずれでもないと
思う。
それぞれの人が常に考え、実践しているからこそ、それがイノベーションになり
得ると考え、筆者はそれを「気付き」と「穴埋め」という言葉で定立したい。
これまでの農業分野は先人の知恵を踏まえつつ、またそれを内部化することで「常
にそう行う」思考の様式が強かったと思う。しかしそれだけでは新しい発想は生ま
れてこないし、現状から脱却もできない世の中になっている。「常に行うことをもう
１回自分なりに考えてみる」様式が、今必要である。もうすでにそのような動きは
広範に見られるようになった。
しかし農業においては土地、人など、経済の中でも市場化されにくい要素市場を
抱えており、そう簡単に資源が再配置され、すぐ効率を上げることにはつながらない。
そこで筆者は農業におけるイノベーションを「穴埋め」として表現したい。農業
分野においては、最初から大きなことをやろうと思えば、大概が失敗に終わるとの
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教訓が多々ある。それは、農業においては長い時間と地道な作業を要するからだと
思う。従って農業においては「穴埋め」をすることのように地味な作業と、根気が
必要である。その作業は誰にも知られず、穴は埋められまたそれが広がる時こそ、やっ
と目に付くようになるといった性質の作業でもある。
不断のイノベーションを通じて、目前の難題を乗り越えていく自信と努力が、今
農業分野に求められているのではないかと考える。それも外部から言われるような
筋書きによるものではなく、農業分野に携わる関係者の意思によるものでないとい
けない。

２．「気付き」と「穴埋め」
以上の考えに基づき、ここでは「気付き」と「穴埋め」の具体的様相について考
えたい。今回は今村所長のご紹介で宮崎県ＪＡ尾鈴管内で養豚業を営む有限会社尾
鈴ミートの遠藤威宣社長の話を聞くことができた。彼の実践から筆者の「気付き」
と「穴埋め」という概念をさらに具体化することができた。
詳しくは図を参照していただきたい。図は遠藤社長の何気ない「気付き」と、そ
れを具現化していく「穴埋め」を整理しただけのものである。
彼は、あらゆるところから情報を集め、わずかな可能性でも真剣に考えた上で、
行動に移している。図に書いたとおり、美容ブームによる食品由来のコラーゲンを
豚足から商品化したり、内部でできないことを外部の人的ネットワークを通して解
決したりしているが、よくよく見ると、それはみんなが簡単に考えられる常識の
はんちゅう
範疇である。しかし考えたことを実践に移すか否かで大きな違いが出ている。遠藤
社長が日ごろから行っている何気ない実践こそイノベーションの礎であり、その積
み重ねにより年商 3 億円を超える会社をつくり上げることができたといえよう。
このような「気付き」と「穴埋め」を広範に広げ、地域的な総合力として発揮す
るためには、やはり今村所長の５つの革新が必要であり前提になるだろう。
遠藤社長が言った「ＪＡがこうした実践ができるようになれば、日本の農業はさ
らに発展する。ＪＡがやれることはまだまだたくさんある」という力強い言葉は多
くのことを示唆する。
実際に、遠藤社長は法人でありながら地域の農業発展にも大きな貢献をしている。
彼はＪＡ尾鈴運営審議会（ＪＡの諮問機関）の副会長を務めており、日ごろの「気
付き」と「穴埋め」を、次世代を担う若者に向けて発信している。さらにＪＡの青
年部や女性部からアイデアをひろい、また自分の実践にも生かしている。もちろん
ＪＡ尾鈴においても、さまざまな活動を行っており、多くの成果を上げている。今
回は紙幅の都合上、ＪＡの活動については省略するが、筆者の個人的意見としては、
ＪＡ組織の役員や職員１人１人の「気付き」と「穴埋め」がもっともっとできれば、
今のＪＡは大きく変わるような気がする。もしそれができなければ今農業分野に漂
う閉塞感の打破は法人や生産者に期待するしかない。
最後に遠藤社長の言葉を借りながら終えたい。
危機はある意味でチャンスでもある。だからこそ今ＪＡが積極的に販売や営農指
導に力を入れるべきだ。それができれば日本の農業はきっと変わる
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【図】イノベーションとは日ごろの「気付き」と「穴埋め」
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自分らしく もっと輝け！ 躍動する女性たちを応援する

現地報告

ＪＡ秋田おばこ「女性大学」
（社）ＪＡ総合研究所 企画調整室長

小川 理恵（おがわ りえ）

１．はじめに
「おはようございます！」。元気な声が会場のあちらこちらで飛び交う。今日はＪ
Ａ秋田おばこが主催する「女性大学」の開催日だ。この女性大学は「自分らしくもっ
と輝くための入門講座」と題して、地域の女性たちの知識と教養を高め、農村女性
のリーダーとして育てることをコンセプトに、2008 年 6 月、ＪＡ秋田おばこが開校
したものである。
月に１度開かれる講座の出席率は毎回 80％を超える。この高い出席率が物語るも
のはなにか。飛躍する女性たちの元気な姿と、それを応援するＪＡ秋田おばこの取
り組みを取材した。

２．女性たちのレベルアップを目指して女性大学を開校
全国有数のブランド米「あきたこまち」の生産地として名高い秋田県南部。ＪＡ
秋田おばこは、1998 年 4 月、県内１市 10 町 3 村の 20 ＪＡが 1 つとなり、県内最大
規模の広域合併ＪＡとして誕生した。その区域は現在の仙北市・大仙市・美郷町に
わたり、正組合員数約 2 万 8000 人、准組合員数約 4000 人（ともに 2007 年 3 月末現
在）を抱えている。
ＪＡ秋田おばこの藤村正喜組合長は、合併前から専務理事を長く務めた営農畑の
出身者で、営農時代の経験から、地域活性化における女性の力の重要性と、女性が
本当の意味で活躍するための教育文化活動の必要性を痛感し、女性大学開校を思い
立った。そもそもこのＪＡ秋田おばこでは女性部の活動が盛んで、ＪＡはそれを後
押しする形で、女性たちが持つ潜在的なパワーをより発揮するための教育の場とし
て、この女性大学を位置付けた。
女性大学の運営資金には 2007 年度家の光文化賞等の賞金 320 万円と自己資金 180
万円の合計 500 万円を充てている。ＪＡ秋田おばこではこの運営資金を、女性大学
を開校している他の多くのＪＡと違い、生活文化費などの単なる費用科目としてで
はなく「大学設立準備及び運営経費」として負債科目に計上している。これは女性
大学をＪＡの１つの事業として位置付け、財務諸表にはっきりと見える形でその資
金を確保したかったためだ。
女性大学は１期２年間で、合計 20 回の講座が用意されている。開催は月に１度、
トータル 50 時間のカリキュラムだが、その内容は実に多彩である。農業講演会や園
芸指導など農業経営に関することから、料理・テーブルマナー・生活設計など実生
活に役立つこと、そしてフラダンスやヨガなど趣味に生かせることまで、ありとあ
らゆる方面からのアプローチで、楽しみながら女性たちがレベルアップを図れる仕
組みになっている。
カリキュラムは、ＪＡの生活担当者が意見を持ち寄って素案を作成し、ＪＡ秋田
おばこ女性部役員と女性大学受講生を中心メンバーとした「女性大学運営委員会」
において決定したものだ。決してＪＡからの押しつけではなく、女性たちの自発性
を促したいというＪＡ側の意図が、このカリキュラム作成方法にも表れているよう
だ。
16 《現地報告》躍動する女性たちを応援する ＪＡ秋田おばこ「女性大学」
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入校料は 5000 円。フラワーアレンジメントやお菓子作りなど、材料費がかかるも
のはその実費を徴収するが、いわゆる受講料は一切かからない。やる気のある女性
がお金を気にすることなく気軽に参加できるようにとの配慮からだ。また入校資格
に特に年齢制限を設けなかったのも大きな特徴の１つである。年齢に関係なくまず
は女性全体の意識向上を図りたい、というＪＡの思いの表れである。
実際の募集が始まると、当初予定していた 80 人を大きく上回る 130 人の応募があっ
た。多くの女性に門戸を広げるため、人数を切ることなく応募者全員を第１期の受
講生とした。年齢制限を設けなかったことから、申込者の年齢は 40 代から 70 代ま
でと幅広く、なかには 78 歳の女性もいて毎回出席されているとのことだ。
では実際の講座はどのように行われているのか、その様子を紹介しよう。
【写真】会場のＪＡ会議
室はあっという間に受
講生で埋め尽くされた。
前の方から席が埋まっ
ていくのに驚く。

３．女性大学の授業風景
「 き り つ、 れ い！」。 元 気
のいいＪＡ女性職員の号令
で、2009 年 2 月 19 日 の 女
性大学が始まった。それま
で に ぎ や か だ っ た 会 場 は、
緊張感をもってしんと静ま
り 返 る。 開 会 挨 拶 に 続 き、
まずは２つの地区女性部に
よる『家の光』の朗読会が
行われた。これは毎回各地
区持ち回りで行っているもので、講座開始前には、発表担当の地区の女性たちが集
まって朗読の練習をする姿も見受けられた。練習の甲斐あってか朗読は感情がこもっ
ていて実にすばらしい。
朗読会が終わるといよいよ授業の開始だ。今日の講義は、ファイナンシャルプラ
ンナー西原憲一氏を迎えての「ライフプランセミナー」。先生が自己紹介をすると、
会場からわーっと大きな拍手がわき起こった。
「長らく講師をやっていますが、自己
紹介で拍手をいただいたのは今日が初めてです」と先生の顔がほころぶ。
講義の内容は実に充実していた。「ライフプランニング」という難しいテーマを、
高齢者にもわかりやすくかみ砕いて解説してくれる。ふんだんに用意されている資
料は、内容は本格的であるが高齢者に配慮して字が大きく読みやすい。だからといっ
て若い受講者たちにとって物足りないということはなく、経営意識を持たせるのに
十分値する高度な内容も盛り込んである。
受講生たちの顔は真剣そ

【写真】情感あふれる『家
の 光 』 朗 読 会。 会 場 全
員で詩を唱和する場面
も。

のものだ。先生が「幸せに
はなにが必要だと思います
か？」と質問すると、会場
のあちこちから「家族の愛
情」「お金！」とすぐに反応
が返ってくる。講義は 10 時
から 12 時まで 2 時間、1 度
の 休 憩 も な く 行 わ れ た が、
その間受講生たちは気を散
らすことなく集中して講義
を聞いていた。授業が終了
しても、居残って先生に質
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【写真】講義に聞き入る
受講生たち。まなざしは
真剣そのもの。

【写真】女性たちは元気
い っ ぱ い！ 女 性 大 学
は大切なコミュニケー
ションの場にもなって
いる。

問に行く熱心な受講生も何
人かいるほど。いかに真剣
に授業に取り組んでいるか
がわかる。
実際の受講生たちはこの
女性大学をどのように感じ
ているのだろうか。数人の
女 性 に 感 想 を 伺 っ て み た。
61 歳の女性は「女性大学は
とにかく楽しい。今までで
特によかったのがフラダン
ス。地区ごとにダンスの発
表をしたのが思い出深い」
とその時撮った写真を見せてくれた。全員色とりどりのレイを首にかけ、華やかな
スカートを身に着けてポーズをとっている。なかなか本格的だ。写真に並んだ女性
たちの笑顔が輝いている。
「私は皆勤賞を狙っているの。この女性大学を卒業したら、
履歴書に『大学卒業』と書きたい。だってここは立派な大学だから」と瞳をきらき
らさせて語ってくれた。別の 60 歳の女性は、「フラワーアレンジメントの講座を 12
月にやってくれた。ちょうどクリスマスとお正月の季節ですぐに役立った。いい時
期に適切な講座を開いてくれてうれしい」と笑顔で話す。
また、当研究所の今村奈良臣研究所長が行った「農業講演会」やＪＡ職員による「野
菜の栽培講習会」は、実際の農業経営にすぐに役立ち、経営意識を呼び起こすいいきっ
かけになった、と経営者としての感想を寄せてくれた受講生もいる。「肩書きを付け
た名刺を持とう」という今村所長の呼びかけを受けて、早速女性らしいすてきなデ
ザインの名刺を作ったそうだ。ちなみに、今年８月に開催予定のパソコン講座では、
１人に１台のパソコンをあてがって、各自工夫をこらしたオリジナルの名刺を作る
予定だという。１つの講座をそれだけで終わらせずに、次の講座に生かす工夫がな
されている。
地 方 に 居 な が ら に し て、
あらゆる分野の最高のレベ
ルのものに触れられる、そ
れが女性大学の一番の魅力
だと受講生たちは口々に言
う。農業経営から趣味にい
たるまで、バリエーション
に富んだカリキュラムが用
意されているから、受講生
たちは、それぞれの目的の
なかで楽しみながら成長で
きる。女性大学の評判は上々
だ。
今日の講座の出席者は 93 人。ライフプランニングという少し難しいテーマにもか
かわらず出席率が 70％を超えている。受講生に高齢者が多いことを考えると、これ
は相当高い数値ではないだろうか。

４．女性部役員に聞く、女性大学と女性部活動
ＪＡから女性大学の提案を受けたとき、女性部ではどのように感じたのだろうか。
「漠然としていて初めはピンとこなかった。自分たちの年齢で何ができるのか正直
18 《現地報告》躍動する女性たちを応援する ＪＡ秋田おばこ「女性大学」
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【写真】講師の西原先生
を囲んで。女性部役員の
皆さんとＪＡ秋田おば
こ生活福祉課の面々。女
性部とＪＡは二人三脚
のとてもいい関係を築
いている。

いって不安があった」と女性部佐々木フミ子部長は当時の気持ちを語る。「でも組合
長やＪＡ担当者の『女性たちを応援したい』という強い思いがひしひしと伝わって
きて、それならばやってみようと思うようになった」
募集が始まると予想を上回る人数が集まった。実際の講義は思っていた以上に充
実していて、女性部役員も一受講者として講義を楽しんでいるという。「大切なのは
この女性大学をいかに第２期、第３期とつなげていくかということ。女性部には現
在 3420 人の部員がいるが、部員が徐々に減少しているのが大きな問題。この女性大
学がそれを食い止めるきっかけになってくれれば」。どこのＪＡでも抱えている女性
部員減少の問題は、ここＪＡ秋田おばこでも例外ではない。「受講生の中には女性部
員以外の女性もいる。まずはその方たちに女性部加入を勧めている。現在若干名だ
が新規加入者が出てきており、いい兆候が見え始めている。次期以降の女性大学を
より充実させて、女性部員確保につなげていきたい」（佐々木部長）
部員減少の食い止めには若年層の取り込みが欠かせない。そのための具体策とし
て、「食育」がキーワードになると佐々木部長は話す。「若いお母さんを取り込むに
は、食育が突破口になると思う。ＪＡ秋田おばこは優れた農産物の宝庫。工夫次第
で最高の食育が実現するはず。子どもたち、若いお母さん、家族みんなを巻き込ん
での食育活動を通して、女性部の発展につなげていきたい」。ＪＡ秋田おばこでは、
すでに各地区での「ジャンボのり巻き作り体験」やＪＡ主催の「アグリキッズ探検隊」
など、具体的な食育活動を始めており、今後の展開が期待される。
さらに「既存のフレッシュ部員の意志統一も必要」と女性部フレッシュ部会の佐
藤啓子部会長は話す。「合併当時は 230 人いたフレッシュ部員も、今は 200 人を切る
くらいに減少してしまった。まずは今のメンバーの意識向上が大切。メンバーが一
堂に会して、教育文化活動や農業のことをみんなで一緒に勉強していこう、という
意志統一を図れる場を設けることはできないか。フレッシュ部会の今のメンバーを
盛り上げることから、新たな部員確保につなげていきたい」。佐藤部会長は生き生き
と目標を語ってくれた。
女性部のメンバーたちはすでに具体的なアイデアを持ち、活動し始めている。そ
のようななかで求められるＪＡの役割とは何か。「だからこそＪＡにはバックアップ
をお願いしたい」と佐々木部長は言う。「ＪＡ秋田おばこの女性部は直売部や加工部
など各部ごとに積極的に活動している。地域活動もとても活発。でも女性部だけで
は予算や規模が限られてできないこともある。女性部には手の届かない広範囲での
活動は、ＪＡにカバーしてもらいたい」。やる気にあふれる女性たちが、より活躍で
きるよう環境を整えていくことがＪＡに求められる役割のようだ。
そして「女性の理事登用も必要」と佐々木部長は続ける。「2008 年度、初の女性理
事が誕生した。でもたった１人では意見はなかなか通りづらい。最低でもあと１人、
ゆくゆくは２人３人と女性
理事を増やしてほしい。だ
からこそ女性大学を通して
人材を育てていくべきだ」
最後に女性部役員たちは
口をそろえて言った。「組合
長が女性活動を応援してく
れているのが大きい。そし
てＪＡの担当者たちが女性
の教育文化活動に本気で取
り組んでくれている。この
女性大学がそうだ。女性大
学の開校は、ＪＡと女性部
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とが思いを 1 つにする、いいきっかけになった」
ボトムアップ路線のなかで発揮されているＪＡ秋田おばこの組合長や担当者たち
のリーダーシップを、女性たちはつぶさに感じとっていた。

５．女性の力を経営に生かす！ ＪＡ秋田おばこが考える女性大学の方向性

【写真】女性部役員の皆
さんの名刺。地元大曲の
花コスモスや雪だるまを
あしらうなど、女性らし
いデザインだ。

女性の活躍をもっと経営に生かしていきたい。それがＪＡ秋田おばこがかかげる
目標だ。ＪＡ秋田おばこは、地元女性たちの意識の高さにいち早く目をつけ、その
潜在的な力を引き出し、活用することを考えた。その足がかりとなるのがこの女性
大学だ。
「女性たちの自主性をつぶさぬよう、自発的に活躍できる人材の育成を目指
す。そのために女性大学のより一層の充実を図りたい」
。ＪＡ秋田おばこ営農経済部
の高橋敏勝生活福祉課長は力強く語る。効果的なカリキュラムの作成のために、こ
の第１期は今後の大切な指標となる。「第１期は 1 人でも多くの女性たちに気軽に参
加してもらい、女性全体の意識の向上を目指した。これを旗印に第２期・第３期は
後継者育成に重点を置いたカリキュラム作りを考えていきたい」
第１期の修了時には簡単な卒業論文を受講者全員から提出してもらうが、このよ
うな受講生の声からも第２期・第３期につながるヒントを見つけていきたいという。
また、もっと勉強したいという受講生のために、２〜３回のオプション講座を設け
てさらに知識を深めてもらう、という企画もある。さらに、２年という長い期間に
は抵抗がある女性のために、女性大学ミニ講座として、気軽に参加できる短いスパ
ンの講座を設けるなど、勉強したい女性たちの気持ちをもれなくすくっていく工夫
も、今後考えていくとのことだ。
第１期の後期には「リクエスト講義」の時間が設けられている。これは受講生か
らアンケートを募り「もう１度聞きたい授業」をリクエストしてもらうというものだ。
どんな希望が女性たちからあがってくるのか、今から楽しみである。
「いずれは、女性大学の受講生の中から、将来のＪＡの経営を担う女性リーダーが
生まれてくるだろう。それを発掘するのも自分たちの仕事」
。高橋生活福祉課長は希
望に胸を躍らせる。この女性大学は、ＪＡ秋田おばこにとって、女性たちを育てる
場であるとともに、次代を担う後継者になり得る金の卵を発掘する場、いわば宝の
山でもあるわけだ。
「人材を一気に育てるのは無理。時間をかけてじっくり育てていきたい。それは野
菜を育てるのと同じ。農業と同じだ」。高橋課長はそう締めくくった。

６．おわりに
「イノベーション」とはなにか。それは「芽吹き」ではないかと筆者は考える。こ
のＪＡ秋田おばこの女性大学は、まさに女性たちの芽吹きの場となった。女性大学
という大地に顔を出した１つ１つの小さな芽に、肥料を与え、足りないところには
添え木をして、いつかは大輪の花を咲かせる。それぞれの芽にはどんな肥料が合う
のか、またどのような添え木が必要なのか。女性たちの成長を見ながら探していく
のがＪＡに期待される役割ではないか。ＪＡ秋田おばこは、女性部との協力体制の
なかで、その役割を今後も果たしていくであろう。
今、女性の力抜きにして経営も地域活性化も語れない。それが時代の流れであり、
紛れもない事実である。その流れに逆らうよりも、女性たちの能力を伸ばし、経営
に生かそうとするＪＡ秋田おばこの目線は、男社会の概念を打ち破ることができず
に停滞する、他のＪＡのよき指標となるだろう。
雪のふりしきる真っ白な秋田の大地に、女性たちの情熱が真っ赤に燃えているよ
うだった。
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内食回帰の流れを掴む
〜「米」
「野菜」
「肉」
「果物」調査から 〜

Ｗｅｂ調査

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主席研究員

濵田 亮治（はまだ りょうじ）

「内 食 回帰」。昨今の食生活・食意識の動向を表すとこの一言に尽きる。食の安全
への関心の高まり、景気後退による節約志向、すべてがこのキーワードにつながっ
「野菜」
「肉」
ている。内食回帰の流れをどう掴むか、ＪＡ総合研究所が実施した「米」
「果物」の４回の消費行動に関する調査のデータから分析した。

１．強まる家計引き締め
注１）2008 年のスーパー
マーケットの食料品部
門の販売金額は前年対
比 1.3％増（日本チェー
ンストア協会調べ）。同、
ファミリーレストラン
の 売 上 高 は 同 1.6 ％ 減、
ディナーレストランの
売上高は同 1.1% 減（日
本フードサービス協会
調べ）
。同、全国２人以
上世帯の米の購入数量
は同 3.6% 増（総務省「家
計 調 査 」）。 こ れ ら の 統
計 や 売 れ 筋 商 品、 各 意
識調査の結果から、「内
食」が増加していると
の見方が強い。
注２）「果物の消費行動
に関する調査」
（2008 年
12 月実施）。食料品の買
い物や外食等の予算と
は、「大体いくらまでと
決めている」金額を聞
い た も の で、 支 出 金 額
ではないことに留意す
る必要がある。

「内食」の増加注１）に対して、家計の引き締め感が強い。食料品の購入に当ててい
る予算の変化を聞いた結果、４人に１人が食料品の予算をここ１年間で減らしてい
ることが分かった注２）。
食料品全体の総予算（外食、外出先での中 食 予算を除く）を１年前に比べて「減
らした」は 24.0% で、増やした人（13.5％）の倍近い（図１）。購入量が増加に転じ
た米等の主食をはじめ、健康志向で人気の高い野菜等の食品群ごとに見ても、
「減ら
した」が「増やした」を上回っている。年代別には、20 代以下・30 代では「増やし
た」が２割を超えているものの、40 代以上の各年代では「減らした」が「増やした」
を 10 ポイント以上上回っている（図２）。
【図1】食料品全体の総予算の1年前との変化
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資料：「果物の消費行動に関する調査」。
注：対象は、食料品の買い物に際して「大体いくらまでと決めている」人

家計全体の引き締めのなかで「内食」は増やしたい。でも、食料品への支出は増
やしたくない。調査結果は、そんな思いの消費者が多いことを表している。
実際の支出が予算を「いつもオーバーしてしまう」
（11.7％）、
「オーバー気味である」
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（42.1％）と、過半の人が予算のやり繰りに苦労している現状では、家計の引き締め
は一層強まることが予想される。
「内食回帰」の流れを掴むには、まず、その点を念頭に置く必要がある。
【図2】食料品全体の総予算の1年前との変化【年代別】
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資料：【図１】に同じ

２．調理の「簡便性」の提案
調理の「簡便性」を消費者にどのような形で提案するか。調査では、「内食回帰」
の流れを掴む上での課題の１つとして明らかになった。
「調理する時間が無い／野菜は調理が面倒」。野菜不足を感じている人の半数近い
注３）
「野菜の消費行動
に関する調査」
（2008 年
４月実施）。

47.9％が、これを野菜不足になっている理由に挙げている注３）。健康志向から「食べ
なければならない意識」が高い野菜でも、調理することの

面倒さ

から、実際の

消費行動にはつながっていない。一方、ダイエット効果がうたわれたことから昨年
ブームとなったバナナ、好調さは年が明けても続いている。健康志向に加えて、簡
単に食べられる点がブームを支えている。
「内食」傾向が高まってはいるが、調理の主な方法は「焼く」「炒める」であり、
決して手間をかけていないのが実情だ。多くの消費者は、健康に良い食材を、手間
をかけずに簡単な調理法で、食材本来の栄養素を取り込みたいと考え行動している。
その意味で、「増やしたい」意向（図３）を消費につなげるには、「簡便性」の提案
は大きなポイントとなる。
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【図3】今後の増減の意向
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資料：米〜野菜は「肉の消費行動に関する調査」（2008年8月）
果物は「果物の消費行動に関する調査」（2008年12月）

３．節約志向への対応
「節約志向」のなかで、野菜や果物の「保存の仕方」を知りたい、肉を「量り売り
にして、好きな量を買いたい」など、食材の無駄をなくしたい気持ちは強い。ＮＨＫは、
今春から、長寿番組『きょうの料理』で使う材料の目安を４人分から２人分に変更
する。生鮮食品に関しても、売り場での販売単位がライフスタイルに合致しているか、
あらためて点検する必要がありそうだ。
また、「節約志向」は単に「安さ志向」ではない点にも注意が必要だ。
野菜を購入する際に、重視している点の１番は「鮮度が良いこと」（83.4％）、つい
注４）
「野菜の消費行動
に関する調査」（2008 年
４月実施）。（ ）内の数
値は生鮮野菜の購入時
に重視する点に挙げた
割合（５ＭＡ ※ＭＡ＝
マルチアンサー）。
注５）
「肉の消費行動に
関する調査」（2008 年８
月実施）。（ ）内の数値
は精肉の購入時に重視
する点に挙げた割合（Ｍ
Ａ）。

で「国産品であること」（67.5％）。「販売単価が安いこと」
（57.8%）は３番目だ注４）。
肉においても、「品質に関わらず単価が安い」「見切り値引きがされている」を重視
する人は８％前後、「品質が良い割には手頃な価格」（37％前後）や「単価が一定の
範囲内にある」（33％前後）など、品質や安心感の方が重視されている注５）。
消費者は品質と価格を見極め、価値ある食材を探している。消費者の納得感・信
頼感を高めるには、生産者の思いやトレーサビリティーを含めた生産の過程を 物語
として伝えていくことが重要であろう。
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食料需要と流通・加工・販売の変化に関する調査研究
〜ＪＡの新たな加工・流通戦略〜
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 客員研究員

和泉 真理（いずみ まり）

ＪＡは組合員である農業者に対して、国産農産物の販売拡大に強力に取り組むことにより、農業者の所
得の増大を図ることを求められている。そのために、従来の市場流通だけでなく、消費者・スーパー・外
食産業・加工業者等への直接販売を拡大し、多様な販売システムを構築していく必要があるのだが、一部
のＪＡの取り組みを除けば、多くのＪＡでは、従来の市場向け販売以外の多様な販路開拓に向けた戦略を
描けていない。他方、
「農商工連携」の動きに見られるように、関連産業による農業への参入や農業部門と
の連携の動きは、このところ急速に進んでいる。
ＪＡが販売戦略を描くには、販売先である消費者の食料消費・購入行動やそれに対応したフードシステ
ムの川下側のニーズを把握しなくてはならない。
そこで、本研究報告では、各ＪＡが独自の販売戦略を考えるにあたり、販売のターゲットとなる消費者や
そのための販売形態、販路を選定していく一助となることを目的に、食料の消費・加工・流通に関する最近
の動きをデータや事例でとらえ全体像を俯瞰した。

１．食料需給構造の変化の背景
まず、販売戦略を練る上での土台となる日本の食料市場の動向を概観した。
日本の食料市場は縮小しつつあり、今後の人口減少、当面、経済情勢の悪化が見通されるなかで、こ
の傾向が逆転することはないだろう。加えて、食の生産から消費までの流れであるフードシステムのなかで、
農業の取り分は減ってきている。
食料市場自体の縮小と、
その中での取り分の減少のなかで、
農業部門にとっ
て販売の拡大を図ろうとすれば、農業が加工・流通といった川下に進出するか、あるいは国内の食料市場
以外に売り先を見いだすか（非食用や輸出）を考えなくてはならない。
このように、マクロ的には限られた（しかも縮小しつつある）国内市場でその取り分を増やすべく販売戦
略が練られるわけだが、今後の国内食料市場を特徴付けるであろういくつかの要素がある。
○人口および経済活動の３大都市圏、特に首都圏への集中。また、地方に加え、都市での高齢化の進展。
○世帯サイズが縮小し、2030 年には全世帯の６割近くが単身または夫婦のみの世帯となることが予測さ
れる。世帯別の食パターンの違いや、食に関する知識や技術の伝達方法も変わってきている。
○所得格差の増大の影響も考えられる。
食料消費の今後の方向として、上記の変化も踏まえ、いくつかのトレンドが見られる。
なかしょく
○食の外部化の進展、なかんずく中食の増加。極めて多岐にわたる中食市場の商品と供給ルートは、
食材供給の多様な可能性にもつながる。
○昨今の食をめぐるさまざまな事故・事件の発生のなかで、消費者の食の安全への関心は著しく高まり、国産
農産物への追い風となっている。しかし、国産であれば良いというものではなく、残留農薬などの品質チェッ
ク、生産履歴の記録、GAP（適正農業規範）対応などが需要者との取引の条件になってきている。
○ＩＴの発達は、食に関する情報の伝達と流通を激変させている。流通の姿が変化し、宅配やネット販売
など新たな販路ができ、個別の生産者や事業者が個別の消費者と直接取引することも可能になった。

２．食品産業（加工・流通・販売）の変化
食のマーケットに対応する食品産業の変化を、特に食の流れの川下から川上への連携・統合という上下
の動きと、輸入や海外進出という横の動きとに整理した。
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食料供給のシステム全体を連携あるいは統合して取り組む上下の動きが増えている。背景には、加工・業
務用市場が複雑になるなかで材料から販売まで一貫した商品開発が必要であることと、食の安全の確保の
ためには畑から店の棚まで「身元が確かな」ことをトレースできるシステムを必要としていることがある。大
手量販店はＰＢ（プライベートブランド）商品の開発により食材から販売まで統合し、卸売業を傘下に持つ
商社は小売業との連携を強めている。食品製造業による農業への直接参入や契約栽培、食品小売業や外
食産業による農業参入の動きも早い。
特に食品産業の農業への参入については、大企業による農業参入とそのなかで見られる生鮮食品のブラ
ンド化、農商工連携事業も含めた地方の中小食品メーカーの連携の動きを具体的な事例の中で取り上げた。
一方、食品産業による横への広がりとして、輸入食材と食品企業の海外進出を取り上げた。国産志向が
高まっているとはいっても、輸入食材なしには食品産業は成り立たないのも事実であり、国産と輸入食材
双方を使い分ける方途を探っている。また、日本の食品企業は、自国内に大きな市場を持つこともあり、
海外の食品企業に比べグローバル化が進んでいなかったといえるが、今後の国内市場の縮小と特にアジア
を中心とする新興国での食料市場拡大の予想のなかで、開発輸入よりも海外市場開拓を目的とする海外進
出を増やしている。

３．農業・ＪＡ側の販売戦略をどう進めるか
これまで示してきた食料需給における需要や川下側の変化に対し、川上において食材を提供する農業部
門やＪＡはどのような取り組みをしていけばよいのかを考察するため、先進的な事例の調査を行った。
○ＪＡによる販売への取り組みの先進事例：
ＪＡ富里市（千葉県）、ＪＡ甘楽富岡（群馬県）、ＪＡふくおか八女（福岡県）
○農業法人による加工・販売事業への進出事例：
新潟県の法人、有限会社神林カントリー（忠聡氏）、新潟県の法人、新潟ゆうき株式会社（佐藤正志氏）
○農業、加工、販売による一体的な商品開発と販売の取り組みの事例：
ＪＡ庄内みどり（山形県）
・平田牧場・生活クラブ生協による飼料米を活用した豚肉の商品開発と販売の取り組み
○食育も含めた学校給食への食材供給への取り組み事例：
東京都国分寺市における生産者およびＪＡが関与した取り組み
上記の事例の結果から、ＪＡが多様な販売戦略をとるためのいくつかの考察すべき事項が浮き彫りになっ
てきている。
○どうやって需要動向を知る手段・仕組みを作るか
○特定の供給先を念頭に置いた商品（品種）開発、将来の需要を見据えた新商品（品種）の導入とそ
れに伴う営農指導体制のあり方
○市場を通さない販売を行う場合にどのように需給調整をするのか
○全体を企業との連携で行うのか、あるいは自ら６次産業化するのか
○マーケティング戦略実施のための人材育成
○ＪＡが苦手なことが多い広告宣伝をいかに上手に行うか
これらの事項は、ＪＡの中で別々に取り組むのではなく、それぞれ連携させることが必要であり、それが
できる組織体制が求められる。
食の安全志向による国産志向という国内農業にとっては追い風が吹いているが、そのなかで食品産業側
は、食料供給の川上から川下までの連携強化や統合を進め、そのなかで企業との取引に耐えられる力のあ
る農業経営の囲い込みを進めている。ＪＡは地域全体の資源（農地、人、技術など）の活用ができること
をメリットとする販売戦略を考えるべきである。今後ＪＡに期待される役割として、地域資源をいかに活用
するかの将来像を描きつつ、販売戦略を練る必要があるが、組合員と販路双方が多様化するなか、自ら
あっせん
販売を手がけるよりも、販売直販先の斡旋、融資、新規作物の試験研究、取引のリスク負担といった背後
で支える役割が強まるのではないか。
また、その先を見れば、ＪＡも含め食料産業が今後力を入れるべき新しい分野として、生物多様性保護
を含む環境保全、地球温暖化対策、企業の社会的責任（CSR）、農作業や食育を通じた健康増進をどう
経営に取り込むかが課題となろう。
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食料研究チーム〈統括研究プロジェクト課題〉研究成果サマリー②

バイオ燃料需要と食糧需給を見通す冷静な視点（鈴木報告から）
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 副主任研究員

池田 聡（いけだ さとし）

食料研究チームでは統括研究プロジェクト課題の１つとして国際的穀物需給の構造的変化がわが国に与
える影響に関する研究を担当している。
その一環として、当研究所の基礎研究部研究会で東京大学大学院の鈴木宣弘教授にご報告をいただい
た。ここではその一部を要旨として紹介する。詳細は、研究会報告後に出版された『現代の食料・農業問
題〜誤解から打開へ〜』
（鈴木宣弘著、創森社、2008 年 12 月）にある。ぜひお読みいただきたい。
近年、穀物価格の高騰が大きな問題となったが、その一方で今後の世界的なバイオ燃料の需要動向や
世界的な食料危機の動きなどを注視した判断が必要である。経済的な採算性、食料需給・価格への影響、
環境への影響等に関係するさまざまな自然科学的、社会科学的要因の相互依存のメカニズムを把握し、市
場で取引されない価値を含めた総合的な費用便益の視点から方向性を考えることが重要である。

１．穀物価格高騰をどうとらえるのか ━━バイオ燃料需要は主因か？
米国、中国、EU の穀物在庫状況がいずれも過剰であったため、低迷した穀物価格を上昇させるために
米国はバイオ燃料需要を喚起した。国際的な農産物価格が高騰したことで目的が達成されたことになるの
だが、今回の穀物価格の異常な高騰は、バイオ燃料需要の拡大による効果を超えた水準であった。
かい り
2007 年は在庫水準のわりには価格の上昇が激しく、経験則から大きな乖離がある。その要因として、金
融市場の不安からの投機マネーの流入、ドル安による名目価格の上昇、農産物輸出国の輸出規制（自国
民への食料供給確保）などが挙げられる。
そこで、今回の穀物価格高騰にバイオ燃料需要がどれだけ寄与したのかを検証するために、国際トウモ
ロコシ需給モデルを活用したシミュレーション分析を鈴木教授は行っている。それによると、需給要因で説
明可能な 2008 年６月時点のトウモロコシ価格は約３ドル／ブッシェルとなっており、実測値の６ドルよりも３
ドル低くなっている。

２．バイオ燃料の採算性
米国とブラジルのバイオエタノールを事例として原油価格との比較での採算性について分析を行っている。
ブラジルのサトウキビ価格と原油価格を比較した採算性を見ると、2000 〜 2005 年においてはサトウキビか
らのエタノールの方がガソリンよりも安く製造できることを指摘している。それに対して、補助金がないケー
スでの米国のトウモロコシ価格と原油価格を比較した採算性を見ると、2000 〜 2008 年においてはトウモ
ロコシからのエタノールの方がガソリンよりも高い製造コストとなっている。補助金があるケースでは、2005
年と 2006 年では採算がとれ、2007 年と 2008 年ではほぼ同額となっており、補助金による効果が出ている。
これは、米国のトウモロコシからのエタノールは補助金なしでは採算性がとれないことを示している。
このような補助金を出してまで米国が今後ともエタノール生産を続けられるのか。ブラジルのサトウキビと
比較して、米国のトウモロコシははるかに CO2 削減効果が小さいことが一般的な研究報告として知られてい
る。さらに、トウモロコシを主食とする国々の栄養不足を招き、家畜飼料の高騰による酪農・畜産農家の
困窮を招いたことから、費用対効果の観点で米国のトウモロコシは非常に厳しい評価を受けている。

３．価格は「戻らない」か？
今回の穀物価格高騰が構造的なものであり、価格が戻らないという見解への反証を行っている。価格が
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戻らない根拠として需要面でのバイオ燃料需要の拡大、中国やインド等の人口爆発、供給面での単収の技
術的限界を指摘し、それらについて検討をしている。
供給面については、バイオ燃料向けの需要が増えたとしても、価格水準によっては、供給が増えるとは
限らないと指摘している。ブラジルの耕地拡大の可能性に論及しつつ、単収はまだ上がるとしている。そ
れは、穀物価格の長期低迷が単収の伸びを鈍化させているのであり、価格が上昇すれば単収が上がるこ
とを米国、EU、アルゼンチン、中国でのデータを利用して定量的に分析している。また、第２世代バイオ
燃料の実用化により、食料や飼料との競合問題は解消されるとしている。米国のエタノール生産は、第２
世代の実用化を前提にした目標となっており、トウモロコシ需要を牽引するものではないと指摘している。
また、バイオ燃料への取り組みは 1970 年代のオイルショックの時にもあり、今回も原油価格が史上最高
値で急伸しているなかでの一時的なブームの可能性が高い。原油価格とエタノール向けトウモロコシ需要と
の関係を見ると、原油価格が上昇するとエタノール向けトウモロコシ需要も上昇するという関係性があるとし
ている。そのため、原油価格が下がることでエタノール需要、特にコストの高いトウモロコシ需要は、減少
する可能性がある。ガソリンへのエタノール混合等によるバイオ燃料利用を義務化する施策の強化、また
バイオ燃料への補助金の変動などから、今後の世界のバイオ燃料政策と食料需給の動向は慎重に見極め
る必要がある。
ひっぱく
中国などで食肉需要（食の洋風化）が増えることで食糧需給が逼 迫するという点については、否定して
いる。確かに中国の食生活はデンプン質中心の「途上国型」からタンパク質中心の「先進国型」に推移し
ているものの、その摂取源としては肉・乳製品（西欧型）でなく魚介類のウエートが相対的に高い（東アジ
ア先進国型）ことを指摘している。また、中国都市部における食品需要の所得弾力値を推計したところ、
肉類の需要の所得弾力値は低下しており、魚の方は上昇している。中国において今後、肉類よりも魚の消
費が伸びるならば、将来の穀物需要の増加はかなり割り引いて予測することができるとしている。また、イ
ンドについては宗教的な制約があり経済発展にもかかわらず牛肉や豚肉の消費はそれほど伸びないと指摘
している。

４．バイオ燃料戦略についての国家的な意思統一が不十分
日本の食料戦略については、不測の事態に備えて平時から常に準備しておく必要があるという視点を持
つべきである。国内的には、米が過剰な時にはバイオ燃料として利用することで、水田機能を常に維持し
ておき、食料不足時には食用に回せるようにするといったことが必要である。
また、日本のバイオ燃料生産については、沖縄県のサトウキビや静岡県の食品廃棄物の利用を紹介して
いる。だがその実用化には、技術的な問題とともに財政面での明確な支援が必要である。税の減免などバ
イオ燃料についての国家戦略を必要とする支援措置という点においては、未だ国家的な意思統一が不十分
である。
主要農産物の国際価格の動向
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他産業からの農業への参入および労働力確保に関する調査研究
−支援制度に頼らない新規参入に関する考察−
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

横田 茂永（よこた しげなが）

日本農業は、農家数、農業従事者数の減少以上に、高齢化という形で農業労働力の弱体化が進んでいる。
そのため、新規就農者の確保が日本農業の大きな課題である。
現在、新規就農者といった場合、自営農業就業者、雇用就農者、新規参入者の 3 者を合わせたものとなる。
特に昨今では、全般的な雇用状態の悪化を背景として、雇用就農者や新規参入者による雇用の拡大に期
待がかけられ、国の再チャレンジ対策事業をはじめとした支援制度も整備されてきている。現在も、自営
農業就業者が新規就農者の多くを占めていることに変わりないが、他の 2 者も含めて今後の新規就農問題
を考えていく必要が出てきているのである。
しかしながら、新規参入者の就農は、このような支援制度に支えられたものばかりではない。支援制度
の整備が遅れていたこともあるが、支援制度に頼らずに新規参入するケースも少なからず存在しているので
ある。新規就農の全体像を把握するためには、このような行政支援からは見落とされがちな実態について
も把握しておくことが必要である。そこで、本調査・研究では、支援制度に頼らない新規参入者の就農・
経営実態について明らかにすることを目的として、3 カ所で実態調査を実施した。
第１の調査は、宮城県の中でも人口の減少が 1、2 を争いながら、近年 I ターン者の増加がマスコミなど
で注目されている丸森町の新規参入についてのものであり、丸森町農業創造センターの担当者、新規参入
者 1 人および農業後継者 1 人から聞き取り調査を行った。
第 2、第 3 の調査は、政策的支援の整備が遅れている有機農業についてのものであり、神奈川県と千
葉県で営農する新規参入者、同県内で営農する新規参入者の研修先および現在の研修生を調査対象として
いる。
これら支援制度に頼らない新規参入者の農業経営は、相対的に小規模であり、準備している資金も少な
い。このような中小規模での参入、経営についての実態把握から、次の 3 点の主張をとりまとめた。

1．中小規模経営による農業や地域への「新規性」の導入
やみくもな変化は、コストもリスクも増やすことになり、望ましいものではない。そのため、行政等の支援
制度を利用して、既存の農業スタイルの維持が図られるのは必然となる。しかし、農業経営を取り巻く環
境は、常に変化しており、そればかりでもまた農業の存続はおぼつかない。
望ましい変化をもたらすための「新規性」の導入が必要となるわけであるが、それには外部からの情報
が必要となってくる。かつては、それが地域外からの婚姻関係による人材の導入（婿取り、嫁取り）や、後
継者の大学などへの就学、他産業就業などによる他出を通じてもたらされていた。しかし、現在の経営環
境の大きな変化は、より大きな外部情報を必要としており、その役割が新規参入者に期待されているので
ある。
そして、コストやリスクを考慮した場合、大規模な経営よりも中小規模の経営の方が、比較的柔軟に「新
規性」を導入することができると考えられる。

2．低資金での参入によるリスク回避と経営体の存続性
準備資金が少額な新規参入に対しては、営農の継続性がないとか、逃げ出しやすいとか、行政や地域
からあまり良いイメージがもたれていないように思われる。しかし、必ずしも資金の額が、経営能力や農業
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への思いの大きさに比例しているわけではない。
むしろ、資金が少ない分、初期の設備投資を抑制し、極力無駄を省くことで、その後の経営の継続性
を担保しているように思えるケースがある。新規参入の初期は、技術も未熟な上、経営環境の変化に気を
配る余裕もない。このような時期に、あわてて投資するのであれば、いたずらにリスクを高めるだけになる。
固定資本を抑制し、損益分岐点を低くすることで、経営環境の変化にも耐え得る状態をつくり出していると
いえる。
このような中小規模経営の参入は、
「新規性」の導入というだけでなく、経営環境の変化に柔軟に対応
するという意味で、一般的な農業参入にも敷衍できると考えられる。参入初期の過剰な資金投入は、作物
で言えば、過剰施肥による徒 長 をもたらすことになるだろう。初期の投資は極力抑えて、必要であれば、
経営の成長に合わせて資金投入をしていけばよいのである。初期の過剰投資は、機械や資材の販売業者
には有り難いことだろうが望ましいことではない。経営が堅実に成長すれば、いずれ投資の時期はやって
くる。経営体を育成することで、長期的に投資をしていく方向を行政や企業も含めて考えていくべきである。
参入初期には、資金の投入よりも、農地の斡旋や地域住民との交流の橋渡しなどソフト面での支援を充実
していくことが望まれる。
大量に新規参入者の数を増やせないかと考えてしまいがちであるが、新規参入者の数だけを増やそうと
しても、長期的に離脱していってしまうのであれば意味がない。結局は、定着できるような経営を育てる地
道な取り組みが必要なのである。

3．人（経営主）づくり、選抜の仕組みとしての農家研修
新規参入に何が必要かというと、行政は資金、農地、技術、住宅などを挙げるが、長年研修生を送り出
している埼玉県小川町の有機農業者である田下三枝子氏は、
「やる気、体力、感性」だと言う。昨今、ニー
トに農業をさせればよいという論調もあるが、農業には（他の産業でもそうであるが）外部からのどんな支
援よりも人間自体の能力が必要とされる。ニートの中にも、このような能力を持つ者がいるかもしれないが、
安易な当てはめ論は慎むべきであろう。
支援制度に頼らない新規参入においては、民間での農家研修のシステムが有効に機能している。場合に
よっては、資金や農地の斡旋にもこれらの農家が助力しているが、中心となる研修で、技術だけではなく、
経営全般、農家の暮らし、地域とのつきあいなどを学んでいくことになる。そのなかで、本人が新規参入
できる能力を高めていくのである。そして、自身の能力や考えをあらためて見直し、最終的には参入するか
否かを選択することになる。このとき場合によっては参入を断念するという決断を下すことも出てくるだろう。
農家研修は、人づくりのシステムであるとともに、選抜の仕組みとしても機能しているのである。
また、このような農家研修では、研修を受けた新規参入者の経営が安定してくると、今度は自身が研修
生を受け入れて、新たな新規参入者を生み出している。長野県新規就農里親制度のように、これに補助を
与える取り組みも出てきているが、新規参入者の就農先の流動性や有機農業のように研修先が限定される
ケースを考慮するのであれば、国が全国レベルで研修先に補助する施策も検討すべきだろう。
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米価下落が法人経営等に与える影響と将来展望に関する調査研究
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

柳 京熙

( ユウ・キョンヒ）

1．問題の所在
財団法人日本国際フォーラムがまとめた「グローバル化の中での日本農業の総合戦略」
（2009 年１月）の基本的考
え方は、
「守りの農業」から「攻めの農業」への転換であり、国際競争に勝てる規模拡大と農業投資を促進する「食
料基地」の設置が主要骨子である。
「食料基地」構想の主な内容を見ると、全農地の３分の１に該当する 150 万 ha に 100ha 規模の経営体 1 万戸程度
を育成するということである。
これまで政府が行ってきた構造改善事業の狙いが、究極的に規模拡大を促すことであったと考えれば、その延長
線上にこの構想は位置付けられている。
しかしこれら「食料基地」政策の是非を論じるまでもなく、そのような政策に真剣に取り組むのであれば、その政
策的手段や受け皿には果たしてどのようなものが想定されているだろうか。
政策的手段として考えられるのは、まずある程度規模拡大が進んでいる個人や法人などの経営体に一層農地を集中
させ、さらなる規模拡大と効率化を促すことである。しかしそれが結果的に国際的競争に勝てる低コスト農業を目指
すことにつながるかどうかは疑問であるが、それについてはここで深入りしない。ただし文脈を素直に読めば、規模
拡大のような一層の外延的な拡大と、コスト削減といった内部経営の改善が同時に進められるとの前提に立っている
ことが容易に推測できる。しかし現実的には大きな壁が立ちはだかっている。
まず日本における上層農
（15ha）、大規模経営の現状がどうなっているかについて見ることにしたい
（小田切徳美編
『日
本の農業』農林統計協会、2008 年、117 〜 120 ページを参照）。
規模拡大が進んでいる北海道において、50ha 以上の経営体が占める経営面積の割合は 31.6％となっており、他都
府県より高いが、水田面積で見ると、わずか 5.6％にすぎない。すなわち、水田以外の経営体が圧倒的に多いことを
意味する。さらにこの階層の経営面積のうち、借地が占める割合はおよそ３割である。規模拡大がいかに借地に頼っ
ているかが分かる。これに比べ水田経営が多い、東北や北陸の 15ha 以上の階層を見ると、この階層がその地域の
経営面積に占める割合は、それぞれ 5.2%、3.7％にすぎず、水田面積だけを見れば、両方とも 3.9％にすぎない。
両方とも 5ha 未満の階層が経営面積に占める割合はおよそ８割の水準である。他都府県はこれより高く、ほとんど
8 〜 9 割を超えている。
最近、増加している法人などの事業体と、上層農を合計したとしても、経営面積に占める割合は、北陸の 13％を
除けば、ほとんどが 1 割を下回る。もちろん水田面積だけを見ると、さらに低くなる。2005 年農林業センサスを見る
限り、林業経営体を除く農業経営体の数は 200 万経営体を超える。そのほとんどが家族経営であることを考慮すれば、
100ha 規模の経営体 1 万戸程度を育成するという日本国際フォーラムの報告書の試算がいかに現実離れした話かがよ
く分かる。
それでは次に経営内部の問題から考察を行いたい。経営問題については本文で取り上げる農業法人が位置してい
る北海道空知管内の、ある米産地を対象にしたアンケート調査を参考にしたい。1999 年 12 月に役場農政課が全農
家を対象にしたアンケート調査（664 戸に配布し、551 戸から回答あり。回収率 83%）であるが、経営上の第１の問
題として、負債と収入不安定が上位を占めている。若干古いデータなので、参考程度に留めたいが、今日の経済環境
が当時に比べさらに悪化していることを考えればさほど違和感はないだろう。
ほ じょう
次に、土地利用上の問題について聞いた項目を見ると、一番の問題として、作付け転換不適地が 8.7％、圃 場 分
散と地力低下が続いて同じく 8.5％の順となっている。
これらの問題は、投資が先行しなければ改善の見込みがなく、結局、新たな予算措置がなされない限り、根本的
な改善は期待できない。
また圃場の分散状況について尋ねた項目では、農家の５割以上が３カ所以上の農地が分散していると答えている。
５つ以上農地が分散している農家だけでも 15％である。北海道のある水田地帯の例ではあるが、規模拡大を進め
てきた北海道でさえ、結果として圃場分散を招いていることが分かる。これら経営上の状況を踏まえ、今後の経営の

30 《研究成果サマリー④》米価下落が法人経営等に与える影響と将来展望に関する調査研究

JA 総研レポート／ 2009 ／春／第９号

展望を聞いた項目では現状維持と答えた農家が６割を超えている。
これらの諸矛盾を見ないで、
「食料基地」という発想がなされた背景について、理解に苦しむ。
本当に「食料基地」の実現を目指すのであれば、対象となり得る地域の選定はもちろんのこと、土地を集積
するために、どのようなコストがかかるかについて検討しなければならない。従って本稿ではすでに「食料基地」
が想定される程度の規模を有している土地利用型法人を対象に、法人に至るまでの過程と米価下落に伴う法人
形態の経営問題について考察を行い、「食料基地」の実現可能性について検証してみたい。

２．法人の経営分析
日本国際フォーラムの提言に対し、批判を加えたが、やはり既存の農家だけに頼っては今後の日本の食料確保はな
かなか厳しい。高齢化や後継者不足に伴う耕作放棄地の問題は個別の対応では対処できないレベルにまで達してい
る。農林水産省がホームページなどで公表している言葉をそのまま借りれば、これまで「全ての農業者を対象に、品
目別に講じられていた経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、その経営の安定を図る
品目横断的経営安定対策を導入」しているのもまさに土地利用型農業が危機に瀕しているという現状認識から出発し
ている。
それでは法人化の狙いは何だろうか。筆者なりに整理すると、個別の家族経営体より経営的に一層の効率化を図れ
るというメリットと、後継者の受け入れがスムーズに行われる点などが指摘できる。以下は、１つの法人を事例として
取り上げながら、その現状について考察してみたい。
有限会社Ｔは、2001 年２月に８戸の農家で法人を設立したが、これは米価の低下による農家の採算悪化を地域
における農地の効率的な生産を目指すことで回避しようとする、いわゆる１集落１農場タイプの法人である。資本金は
300 万円、役員は代表取締役社長１人、同副社長１人、同専務１人、同常務１人、取締役１人、監査役１人となって
おり、従業員は男性５人（構成社員）、女性５人（従業員）という構成となっている。
作付け状況を見ると、2007 年実績で 98ha（水稲 50ha、転作＋畑 48ha）であり、所有者との賃貸借契約（一部使
用貸借契約、1 万 2000 〜 1 万 6000 円に設定）を結んでいる。
有限会社Ｔは立ち上げ当時から土地集積が１つの大きな課題であったが、2006 年に半径２km 程度に 90ha（1 区
画平均２ha、６ha の圃場もある）が集積し、同時に圃場整備が終了しているために、2007 年になってようやく計画
生産がスタートした。しかし収益の面から見れば、まだ休耕している圃場や土壌が安定していないために、非常に不
安定である。さらに 2007 年は天候不良などによって収入が大幅に減少するなど、経営的にはまだ厳しい状況である。
米以外の水田（転作）の活用は、タマネギ 10ha、大豆 11ha、春小麦（7.4ha）、秋小麦（10ha）となっており、収
入確保のために、イチゴ 70a、長ネギ 112a、アスパラガス 25a、スイートコーン 51a の栽培を試みているが、まだ経
験が浅く、大きな収益は見込めない状況である。
他の収入源としては、作業受託部分があり、一時期 1500 万円の収入があったが、労働負荷が大きく、できれば
1000 万円程度に抑え、近隣農家に対する臨時的支援に留めたい意向である。これらの収入を合計すると、2008 年
度の売り上げは 9000 万円を若干超える程度である。
その内訳を売り上げが大きい順に見ると、米が 4000 万円程度であり、続いてタマネギが 1800 万円となっている。
この２つで収入の 64％を占めている。2008 年度の決算を見ると赤字になっているが、補助金の合計 2350 万円を入
れて辛うじて経営が維持できる状況である。

３．法人の経験から受け止めるべき示唆点
法人として経営を成り立たせるためには、土地の集積は前提条件である。有限会社Ｔは半径２km にすべての土地
を集積し、基盤整備を終えるまで、５年の年月を要した（農地集積準備金 2800 万円、短期借入金 2300 万円）
。
さらに安定的な生産を行うためには、今後２〜３年を必要としている。これだけを見ても、
「食料基地」を選定し、
集中的に支援を行ったとしても国際競争に勝つことは困難である。むしろでき上がった法人の経営安定には、前述の
ように、補助金の支給が前提条件である。さらに、有限会社Ｔは１集落１農場タイプであったから 100ha の集積が可
能であったと考える。これから土地集積をさらに進めて中核の経営体を育てようとしても、土地条件が良い所は限られ
ており、100ha、１万経営体の育成はなかなか困難であると思われる。
現実的に、後継者問題を含めて中核農家に土地を集積せざるを得ない状況は常に起きており、それはそれで今後
進めるべきであるが、その中核農家さえ想定できない地域が増えている。こうしたなかで、ＪＡなどが直接生産に参
画している状況さえ見られる。
このような現実を度外視し、さらにこれまでの農業政策の失敗から何も学ばず、時間の先延ばしや、ゴールなき規
模拡大といった古びた政策提言の焼き直しを繰り返す限り、真の意味での農業と地域の発展は望めない。
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平成 20 年度

ＪＡ研究チーム〈統括研究プロジェクト課題〉研究成果サマリー⑤

組合員の多様化・質的変化を受けとめるＪＡ経営のあり方に関する調査研究
（社）ＪＡ総合研究所 常務理事

黒滝 達夫（くろたき たつお）

「組合員の多様化・質的変化を受けとめるＪＡ経営のあり方」に関する調査の一環として、2008 年 12 月
から 2009 年１月にかけ４ＪＡを訪問し、役職員に対するヒアリングを行った。
この調査は全国的に見られる正組合員の減少傾向、准組合員の増加傾向等の変化とこれに対するＪＡの
対応等をヒアリングし、ＪＡ経営のあり方や課題を考えようとしたものである。
本稿では紙幅の都合からこのヒアリングの概要を紹介し、若干の示唆を得ることとしたい。4ＪＡの概要
は表のとおりである。

1．ＪＡ─Ａ

正組合員減から ｢ 組合員加入促進運動 ｣ に取り組む

ＪＡ─Ａは高知県西南部に位置する２市６町村を管内とする合併ＪＡで、露地・施設野菜が主力の畑作地
帯に立地する。中山間部が多く、他産業への就業機会は少ない。
農家の高齢化、後継者不足等から正組合員は減少傾向にあり、組合員基盤弱体化への危機感から、
2007 年度より「組合員加入促進運動」に取り組んでいる。女性部員、青年部員等を対象とした１戸複数組
合員化推進、ガソリンスタンドでの組合員割引等組合員メリットを強調した准組合員の加入推進等を進め
ているが、これらの取り組みはまだ緒についたところである。
近年の准組合員増加はローン利用者の増と貯金の大口員外利用者に対する准組合員加入推進によるも
のである。

2．ＪＡ─Ｂ

｢ 担い手 ｣ 等への農地の集積が進む

富山県西部の米単作地帯にあり、正組合員はほとんど減少しておらず、准組合員が目立って増えている
わけでもない。ＪＡ─Ｂ管内は、他産業への就業機会に恵まれ、交通インフラ等も良好で、正組合員がほ
とんど減っていないのはこの地区の定住条件の良さにもよると思われる。
ＪＡ─Ｂにおける ｢ 組合員の多様化・質的変化 ｣ は、法人を含む ｢ 担い手 ｣ や集落営農組織等への農地
集積が急速に進み、多くの正組合員が ｢ 農地の貸し手 ｣（いわゆる土地持ち非農家）となる形で進んでいる。
ＪＡ─Ｂはこれらの変化への対応として、法人を含む「担い手」への規模拡大支援と「担い手」のいない地
区での集落営農立ち上げに注力している。現在管内水田の 46％が法人経営体を含む「担い手」に、25％
が集落営農組織に集積されている。
また管内 3 カ所のカントリーエレベーター
（貯蔵量合計 9000 トン）とラック倉庫
（粗玄米貯蔵量 6000 トン）
等集荷施設の充実を図り、管内の米の 70 〜 75％を集荷している。

3．ＪＡ─Ｃ 集落営農組織をＪＡが掌握
ＪＡ─ＣはＪＡ─Ｂに隣接し、地区の環境はＪＡ─Ｂに近い。正組合員は１戸複数組合員化により若干増加
しており、准組合員数は実質横ばいである。
ＪＡ─Ｃ管内でも自己完結型の小規模営農は困難となっているが、ＪＡ─Ｃは昭和 60 年代初めから集落
営農組織の育成に取り組み、現在では管内の農業生産のうち約 60％が集落営農によるものとなっている（そ
の他の「担い手」のウエートが約 20％）。集落営農組織（営農組合）はＪＡの全面支援下で立ち上げられ、
営農指導員が地区内の集落営農組織を指導・掌握している。
ＪＡ─Ｃ管内で集荷された米は１カ所に集積された５基のカントリーエレベーター（貯蔵量 1 万 1000 トン）
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で調製・貯蔵・出荷されるが、ＪＡの集荷シェアは推定 95％、ほぼ一元集荷となっている。

4．ＪＡ─Ｄ ｢ 担い手 ｣ 育成とＪＡ子会社による営農
ＪＡ─Ｄは宮崎県内陸部 1 市 1 町を管内とし、繁殖牛、肥育牛が地区内農畜産物出荷の柱である。農家
の高齢化、後継者難等から正組合員減が続いているが、ＪＡ─Ｄは高齢化した小規模農家の離農は不可
避と考え、残った少数の ｢ 担い手 ｣ を育て、地域の農業生産水準を落とさないことをＪＡの使命と考えてい
る（組合長談）。行政と連携して大規模農家の法人化支援を行っているほか、水稲、野菜の集落営農の育
成にも取り組んでいる。またＪＡ子会社により組合員農家の農作業を請け負い、さらに組合員の農地に長期
利用権を設定して茶園を経営、大手飲料メーカーと販売契約を結ぶ等ユニークな取り組みも進めている。
ＪＡ─Ｄの事業の中心は正組合員農家であり、准組合員の位置付けは高くない。准組合員は漸増してい
るが、ローン、葬祭事業等一部の事業利用に際し出資をしてもらったケースがほとんどである。

5．今回ヒアリングから得られた示唆
今回のヒアリングを通じて得られた示唆を２点指摘したい。
１つは「農地の貸し手」化した組合員へのＪＡの対応戦略の必要である。
正組合員が減少しているＪＡ─Ａ・D だけでなく、正組合員がほとんど減少していないＪＡ─Ｂ、逆に増え
ているＪＡ─Ｃでも、正組合員の中には相当数の ｢ 農地の貸し手 ｣ 化した農家がいる。各ＪＡでは、減少し
ていく農業生産者をさまざまな方法で支援し、地域の農業生産の維持・向上に取り組んでいる。これらは
もちろん大切な取り組みであるが、直接の農業生産から離れざるを得なかった ｢ 農地の貸し手 ｣ もまた大切
な組合員であることに変わりはない。ＪＡとの絆が弱くなりがちなこうした組合員に対して、例えば ｢ 農地の
貸し手部会 ｣ を組織するような対応も考えられるのではないか。
もう１点は、准組合員対応についてである。
今回調査対象とした４ＪＡはいずれも純農村地帯のＪＡであって、准組合員のＪＡの事業におけるウエート
はそう大きなものではないが、ＪＡ─Ａ、ＪＡ─Ｄではローン利用等を契機に准組合員が相当数増加している。
せっかく事業を利用し、出資もしてもらった准組合員は組織の基盤として大切にしたいものである。その点
から考えればＪＡ─Ａ、ＪＡ─Ｄでローン利用をきっかけに准組合員となった者が完済と同時に脱退するケー
スがある、あるいは１回の利用のみでその後「幽霊組合員」になってしまうケースがあると聞いたが誠にもっ
たいないことである。
准組合員を組織の基盤として生かしていくには数を増やすだけでなく（裾野を広げる意味で、もちろん数
を増やすことも重要だが）、准組合員が一部の事業利用以外の場面でもＪＡを必要とするといった関係をつ
くっていくことが重要ではなかろうか。
こうした点を踏まえ、今後の研究課題としていきたい。
【表】調査ＪＡの概要
（単位：人、％）
正組合員

准組合員

正組合員増減

准組合員増減

土地持ち
非農家割合

ＪＡ

地帯

組合員数

Ａ

畑作

18,229

11,376

6,853

▲1,018

994

37.6

Ｂ

米単作

14,355

10,295

4,060

▲96

105

44.9

Ｃ

米単作

5,437

3,666

1,771

62

▲120

45.8

Ｄ

畜産

20,608

11,063

9,545

▲1,121

580

26.9

注1：組合員数は2007年度末。増減は2002年度末〜2007年度末(各ＪＡ総会資料)
注2：土地持ち非農家割合は土地持ち非農家戸数/(総農家戸数+土地持ち非農家戸数)(2005年農林業センサス)
注3：ＪＡ-Ｃの准組合員減は合併した旧信用農協組合員分の同一人複数口座整理によるものが主
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平成 20 年度

ＪＡ研究チーム〈統括研究プロジェクト課題〉研究成果サマリー⑥

多様な「小さな協同」を包含するＪＡの組織運営のあり方
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部
主席研究員

櫻井 勇（さくらい いさむ）

主任研究員

稲垣 伸司（いながき しんじ）

少子高齢化、農地の荒廃や正組合員の減少など、地域を事業・運営の基盤とするＪＡにとってさまざまな
問題がある。一方、直売所や福祉事業をきっかけに組合員による地域住民も巻き込んだ活動の活発化も見
られる。このようななか、３ＪＡで組合員・職員アンケートやヒアリング、管理者による座談会を実施し、組
合員・職員の意識や組合員組織の実態を検証し、組合員や地域住民が自ら立ち上がろうとする動き（「小さ
な協同」
）のなかで、
「豊かな地域社会の実現」や「組織・事業基盤づくり」のためのＪＡの役割について
研究した。

1．組合員、組合員組織の状況
（１）
「総合農協統計表」によれば、准組合員数が増加する一方で正組合員数は、2000 年から 2006 年の
間では年 1％ずつ減少している。また、正組合員の 65 歳以上の割合は 48.5％（ＪＡ全中「平成 20 年度
全ＪＡ調査」より）で、わが国の高齢化率の 2 倍以上となっている。
（２）集落組織の数は毎年 2％近く減少しており、
「平成 20 年度全ＪＡ調査」では 10.4％のＪＡが「集落組
織がない」と答えている。組合員の基礎組織である集落組織は、農業集落構成員の高齢化や混住化の
進行などにより、その数が減少し機能も弱まっている。
「総合農協統計表」より）
【図】組合員数、集落組織数推移（2000年を100とした推移。
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2．３ＪＡの組合員アンケートでわかったこと
（１）組合員は、
「農業後継者不足」
「子どもの減少」
「農地の荒廃」などを地域集落の課題と感じており、
それらについて「地域・仲間の自らが中心となって」
「話し合い・活動できる機会が必要」だと感じてお
り自分たち自身がやらなければいけないという認識を持っている。また、今後の取り組み意向として、ス
ポーツ趣味娯楽活動や地域活性化活動、ボランティア・ＮＰＯ市民活動への参加意向など潜在的なエネ
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ルギーが確認された。
（２）ＪＡの学習活動や助け合い活動に参加している組合員や地域住民からは、その活動へ参加したことに
よって「ＪＡへの信頼が高まった」との回答が得られ、今後ＪＡの運営や事業にいろいろな可能性がある
ことが感じられた。

３．組合員基礎組織の重要性と活性化
（１）今回アンケートを行った３ＪＡは、集落単位の地縁的組織である農家組合について、組織面（意思決
定機能）
、事業面（共同購入取りまとめなど）、情報伝達機能面から、最も重要な基礎組織であると認識
している。
（２）また、農家組合ごとに担当ＪＡ役職員を配置したり活動を助成するなどの活性化策を実施した結果、
准組合員や女性が農家組合の活動に参加するようになったり、子どもや地域住民との交流などに活動範
囲が広がるなど、一定の成果を上げていることが確認できた。

４．目的別組織の活動
（１）女性部の助け合い活動から生まれた目的別組織では、同じ志・悩みを持った人が、自分たちの意思で
集まり、活動内容を決定し、自らも費用を負担しながら活動をしている。また、持続性がある活動を実
践していくなかでさまざまな活動のリーダーが養成されている。
（２）また、非組合員の活動への参加や小学生との交流、大学との提携など活動に参加する人の輪が広がり、
地域づくりや特定高齢者対策などでは行政との連携も進んでおり、ＪＡの組織・事業基盤づくりへの新
たな可能性が見られた。

５．組合員組織の活動に対するＪＡ職員の認識
（１）ＪＡ職員は、①自らが地域活動に参加することで、組合員等とのコミュニケーションが活発になるなど、
ＪＡの運営・事業の両面にいい影響が出てくる、②農家組合の活動が活発になると、信用や共済などの
ＪＡ事業にいい影響を与えることがある、と見ている。
（２）目的別組織がさまざまな活動をしているＪＡにおいて、職員の半数はその活動について「知らない」と
答えており、組合員の自主的な活動にＪＡ職員がかかわっていく仕掛けづくりが今後必要であることが確
認された。

６．ＪＡの組織運営のあり方
（１）地域にはさまざまな課題があり、組合員にはその課題について自らが話し合い、活動しようとする意識
が見られる。ＪＡが、そのような組合員を動きやすくして活動するきっかけをつくるため、支所・支店や
集落単位など、組合員に身近な小地域での協同活動やそれを支える協同組合としての組合員・役職員教
育が重要である。
（２）その場合、ＪＡ支所・支店の位置付けや人員配置、果たす役割を見直し、その役割を担う人づくりが
重要になる。ＪＡ職員は、小地域での活動を支援したり、地域の人材を発掘・活用を図るほか、集落座
談会の運営や組合員の声や行動を引き出すスキルなども必要になってくる。
（３）正組合員の減少、高齢化や農地の荒廃などが進むなか、組合員や地域住民の自主的な活動が既存の
組織や新たな組織によって展開されている。ＪＡの支所・支店が中心となってその組織や活動をサポー
トしていくことで、活動に参加する人のＪＡに対する信頼や期待が高まり、ＪＡの組織・事業運営に新た
な可能性が生まれることが期待される。
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シリーズ

ĶȭɈɌɂķɂ

女性と男性が対等な立場で協力しあう 豊かで多様なライフ
スタイルの実現を
長野県中野市

清水 照子 さん

１．はじめに
東京生まれの東京育ち。それまで土をさわっ
たこともなかった１人の女性が長野県中野市の
農家に嫁いだのは今から 40 年ほど前のこと。
「働
いても賃金が支払われなければ職業とはいえな
い」と、女性も経営者の一翼として位置付けら
れることの大切さに気づき、家業であった農業
の企業化をいち早く実現。今では地元農村女性
の中心的存在となって、見事に地元農業の活性
化を果たしている。
女性の農業経営参画のための環境整備に力を
注ぎ、農村における女性の地位向上の活動のさ
きがけとなった、農事組合法人三ツ和農産理事、
中野市市議会議員の清水照子さんにお話を伺っ
た。

２．農業は立派な職業 ── 家業である農
業を法人化して女性の地位を確立
── 農業をやったことがなかった清水さんが、本
格的に米作に取り組み、農事組合法人を立ち上げ
るまでになった、そのきっかけはなんですか。

22 歳で嫁いだ家は地区一番の貧農でした。中
野市の冬はマイナス 14 度の寒さです。そんな
なか障子１枚しかないような小さな家で家族７
人が肩を寄せ合うようにして暮らしていまし
た。当時家計を支えていたのはりんご・アスパ
ラガス・エノキタケ栽培、全部合わせても１ha
の農業収入。でも家族みんな愚痴ひとつこぼさ
ず仲良く暮らしていました。貧しくとも田舎で
懸命に生きている家族がここにいる。その事実
にただただ感動しました。その貧しさのなかで
も「農業はやり方によってはおもしろいものに
なる！」と言い切った人が現在の夫です。
私は、それならば農業を工夫してこの家族の
ためにできることがあるのではないか、と考え
るようになりました。そこで思いついたのが、
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田んぼで 80 馬力のトラクターを乗りこなし、汗まみれになって農業を
されていることなど想像できないほど、エレガントでたおやかな雰囲気
をまとわれた清水さん。

当時中野市で急増していた休耕田を利用した米
の栽培でした。
昭和 40 年代、米の生産調整により 10 ａにつ
き 6 万円の転作補助金がもらえることをきっか
けに、中野市では急速に休耕田が増加していま
した。さらにその後エノキタケの栽培にシフト
する農家の激増により、いよいよ稲作をやめる
農家が増えてしまい、田んぼはたちまちヨシの
生い茂る沼地になっていました。そこで、この
休耕田を借り受けて米作りをしようと思い立っ
たわけです。
── 家族を救うために始めた米作りだったのです
ね。でも休耕田の開墾は大変だったのではないで
しょうか。

1976（昭和 51）年、草ぼうぼうの 20ha の休
耕田を近所の農家 80 軒から借り受け、開墾が
始まりました。周囲の人からは「こんな土地で
本当に田植えができたら、中野市を逆立ちで１
周してやるよ」などとからかわれもしました。
開墾はトラクターと手作業で家族だけで行うと
あぜ
いう大変なもの。沼地になっていた休耕田は畦
を探すのも一苦労で、ヨモギは水の中には生え
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ないから、それを頼りに棒を刺していって畦を
見つけました。
やっとのことで開墾が終わると今度は田植え
です。苗間づくりは家族だけでは手がまわらず、
30 人くらいの人を頼んで手伝ってもらいまし
た。毎日夜遅くまで田んぼに付きっきりで米作
りに取り組み、その年の秋には初めての収穫を
迎えました。普通の３分の１くらいの収量でし
たが、家族にとっては大豊作に感じられました。
当時、幼かった子どもたちを農作業に連れて
行っていましたが、田んぼで泥まみれになって
遊ぶ子どもらを見て、化学肥料と農薬に頼る米
作りをやめ、「有機低農薬栽培米」を作ってみ
たい、と思うようになりました。まずは自家用
に作ってみたところ柔らかくて粘りのあるおい
しい米ができあがり、少しずつ有機栽培米の栽
培面積を拡大していきました。現在では約 26ha
で有機栽培米を作り、収量の 70％は個人のお客
さまに直接販売
しています。 ま
た長野県内のデ
パートやホテル、
市内の小中学校
の学校給食にも
提供しています。
── 米作りが軌道に乗ったところで、清水さんは
自家の農業のいち早い法人化に踏み切りました。
そのきっかけはなんでしょうか。そして法人化が
周辺の農家に与えた影響は……。

米作りのため、２人の若者を雇っていました
が、近所のおばさんから「あの子たちは都会で
使い物にならなくて農業に逃げてきた」と言わ
れたことがありました。そんなことはない、農
業は立派な職業で彼らは立派な職業人なので
す。それを周囲に理解してもらうには、また本
人たちにも農業をやっていることに誇りをもっ
てもらうためには何が必要か。それは「肩書き」
ではないか、と法人化を思い立ちました。開墾
から約６年たった 1982（昭和 57）年、夫を代
表理事として農事組合法人三ツ和農産を設立し
ました。自分自身は理事となり、雇用していた
若者２人も理事にして、その肩書きを入れた名
刺を持たせました。理事という肩書きが付いた
ことで、周囲から認められたこともさることな
がら、なんといっても本人たちの確固とした自
信につながったことが大きな成果でした。
これは女性にとっても同じことです。私自身
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も理事となったことで、農業経営者として自分
を位置付けることができました。家業の手伝い
としてではなく、経営者の１人として農業に携
わることで、自分の働きに責任と自信が生まれ
たのです。
私は自家の農業を法人化するとともに周辺農
家にも法人化を推進しました。法人設立当時、
周囲の女性たちに「自分は理事だから会社から
給料をもらっているよ」と話すと、皆びっくり
しました。「共稼ぎ」という概念がまだ地元の
農業女性たちにはなかったのです。給料という
とお小遣いだと思ってしまう。それは違うので
す。サラリーマンで共稼ぎならば、お互いにお
金を出しあって生活するのが当たり前。お互い
の分担を明確にして収入も支出もシェアしあ
う、それが共稼ぎなのです。女性農業者の集ま
りなどでこんなことを話しているうちに、皆の
意識も少しずつ変わっていきました。ありがた
かったことは、パートナーの男性たちも変わっ
てくれたことです。今では当たり前のように農
村女性が自分の銀行口座を持っています。これ
はとても大きな変化だと思います。
── 法人化とともに、家族間においては「家族経
営協定」を結ばれたということですが、具体的に
はどのような協定なのでしょうか。

法人化で肩書きが付き、給料をもらうように
なっても、それは対外的な役割しか果たしませ
ん。一番大切な家庭の中のことは、法人化だけ
では解決しない。それどころか法人化によって、
かえって女性に仕事が集積する結果にもなりか
ねないのです。そこで必要なのが「家族経営協
定」です。家族経営協定とは、家族間で、経営
方針や役割分担、給料などの就業環境を定める
協定のことです。
私はこの家族経営協定を家族と結びました。
なかでも大切なのが「生活協定」です。わが家
の生活協定は、仕事・報酬・家事などの項目に
加えて、終末医療やがん告知、臓器提供につい
てまで盛り込んでいます。家族であらためて話
し合ってみると、今まで知らなかった家族の本
当の気持ちが見えてきて驚くことも多々ありま
した。夫婦間の絶妙な間合いを「あうんの呼吸」
などと言いますが、この「あうん」の中には女
性の忍耐が渦巻いていることもあります。あら
ためて家族で顔をつきあわせて話し合ってみる
ことで、お互いの心が初めて理解できる、とい
うことも少なくないのです。
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ただし、家族経営協定を結べば法人化の必要
はないかというと、そうではありません。対外
的には「法人化」で肩書きを持ち地位を確立す
る。一方家族間では「家族経営協定」で具体的
な役割分担を定める。その両方がそろって初め
て、家族 1 人 1 人の意欲と能力を存分に発揮で
きる環境が整うのです。だからこそ、形式的な
家族経営協定ではなく生活に密着した具体的な
協定にすることが必要なのです。

３．女性農業者が力をあわせれば何かが
できる ── 農業委員としての活動
── 1993 年から 1999 年までの 6 年間中野市
の農業委員を務められています。女性ならではの
主だった活動について教えてください。

法人化を含めた働きが認められつつあるなか
で、議会推薦により農業委員になることになり
ました。女性は自分を含めて 2 人だけでしたが、
当時女性農業委員というのはとてもめずらしく
画期的だったと思います。
農業委員は１期３年間の任期です。就任１年
目には、女性たちの力をあわせて何かおもしろ
いことをやろうと、「ワンコインコンサート」
を企画しました。ライブ会場を探していた若
いロックバンドを都会から招き、市民会館で大
規模な市民コンサートを開催するというもので
す。普及センターで活動しているメンバーを中
心に、48 人の女性スタッフによる実行委員会を
編成しました。曲目は実行委員メンバーから集
めたリクエストから選び、うち５曲はバンドの
オリジナルを演奏してもらいました。
コンサートのタイトルは「かあちゃんたちの
フルーツフルーティーコンサート」
。企画、パ
ンフレット作り、チケット作り、チケット販売
に至るまで、実行委員会で行いました。普段自
分たちがお世話になっている肥料屋さんや農薬
屋さんを頼り、１万円でスポンサーになっても
らって、運営資金に充てました。おもしろいの
はロックバンドのギャラで、なんと「手作りの
豚汁」でした。
コンサートは 1200 人も集まっての大盛況。
実行委員会制をとったことで、委員の女性たち
に参加意識が芽生え、自主的な運営につながっ
たこともコンサート成功の理由だったと思いま
す。
農業委員２年目には、グリーンツーリズム
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に注目しました。ヨーロッパの先進事例を見る
ための視察旅行を企画し、コンサートの実行委
員メンバーのうち 24 人が参加してフランスと
ドイツを訪ねました。視察から帰ってきてすぐ
に、自分たちにもできるのではないか、と取り
組みを具体的に始めましたが、これがなかなか
スムーズにはいきませんでした。消防法、建築
基準法、旅館業法などの法律の壁と資金繰りな
ど、クリアしなければならないことがたくさん
あり、一時は断念しました。でも地道な活動の
結果、現在では 10 軒の農家民宿が成功を収め
ています。
３年目には、先に挙げた「家族経営協定」の
推進を目標に掲げて活動しました。活動の結果
近隣の 23 組の家族がこの協定に調印しました。
１期目の任期が終了したところで、近所のお
年寄りから「本当の農業委員にならないか」と
強く薦められ、２期目も引き受けることになり
ました。２期目は公選ということで、選挙対策
組織も村の人たちがつくってくださいました。
１期目はのびのびできましたが、２期目はプ
レッシャーも大きかったです。でも何か１つ目
標をもとうと思い、自分の後を継ぐ女性の農業
委員を育てることを目標として活動しました。
その結果２人の女性農業委員の誕生が実現した
のは大きな成果です。今では中野市農業委員会
に女性がいることは当たり前。男性たちの協力
も大なるものがありました。

４．市議会議員としてできること ── 行
政と農村の橋渡し役を
── 1998 年には中野市市議会議員に初当選さ
れ現在に至っています。市議会議員としてどんな
活動をされているのでしょうか。

一貫して行っているのは農業振興です。特に
農村と都市との交流、食農教育、農業体験など
には心血を注いで取り組んでいます。
都市との交流の場として、1998 年から毎年都
市交流会を開催していますが、昨年８月に都市
のメンバー５人に「好きです 信州なかの 農
業観光応援隊」として、市長が委嘱状を授与し
ました。彼らを中心に実行委員会を立ち上げ、
都市と中野市の地域交流や中野市の農産物の学
校給食への導入などについて積極的に取り組
み、参入できるようがんばっているところです。
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食農教育については、私の一般質問での提言
がきっかけとなり、「生きがい農業者の会」の
皆さまのご協力を得て、市内すべての小・中学
校の給食で地場産農産物が使われるようになり
ました。過日「生きがい農業者の会」の活動が
認められ、農林水産大臣賞に輝きました。
グリーンツーリズムの新しい形も現在考案中
です。２泊３日の日程でグリーンツーリズムの
ツアーを組み、１泊目は地元のホテルや旅館に
宿泊してもらい、２泊目は農家民宿で農業体験
をしてもらう。地元の既存企業と競合するので
はなく、お互いに協力しあえる新しいグリーン
ツーリズムの形を提案しています。
また、泊まりは難しいけれど、農業体験だけ
なら受け入れたい、という農家も多いのです。
そこで、市の施設を体験交流館として有効利用
することを目的に、農林水産省関東農政局へ働
きかけました。行政の協力も得られ、今年、５
年越しの夢がかないました。これにより学校単
位での農業体験の受け入れができるようにな
り、援農を志す人たちの宿泊も可能になりまし
た。大いに活用し中野市農業の振興に役立てた
いです。

５．女性たちよ、夢をもとう！
── 清水さんは、自身で農業を営みながら全国女
性農業経営者会議会長を 8 年務め、現在は同会議
の顧問、そして中野市市議会議員と幅広く積極的
に活動されています。その原動力となるものはな
んでしょうか。

私の場合、まずは自分の家の経営をなんとか
したい、という強い思いからすべてが始まった
と思います。貧しさ故のハングリー精神ですね。
でも、いざ事を始めようとしても周りの人々の
理解が得られずつらい思いをすることも多々あ
りました。今でもめげたり落ち込んだりするこ
とはたくさんありますよ。でもそんなときは、
流れに逆らわずに落ちるところまでとことん落
ちてみる。そしてどん底になったところで、こ
れからどうすれば活路が見いだせるのか、今度
はとことん考えてみるのです。すると、不思議
と次に進むべき道が見えてくるものなんです。
這い上がったときは爽快な気分ですよ。障害や
壁を乗り越えることに快感を覚えるようになり
ます。「貧しさに乾杯！」です。
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── 清水さんに続く後輩の女性たちに贈る言葉を
お願いします。

どんなことでもいいからとにかく早く目標を
見つけてほしい。それは「淡い夢」でもいいん
です。決めると自然にそれに向かって歩き出す
のが人間。目標を見つけたもん勝ちです。私は
これまでの活動のなかで、どんなときでも１年
ごとに目標を立ててきました。目標がはっきり
すると今自分は何をすべきかが自ずと分かって
くる。そこを目指してまっしぐらに進んでいけ
ばいいんです。女性は地位とかプライドとか失
うものがない。だから自分らしく自由に羽ばた
くことができる。女性の皆さん、どうかがんばっ
てください。

６．おわりに
女性と男性が対等な立場で協力しあう豊かで
多様なライフスタイルを── それが清水さんの
提案する農業の形だ。決して男性と反目しあう
のではない。お互いの役割分担を明確にし、そ
れぞれがやり甲斐と責任をもって協力しあう。
そのための法人化であり家族経営協定なのであ
る。そしてその活動のなかには女性ならではの
アイデアや女性にしかできないことが必ずある
はずである。女性の能力をもっともっと活用し
てほしいと清水さんは語る。
中野の駅に降りたつと、駅前ターミナルは色
鮮やかな花々で埋め尽くされていた。清水さん
によると、実は中野市役所の一女性職員が、費
用や労力がかかると反対の声が大きいなか、説
得を重ねてガーデニングを導入したのだそう
だ。訪れる人をやさしく出迎えてくれる温かな
演出に心がなごみ、感嘆の言葉をもらした私に、
清水さんはこうおっしゃった。「彼女は皆が反
対するなか、１人でがんばったのよ。あなたが
気付いてくれたこと、必ず伝えるわ。きっと彼
女喜ぶわ」
一職員のがんばりを市議会議員がきちんと見
ている。その女性職員は幸せだなと思った。清
水さんは、苦しみながらも自らの手で道を切り
開いていったかつての自分を、その女性職員の
姿に重ね合わせていたのかもしれない。
〈インタビュアー：
（社）ＪＡ総合研究所 企画調整室長 小川 理恵〉
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＜広島県大長地区＞レモンで産地活性化を図る柑橘の島

〜安全・安心へのニーズを追い風にブランド化
（社）ＪＡ総合研究所 客員研究員

根岸 久子（ねぎし ひさこ）

１．はじめに
食の安全性を脅かす事件が後をたたない。食は健康や命に直結するにもかかわら
ず、これまでもいくつもの事件が引き起こされてきた。昭和 50 年代に問題となった
輸入レモンからの防カビ剤検出もその１つであるが、これを機に消費者の安全なレ
ひん し
モンへのニーズが高まり、瀕 死 状態にあった国産レモンは復活の一歩を踏み出し、
生産拡大してきた。
その代表的な産地となったのが広島県で、ＪＡ広島果実連（広島県果実農業協同
組合連合会）では「広島レモン」を地域団体商標に登録申請し、2008 年に認定され、
おおちょう
さらに、全国一のレモン生産面積を誇るＪＡ広島ゆたかも独自に「大長レモン」と
して登録申請中である。そこで、国産レモンのブランド化を牽引車にして地域農業
振興を進めるＪＡ広島ゆたかとＪＡ広島果実連を、レモンの収穫・出荷の最盛期で
ある１月末に訪ね、その取り組みについて伺った。

２．レモンで地域農業活性化を目指す
①全国のＪＡで唯一レモンを地域団体商標に登録申請
おおさきしもじま
とよしま
ＪＡ広島ゆたかは、瀬戸内海のほぼ中央にあり本所のある大 崎下島と豊 島、
大崎上島の 3 島からなる。管内は年間の平均気温 15.4℃、降水量 1300mm と温暖少
雨の典型的な瀬戸内式気候で、これに急傾斜地等の自然条件を生かした柑橘中心の
農業が営まれている。ＪＡの販売事業の 94％が柑橘である。
その中心はミカンで、下島の大長地区で栽培されるようになってから
100 年以上
、、
の歴史があり、昭和 30 年代には全国のわせ温州の４割を大長産が占めたとのことで、
現在の「大長みかん」というブランドに成長している。広島あたりでは東日本では
最も有名な産地のミカンに匹敵する価格を維持しているという。
いわば、当ＪＡのエースであるが、国産レモンへの強い追い風を受けて近年、生
産量が伸びているのがレモンで、国産レモンの代表的産地になってきた。そして、
この追い風を生かそうと、「大長レモン」を地域団体商標に登録申請したのである。
レモンを登録申請しているのは、ＪＡとしては今のところ全国唯一であるが、申請
理由について金子仁営農販売部長は次のように語っている。
１つは、担い手育成につながる経営的に成り立つ農業づくりのためであり、価格
の低迷が続くミカンに比べると、産地適性を生かせるレモンは価格形成の指導権を
発揮できるからだという。ちなみに、レモンは風当たりが強いとトゲが葉や実を傷
つけ成品率を下げ、また、そこから菌が
入って最悪の場合は木を枯らしてしまう
ので、温暖少雨と風当たりの弱いことが
絶対条件である等、柑橘のなかでも園地
条件が難しいが、管内はこうした条件に
恵まれた希少なレモン産地なのである。
２つ目は、国産レモンの量は少なく、
一方、国産への消費者ニーズが高まって
おり、需要拡大の余地は大きいので、先
発産地としてのブランドを確立しておく
おおさきかみじま

【写真】島の山の上まで
広がる柑橘の畑

【写真】レモンの花は可憐
な純白
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【写真】たわわに実る黄色
いレモン

ためである。現在、日本で消費される
レモンは年間約９万トン（生果と果汁
の合計）であるが、国産レモンは 6000
〜 7000 トン程度で輸入量の１割にも
満たない。
さらには、国産レモンの存在を広く
知らしめたいという狙いもあるとのこ
と。消費者の中には、まだ「日本に国
産レモンがあるの !」という人も少な
くないので、自給率が低いなかでは国産レモンの知名度を高め、需要拡大していく
ことが大切だからだという。
そして、今、ＪＡではブランド形成に必要な生産量の拡大を目指し「日本一のレ
モン産地計画」を策定し、当面 4000 トンを目標に、新植を含めて規模拡大を推進し
ている。2007 年度にはこれまで 1100 トン前後で推移してきた生産量が一気に 1700
トンになり、さらに 2008 年度は 2000 トンの出荷を予定している。生産者も価格的
なメリットを実感していることや、主たる出荷先の生協との取引が安定しているこ
とから、ミカンや甘夏などから転換する人もあり、生産量は増えている。スーパー
の取扱量もここ２〜３年増えているという。そのため、ＪＡの販売事業では依然と
はっさく
してミカンがトップであるが、単価の良いレモンはミカン、八朔に次ぐ位置を占め
るようになってきている。
さらに「大長レモン」のブランド力を高めるために、成品率を上げる栽培管理と
安全性には特に配慮しており、除草剤を使わない栽培方法や減農薬栽培、土づくり
を重視している。生協に対しては農薬の使用内容を提示（農薬名・量・使用時期など）
している。
②輸入自由化による苦難を乗り越えて━━ 生協が育てた国産レモン
現在国産レモンの約 70％は広島県産であるが、その広島県で最初にレモン栽培に
取り組んだのが、ミカンと同じく大崎下島の大長地区で、1898（明治 31）年のこと
とうしょ
である。その後、価格の高騰もあって瀬戸内海の沿岸や島嶼部を中心に普及していっ
たが、こうした上昇気流に乗って拡大していった当時のレモン景気を知るＪＡ広島
ゆたかの女性部員の１人は「カゴ１杯のレモンで、今治に行って遊べたほど価格が
良かった。収穫後の残りを取っても１箱２万円になり、面白いようだった」と語って
いる。
ところが、1964 年の「レモンの輸入自由化」で、国産レモンは壊滅的打撃を受け、
その後は少数の生産者が観光みやげ品として細々と生産するに留まっていたという。
しかし、1975 年に輸入レモンから防カビ剤が検出され、さらにその後も残留農薬問
題が起こったため、生協などを中心に安全な国産レモンを求める声が高まり、国産
レモンが少しずつ復活していった。
ＪＡ広島ゆたかが本格的に増殖に取り組んだのは平成に入ってからで、特に 1999
年以降積極的に進めてきたとのこと。その理由は、価格的に安定していたことと、
産地適性を生かせること、そして安全性を求める消費者ニーズが高まったことだと
いう。こうした国産レモン復活に至る事情からＪＡ、ＪＡ広島果実連ともに「生協
が国産レモンを育てた」と語っており、そうして育ててきた関係を今も大切にして
いる。ちなみに、取引のある生協は地元だけでなく全国各地に広がっており、首都
圏の生協組合員とも産地交流会を実施しているし、生協総会等には役員が出席して
いるとのこと。
とはいえ、難しい園地条件に加え、長いトゲのあるレモン栽培には難色を示す生
産者が少なくなかったため、ＪＡでは、管内の道谷勇一氏が改良・育成してきたト
ゲが少なく短い品種（道谷系ビラフランカ）を導入し、農家に勧めていった。
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３．需要拡大に向けて全国初の周年供給にチャレンジ
【写真】集出荷場に集ま
る黄色く色づいたレモン

【写真】密封包装の「Ｐ
−プラス」レモン

【写真】加工品の開発も
重 要。 写 真 は 大 長 の 生
レモン果汁 100％の「生
レモンしぼり」

さらに「日本一の生産地」になるため
に周年供給の実現も目指した。これまで
国産レモンは、収穫期になった緑色のレ
モンを９月中旬からグリーンレモンとし
て出荷し、12 月になると黄色くなったレ
モンを収穫、貯蔵し５月ごろまで出荷し
てきた。しかし、レモンは１年中コンス
タントな需要があり、特に消費が増える
のは夏場であるため、それに合わせて輸
入量が増えていた。貯蔵技術が確立され
ていなかったため、肝心の需要期である
夏場には国産はほとんど供給できなかったのである。そのため、「周年供給したい」
というのは、国内産地の夢であり、ＪＡ広島ゆたかはそれにチャレンジしたのである。
しかし、一般的な貯蔵方法である冷蔵方式では腐敗などのロスが出る。とはいえ、
防カビ剤を使うわけにはいかないので 2004 年からメーカーとの連携で貯蔵技術を検
討し、収穫したてのレモンを「密封包装して貯蔵する」ＭＡ包装技術（Ｐ−プラス）
により、個包装してその形態のままで出荷、店頭販売する独自のノウハウを確立し、
2006 年度から夏期の出荷をスタートさせた。
Ｐ−プラスは野菜で利用していた技術であるが、腐敗などのロスにまだ不安があっ
たため、機械の導入も１台にとどめ、一気に量的拡大はしなかった。しかし、夏場
に出荷できる貯蔵レモンは、全国でも初めての取り組みであったため 2006 〜 2007
年度は 40 トン売れ、業者からの引き合いも強く、
「売れる・品質保持」の見通しが立っ
たので、３年目となる 2008 年度には 200 トンの出荷を予定している。徐々に周年出
荷を軌道に乗せようということである。ちなみに、Ｐ−プラスレモンは１個約 200
円と露地物の２倍近い単価が取れるとあって、農家の生産意欲は高まる一方だとい
う。
また、業者への委託加工により「はちみつレモン」や「生レモンしぼり」（大長の
生レモン果汁 100％）等の加工品にも取り組んでいる。これらの販売協力もする女
性部員は「娘にも送っているが、一般の店で販売しているものとは味が格段に違う
と言っている」と自慢していた。リピーターも少なくないという。このほか行政と
れ も ん
醸造業者との協働でワイン酵母で発酵させた大長レモン 100% の「大長檸檬酒」も
造られているが、純度の高い果汁にするため搾汁は委託を受けた地元の女性グルー
プが手作業で行っている。

4．ＪＡ広島果実連との二人三脚で
こうしたＪＡ広島ゆたかの取り組みで特徴的なのは、ＪＡ広島果実連との二人三
脚で進めている点である。果実連は、販売だけでなく単協の生産面の指導も行う連
合会で、県下の果樹生産のある９ＪＡには果実連の技術指導員を駐在させている。
ちなみに、ＪＡ広島ゆたかの場合は、果実連職員 2 人が駐在し、技術指導に当たる
ほか、柑橘にかかる基本方針の原案も策定するなど、柑橘のウエートが高いためか
特に果実連との一体性が強いという。
そして今、果実連としても力を入れているのがレモンであり、主産品である「み
かん」、「はっさく」とともに「レモン」を地域団体商標に登録申請し、2008 年１月
には「広島レモン」として商標を取得している。ＪＡごとの取り組みに加え、県下
ＪＡの統一ブランドを作ったのである。それは、生産者の高齢化により広島県全体
の果実生産量は右肩下がりで、特に柑橘（急傾斜地、規模拡大しにくい）の減産が
目立つなかで、適地条件を生かせるレモンを生産振興の旗頭とし、生産者と一体に
なって生産拡大・品質向上に取り組むためだという。そのためには商標権取得によ
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る知名度アップが推進力の１つとなると考えたのである。
こうした取り組みを強めようと「広島レモンプロジェクト」を立ち上げており、
これを「生産量が日本一を誇る広島レモンをブランド化し、国産レモンのプライス
リーダーとしての地位を確保するための取り組み」と位置付け、「平成 25 年目標
１万トン」を目指すとしている。同時に、シールやポスター等を作って広島産レモ
ンを販売する店舗を後押しし、
「広島レモン」の定着に努めたり、生協やスーパーへ
の働きかけ、パンや菓子・飲料業界との協働による加工食品づくり等、需要拡大に
も力を入れている。

５．これから̶̶展望と課題等

【写真】生協とＪＡが
行った現地交流会でレ
モンの収穫体験をする
消 費 者 た ち。 消 費 者 と
の交流は地域農業に不
可欠だ。

地域農業の活性化を、産地特性を生かせるレモンで進めようと、
「日本一のレモン
産地計画」に取り組むＪＡ広島ゆたかであるが、その実現を目指す上での課題とし
て金子部長は次のような指摘をされた。
１つは、生産者の高齢化が進むなかで生産と品質の向上をいかに図るかという点
である。女性部員の１人は「ミカン作りを何年できるかという話をすると、５年と
いう人が多い」と語っていたが、高齢化に加え傾斜地という耕地条件のなかでは耕
地の整備や省力化等の生産基盤の整備が最大の課題という。
２つ目には、確かな消費者ニーズの把握を挙げる。近年、レモンは需要が落ち込
み、生鮮レモンの輸入はピーク時に比べると半減している。それだけ消費が減退し
ているわけであるが、その要因として市場関係者は、生果から果汁への需要の変化
や業界として消費者ニーズの変化を捉えることができていないこと等を指摘してい
る。金子部長も、その点を痛感しているとのことで、「消費者がどういう使い方をし
ているか、どういう買い方をしているかをほとんど知らず、今は末端の消費者のニー
ズよりもスーパーのニーズに応えているのが実態」だと語る。そして、何よりも地
道な販売努力が必要なので、消費者ニーズを知るために生協との交流の場を生かす
こと、長いスパンで営農販売を考えられるような職員配置の必要性を指摘する。こ
れらに加えて女性の力を生かすことが必要であろう。ちなみに、お話を伺った女性
部員は実に多様なレモンの利用法を教えてくれたし、生協組合員の産地訪問の際に
は「レモン料理交流会」も行っているが、女性たちは、自らが作る農産物の利用法
を最もよく知っているのである。
また、希少性で加工用レモンの単価は高いし、伸びている加工需要に対応するため、
今後は加工分野に力を入れたいという。その意味でも女性パワーを生かすことが欠
かせない。
最後に、こうしたＪＡの実践を後押しする意味でも、産地での取り組みと同時に
国や全国連等が全国レベルで果物消費をアピールする等、積極的に取り組んでほし
いと付け加えた。ちなみに、ＥＵでは社会問題化している子どもの肥満の原因はス
ナック菓子や清涼飲料の摂り過ぎにあるとして、これらのテレビＣＭ規制に加え、
おやつに果物の無料配布を行うようになったが、こうした「見える」具体的実践を
食育に取り組む農業団体や農政も
参考にしてほしいものである。
そしてまた、壊滅状態にあった
国産レモンの復活に向けたＪＡ広
島ゆたかやＪＡ広島果実連の実践
は、ＪＡとして食の安全問題に積
極的に取り組み、それを消費者や
業者にアピールし、協働していくこ
とが地域農業にとって不可欠であ
ることを教えているように思われ
る。
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《プロフィール》
医学博士・心理学博
士。東京大学卒業後、
渡米。Ｕ・Ｃユニオ
ン大学院（心理学）、
セント・トーマス大
学院（身体精神医学）
博士号取得。

ほんろう

100 年に一度というほどの世界的金融恐慌が続いています。不況の波に翻弄され、なかなか抜け出
せません。企業組織は減産、減益を余儀なくされ、それがいつまで続くのか予測もつきません。働
く人もいつ賃金カットされるか、いつリストラされるか、ますます不安が募ります。
私たちの心は沈みます。「沈みっぱなしではなく夢を持とうよ！」と言ったところで、そんな余裕
もありません。しかし、それでも私たちは、沈んだままではいけません。自滅するわけにはいかな
いのです。だから、ただ、
「今の自分はどうすればよいのだろうか」という思いだけを持つことです。
夢は持たなくても構いません。夢を持つとそれに向かって「やらなきゃ〜」という義務感がわいて
きて、自分で自分を苦しめることになります。
心が沈んで立ち向かえないときは、立ち向かわなくてよいのです。しかし、心は 不への挑戦 を怠っ
てはいけません。この時期だからこそ、不に立ち向かう心のコントロールが必要なのです。
4

4

4

4

4

１．あおいくま退治
不は私たちに「おい、あくま」になれ！「あおいくま」になれ！ とささやきます。
おいあくま＝「あおいくま」
つまり「あ：焦る お：怒る い：威張る く：朽ちる ま：間違いを許さない」
不が迫ってくると、ちょっとしたことで焦ります。自分の価値観に合わないこと、計画に合わな
いことがあると、すぐ感情的になって怒ります。何でも他人のせいにして他人に威張ります。もう
ダメだ〜と自分の心を朽ちさせ、間違いを許す心が持てなくなってしまうのです。
私たちの心の中に「あおいくま」が巣食っていると、頑張っているつもりでも、迷走しているだ
けになってしまうのです。空回りしているだけなのに、努力していると思いこんでいます。頑張っ
ているという錯覚だけで、結果が出ないので、さらに焦り、怒り、威張り、朽ち、間違いを許せなくなっ
て惰性でやるしかなくなってしまうのです。

２．休養に挑戦
がむしゃらがダメなのは、疲れて迷走するからです。休むことへの挑戦が必要なのです。 不への
挑戦 へのコントロールの１つは、休養をとることです。
あきら
それは、成長を諦めることではなく、夢を諦めるのでもなく、ちょっと休息すること。心が沈ん
でいても、何かに期待感があり、どこかに希望を持つことを忘れないためです。具体的活動はしな
くても心の活動はしている。「あおいくま」が変わり迷走がなくなります。
①休養は挑むための調整になる
挑むためには、常に全力ではダメでコントロールが必要です。目標そのものだけでなく、周囲に
対しても準備や調整が必要なのです。がむしゃらにワンパターンで全力疾走してもすぐに疲れて止
まってしまいます。ちょっと止まって、またやらなきゃ〜と急いで走る、このような状態ではムラ
が生じます。
頑張ったら休んで、また頑張る。休んでいる間は「停滞」ではありません。休養によって疲れが取れ、
パワーが蘇り、さらにパワーアップして次への頑張りが確保されます。休みがなければ、疲労から
ストレス状態になり、さまざまな悪い状況を引き起こします。
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②休養はひらめきを創る
休養をとることは、怠けることではありません。怠けている人は夢・目標を持たずに、努力を放
棄している人です。
休養すれば、今の自分を中断し振り返ることができます。ぼうっと考えていると、ふっとひらめ
くことがあります。それは、１つの問題を常に検討しているから、何かしらアイデア、解決法がひ
らめくのです。体は休んでいても心は休んでいないのです。
例えば、数学の勉強をしていて疲れて休むときはどうしますか？ 寝る、テレビを見る……人間の
脳は、右脳と左脳のバランスをとることによって、休養と同じ効果を得ることができます。つまり、
数学の勉強をしていて疲れたときは、国語の勉強をすればよいのです。左脳で論理的思考をした後は、
漢字を覚えるなど右脳を使って記憶するという具合です。右脳左脳をバランスよく使うとシーソー
ゲームをしながら、だんだんとどちらもが上昇し、どちらも成長できるのです。だから、体を鍛え
ることによって心が鍛えられます。また、心を鍛えることによって体も鍛えられるのです。
4

4

4

３．こりつ退治
「こりつ」とは、「こ：こだわって り：利己的に つ：突っ走る」 つまり孤立です。
不を乗り切るために、自分だけ不を最小限にしようとか、脱出に一番乗りしようとか、自分の都
合と自分の感覚でしか考えず、自分の価値観に合うことしか行動しない、他人はどうでもよく、自
分さえ生き残れたらよいなど、「共に生きる概念」がないのです。
私たちは欲望を持って生きています。だから貪欲になってよいのですが、立場を間違うと孤立して、
不から抜け出せなくなってしまいます。

４．誠実に挑戦
自分の立場だけを守ろうとするのは、不実です。誠実の反対。誠実は「共に生きる概念」があります。
相手の都合と相手の感覚、相手の立場で考える余裕があります。だから、柔軟に対応でき、ワンパター
ンにならないのです。
誠実は、「誠実でいよう」という心構えではなく、行動で示さなければいけません。絵に描いた餅
にしないためには、柔軟な対応をする
ために次の３つを共有するように努力
しましょう。それが、 不への挑戦
へのコントロールの２つ目です。
①希望の心：目の前にいる人と希望の
心を共有すること。漠然
としたものでよい。
②手
段：人と共通項を作る。例え
ば、一緒にお茶を飲む、
同じ釜の飯を食う、一緒
に〇〇するなど、時間を
共有すること。
③言
葉：相手と使う言葉を同じに
する。自分が素直な心に
なって、相手を認めてあ
げる、そのために相手の
使った言葉を自分も使う
こと。

JA 総研レポート／ 2009 ／春／第９号

《Ｄｒ . ジョージの心の経営論》『“不への挑戦” へのコントロール』 45

読 書
の 窓 『奇跡のリンゴ
木村秋則の記録』

「絶対不可能」を覆した農家

あきのり

石川拓治＝著
ＮＨＫ「プロフェッショナル 仕事の流儀」制作班＝監修
幻冬舎（２００８年７月２５日）
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部長

吉 田 成 雄 （よしだ しげお）

2006 年 12 月 7 日、リンゴ農家・木村秋則さ
んの回がＮＨＫの番組「プロフェッショナル 仕
事の流儀」で放送された。この回は、異例の大
反響を呼び、700 通ものメールや手紙が、放送
後数カ月にわたってＮＨＫに寄せられたという
（ＮＨＫディレクター・柴田周平氏）。
木村さんはこんなエピソードを津軽弁で語っ
ている。「テレビに出てから、いろんな人から
電話だのＦＡＸが来るようになったのよ。若い
人も多いけど、お寺の住職さんとかお医者さん
とかな、いろんな職業の人からな。この前はコ
ワモテのお兄さんが三人、大きな外車に乗って
この家まで訪ねてきたよ。さすがに恐かったな」
「（略）何の用ですかって聞いたら、『ちょっと
電話に出てもらえませんか』って、携帯電話を
渡すの。電話の向こうは親分さんらしき人でさ、
何を言われるかと思ったら、『テレビ見て、涙
が出た』って言うの。随分久しぶりに泣いたっ
て。それを伝えたくて、三人を寄越したんだっ
て。『あんたといっぺん、サシで飲みたい』っ
てさ」
といった具合だ。
世界中の誰が考えても不可能のはずだった、
品種改良して糖度の乗ったリンゴの無農薬、無
肥料栽培。農薬を使用しないから虫が大発生
し、葉は病気になって落ちてしまう。葉の落ち
た枝に秋には花が咲いて翌年にはもう花芽は出
ない。こんなことを 5 年間も繰り返し、
「思い
つく限りすべてのことは試してみたのだ。けれ
ど、何ひとついい結果は得られなかった。そし
て、今はもう何も思いつかなかった」
家族を貧困のどん底に道連れにし、ついに万
策が尽きる。なぜ、木村さんはそこまでやり続
けたのだろうか？
「ここで自分が諦めたら、もう誰もそれをや
ろうとはしないだろう。自分が諦めるというこ
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と は、 人 類 が 諦 め る
ということなのだと
思った」
だが、その夢はついに潰えた。30 代の木村さ
んは、死を決意し、ロープを握りしめ夜の岩木
山を登る。ロープを木に吊 るそうとして失敗。
ロープを拾いに山の斜面を降りかけて、月の光
の下に輝くリンゴの木の幻を見る。本当はドン
グリの木だったのだが、そんなことはどうでも
よかった。
「六年の間、探し続けた答えが目の前にあっ
た。この椎の木だけではない。森の木々は、農
薬など必要としていないのだ」
「ただ、決定的に違うことがひとつあった。
雑草が生え放題で、地面は足が沈むくらいふか
ふかだった。土がまったくの別物だったのだ」
「自分にはもう何も出来ることはないと思っ
ていたのが、まるで噓のようだった。何も出来
ないと思っていたのは、何も見ていなかったか
らだ。目に見える部分ばかりに気を取られて、
目に見えないものを見る努力を忘れていた」
「リンゴの木は、リンゴの木だけで生きてい
るわけではない。周りの自然の中で、生かされ
ている生き物なわけだ。人間もそうなんだよ。
人間はそのことを忘れてしまって、自分独りで
生きていると思っている。そしていつの間にか、
自分が栽培している作物も、そういうもんだと
思い込むようになったんだな」
だが豊かな実りを実現するまでにはもうしば
らくの時間が必要だった。
そして、「無農薬を始めたときには八〇〇本
あったリンゴの木の、半分近くが枯れていた。
四〇〇本余りのリンゴの木のうちの一本が、七
個の花を咲かせたに過ぎない。けれど、自分の
畑に花が咲くのを見るのはほんとうに久しぶり
だった。大豆を撒いて三年目、すべての畑で農
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薬の使用をやめた年から数えれば八年目の春
だ」
そしてその翌年、９年ぶりに畑一面に白いリ
ンゴの花が咲き誇った。いまから 20 年近くも
昔の話だ。
「私、バカだからさ、いつかはできるんじゃ
ないかって、ただイノシシみたいに突き進んだ
のさ」と語る木村さん。1949 年 8 月生まれなの
にもう歯がない。本書 201 ページには脚立の上
で剪定鋏を持った木村さんが満面の笑みを浮か
べているカラー写真が。一度会ってみたい。そ
ういう人だ。
「人間に出来ることなんて、そんなたいした
ことじゃないんだよ。みんなは、木村はよく頑
張ったって言うけどさ、私じゃない、リンゴの
木が頑張ったんだよ。これは謙遜なんかではな
いよ。本気でそう思ってるの。だってさ、人間
はどんなに頑張っても自分ではリンゴの花ひと
つも咲かせることが出来ないんだよ。（略）骨
身に染みてわかった。それがわからなかったん
だよ。自分がリンゴを作っていると思い込んで
いたの。自分がリンゴの木を管理しているんだ
とな。（略）失敗に失敗を積み重ねて、ようや
くそのことがわかった。それがわかるまで、ほ
んとうに長い時間がかかったな」
著者の石川拓治氏は佐藤さんのことを旧約聖
書のノアの方舟の物語に譬えてエピローグとす
る。「海から遥か遠い場所で、その男は船を造っ
た。洪水なんて来るわけがない。世間の人は確
かそう言って、男を嗤 ったのではなかったか。
それでもその人は、自分の信じるところに従っ
て（略）」。ノアは家族とともに船を造り続けた
……。
だが、佐藤さんはこう語る。「リンゴの実を
ならせるのはリンゴの木で、それを支えている
のは自然だけれどもな、私を支えてくれたのは
やっぱり人であったな。考えてみればよ、カマ
ドケシ（評者注：竈消し）だ、バカだと、周囲
から白い目で見られたのも事実だけれど、そう
いう時でも味方をしてくれる人はいたのな。私
が電気代とか水道代が払えないときにこっそり
払ってくれていた友達もいたし、（略）お金を
借りていた銀行の支店長も、利息だけでも払お
うと思って私がお金をかき集めて行っても受け
取らないことがあった。『それ払ってしまった
ら生活費がなくなるだろう』って言ってな。税
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務署にも赤紙はられたけどな、課長さんは『い
つかあんたの時代が来るから』って、ずっと励
ましてくれていたしな。（略）いろんな人が支
えになってくれたから、私もなんとかかんとか
やって来られたんだよな。リンゴがならなかっ
たときは、とてもそんなことまで考える余裕は
なかったんだけどな、少しずついろんなことが
上手くいくようになって、だんだんそういうこ
とがわかるようになった。（略）人間もさ、一
人で生きているわけではない。（略）華岡清州
という人の伝記を読んだとき、ああこれは私と
同じだなと思いました」
「改革者の孤独」とよく言うけれど、確かに
人は人に支えられているからこそ生きていられ
るし、勇気を持って進んでいけるのだと思う。
ところで、当研究所の今村奈良臣研究所長が、
昨年秋から全国のすべてのＪＡの組合長などＪ
Ａのトップの方々に「組合長の所信」のご寄稿
をお願いしている。今村研究所長は「これまで
御寄稿頂いた方々の『所信』を拝見致しますと、
地域農業の発展やＪＡ組合員とともに歩む新し
い農協改革の路線など大変力強い所信の表明が
あり、私も頭の下がる思いの力作がそろってお
ります」と記している（ＪＡ総合研究所Ｗｅｂ
サイト「所長の部屋」第 85 回、
2009 年１月 21 日）。
改革に真剣に取り組むＪＡの経営者が全国に
存在している。そのご努力には本当に頭が下が
る。リーダーは孤独だ。最後の決断を下すのだ
から。だが、そのリーダーを支援する多くの方々
が存在していることも確かな事実だと思う。
将来を展望するとき、多くの課題が山となっ
てそびえ立っている。だが、改革に挑まなくて
は未来を切り開くことはできない。支えてくれ
る人がいて、支えられる人がいる。だから勇気
を持って改革に取り組めるのだ。
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コラム
…某年某月

ルッコラの想い出（今宵のサラダは胡麻風味）
（社）ＪＡ総合研究所 専務理事

松田 克文 （まつだ かつふみ）

かつての職業柄からか、スーパーなどの青果売り場を見てまわるのが習慣となってい
る。平台に盛られた商材には季節を感じるし、定番棚の品揃えや売価帯には地域の客筋や
客層が見て取れるようで面白い。
先 ご ろ、 近 く の 量 販 店 の ハ ー ブ 類 の 売 り 場 で 懐 か し い デ ザ イ ン の 包 材 に く る ま れ た
「ルッコラ」を見つけた。多少デザインは変わったものの、品名、生産者名などは 10 数年
前のまま。
当時、ハーブといえばパセリかバジルぐらいしかなかった時代に、量販店のバイヤーか
ら周年対応での商品化を頼まれた新顔ハーブ。まずは、種子の調達に、地元ＪＡの協力を
得ての生産者探し。今でこそ、ネットを見ればすぐ分かる栽培方法もまったくの手探り。
ま

周年対応ならばとハウス栽培で、種を段蒔 きとしたまでは良かったが、天気・気温次第で
生育は小松菜よりも気まぐれ。生産者にはハウス栽培での小松菜並みの収入を約束しつ
つ、消費者にとっての適切な分量と魅力ある売価を模索しながら、最初の 1 年は試作、試
食そして欠品と廃棄の繰り返しだった。栽培だけでなく、商品化にあわせて包材開発も１
からのスタート。学名は「エルーカ」、英名は「ロケット」、和名は「キバナスズシロ」、
そしてイタリアでは「ルーコラ」または「ルッコラ」と呼ぶそうだが、当時、百貨店の野
菜売り場でも見かけることがなかったハーブの品名を「ルッコラ」として定着させたのは
内心自分だとの思いもある。
折しも「イタ飯」ブーム始まりのころ、デザイナーさんのアイデアも借りてイタリア国
旗の 3 色をベースに、キャラクターにはエプロン姿のイタリアの母をイメージ。包材や梱
包用のダンボールもメーカー段階から選定し、
「 カリウムはほうれん草の 3 倍！」とか「サ
ラダに胡麻の風味を」なんていうキャッチに成分表示、原産地や生産者名の明記など、な
んとか消費者に食べてもらえるよう工夫もした。販売拡大や安定出荷に向けて、夏場の北
海道での栽培にもチャレンジした。
そんな昔のことを思い出しながら、あの時、商品開発に協力してくださった多くの人た
ちのおかげと感謝し、横で買い物をする妻の目を盗んで、そっと「ルッコラ」をカゴに入
れた。今宵のサラダは胡麻の風味で……。
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編集後記
今号の基調テーマは、
「逆転の発想とイノベーション」として企画編集を行った。コラムは久
しぶりに今村奈良臣研究所長にご執筆いただいた。論説は当研究所運営委員の小田切徳美明治
大学教授にお願いした。黒川愼司客員研究員には、山地畜産・酪農のパイオニアである島根県
木次町の佐藤忠吉さんの取材をお願いした。草食動物である牛と豊富な草資源の活用という逆
転の発想の背後にある「独立自営農民」の動じない矜持を知った。また、宮崎県ＪＡ尾鈴管内
の有限会社尾鈴ミートの遠藤威宣社長への取材で柳はイノベーションの生起要因を「気付き」
と「穴埋め」といった行動に、また、秋田県ＪＡ秋田おばこの女性大学の取材から小川はそれ
を「芽吹き」として捉えた。理論化ができれば面白い。
また、今号は、平成 20 年度研究成果のサマリーを掲載することにした。Ｗｅｂ調査による
消費者ニーズ・消費動向調査４回分（米・野菜・肉・果物）から「内食回帰」の流れの紹介を、
統括研究プロジェクト研究課題については食料・農業・ＪＡの各チームの研究成果サマリーを
掲載した。
「シリーズ『このひと』と」
（新連載）で今号では長野県中野市の清水照子さんを紹介した。
「コ
ラム 某年某月」
（新連載）では当研究所松田克文専務理事が「ルッコラの想い出」を執筆した。
根岸久子客員研究員のＪＡ広島ゆたかの国産レモンのブランド化や、Dr. ジョージの「 不への
挑戦 へのコントロール」も含め、何らかの形で「イノベーション」につながる編集となった。
（基礎研究部長兼企画総務部付企画担当 吉田）
私は毎日最寄りの駅までバスに乗って通勤していますが、自宅からバス停までの小道が大好
き。道の両脇にある農家の庭先には季節ごとに色とりどりの花が咲き、色で、香りで、通勤時
の少し沈みがちな気持ちを盛り上げてくれます。近所の犬たちはワンワンと元気に走りまわり、
梢ではかわいい小鳥がさえずっています。なんだかみんなが応援してくれているよう。よし、
今日もがんばるぞ！
でもなかでも一番元気をくれるのが、いつもすれ違う１人のおじいさんです。
そのおじいさんは毎朝同じ時間にその道を散歩しています。毎日すれ違ううちに、いつしか
どちらともなくあいさつをするようになっていました。「おはようございます。今日は寒いです
ね」
「あ、梅の花が咲いたようですよ」などと、バスの時間を気にしつつ簡単な会話を交わすのは、
私の毎日の楽しみでもありました。
ある朝、いつもどおり向こう側からおじいさんがやってきました。「おはようございます」と
あいさつをすると、すれ違いざまにおじいさんがこうおっしゃったのです。「いっしょにダンス
を踊りませんか」
ダ・ダンス？ 突然のお誘いに絶句する私。「すみません、たしなみがないもので……」
。う
なだれて答えると、おじいさんは残念そうに「そうか、今度ダンスパーティーがあるから僕と踊っ
てほしかったんだけどな」と笑って去っていかれました。
おじいさんのかくしゃくとした後ろ姿を見送りながら、しばしボー然。でもしばらくすると、
なんだか温かな気持ちが胸いっぱいにひろがりました。おじいさんと私が手に手を取ってダン
スを踊っているシーンを想像し、１人バスの中でにやけてしまいました。高齢者・高齢者って
いうけれど、私たち現役世代よりもずっと元気でさわやか。次に誘われたときにはどぎまぎし
ないように、簡単なダンスのステップくらいは練習してみようかと本気で考えている私でした。
これぞ私のイノベーション！？
（基礎研究部企画調整室長 小川）

ご意見・ご感想をお寄せください
『ＪＡ総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人ＪＡ総合研
究所の機関誌です。読者の皆様のご意見やご感想をいただき、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、本誌に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
【送付先】 ＦＡＸ：０３−３２２２−０００２
〒１０１−０００３

東京都千代田区一ツ橋２−４−３

社団法人ＪＡ総合研究所『ＪＡ総研レポート』編集部
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