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地域の疲弊のなかから地域を興す手段を見いだす

今号のテーマは「地域を興す——だれが興す、なにで興す」である。現下の地域社
会の状況を見ると、程度の差はあるにせよ、これまでも決して良い状況ではなかった
ところに、世界同時不況のあおりを受けて地域経済の一層の低迷が目立つ。先日、私
の住む地域の近辺でも、○○自動車は国内生産を△割減産する、というニュースが流れ、
そのメーカーの工場がある地域からは明らかに落胆の声が聞こえるようだ。産業招致
による雇用と税収等を期待した地域経済にとって、大きな機会喪失による落胆である。
総務省が 2009 年 10 月２日に公表した地方公共団体の「平成 20 年度決算に基づく健
全化判断比率・資金不足比率」では、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、
将来負担比率、資金不足比率の各指標によって、財務の健全化・資金不足状況を診断
している。その中の参考資料として、資金繰りの程度を示す実質公債費比率が 18% 以
上である団体を集計している表があり、全国 1798 市区町村のうち 396（22%）が該当し、
町村に限ると 26% となっていて、地方に行くほど自治体の財政が厳しいことを物語っ
ている。この公表資料で私の住む自治体を見ると、それぞれの指標が全国平均よりも
健全であり、ここ数年の種々の公共サービスを削減している実態を見てきた身にとっ
ては「えっ、これでも良い方なのか」と思ってしまい、過疎化に悩む地方では想像以
上の厳しさだろうと思った次第である。
これはカネの面の一例であるが、地域ではヒト、モノ、カネの捻出に苦労している
ことが容易に想像できる。かかる状況下で「地域を興す」には、ＪＡの存在感が一段
とクローズアップされるであろう。しかし、ＪＡの経営資源にも限りがあり、これら
を補うには発想の転換・アイデアで勝負することだ、とよく言われる。そのとおりだ
と思う。では、具体的に振興策を見いだすにはどうすればよいのか、と考える時点で
なかなかアイデアが浮かんでこないのも実情であろう。
私事であるが、現在、ＪＡ全中教育部主催の研修に参加している。そのカリキュラ
ムの中で、客観的に自組織や地域のポテンシャルを見いだす１つの方法として、マー
ケティング戦略策定などでよく使われているＳＷＯＴ分析注）を行った。古典的ともい
える手法ではあるが、その研修過程を通じ、地域を興す新たな取り組みを見つけるた
めにも、この手法などを試してみるのもよいのではないかと思った。すなわち、組織
内の強み・弱み（ヒト、モノ、カネ、経営管理、ノウハウ、技術力、知名度・ブラン
ド等）を書き出し、外部環境（政治・法令、市場動向、技術動向、地域の期待、競合
他社の行為）などの視点から、積極的施策、差別化等の対策を導く手法で、組織の新
たな一面が見えてくることが期待できる。
この手法によりいくつかのアイデアが浮かんだ場合、どれを採用するかということ
になるが、今号で紹介された先進事例には、いずれも「何を目指して」「何のために」
という目標が明確になっていることを見ても、この目標を判断の軸として手段を選ぶ
ことが肝要であろう。なお、その戦略を実践する上で、リーダーに必要とされる心構
えとして、私が受講する研修ではこうも教える。すなわち「他人の忠告や助言は選ん
で聞け」（童門冬二『［新装版］勝海舟の人生訓』ＰＨＰ研究所、2008 年）と。
（社）JA 総合研究所 常務理事
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論 説

地域資源を商品化し地域産業をコーディネートするＪＡの役割

—— ＪＡ甘楽富岡の「地域総ぐるみマーケティング戦略」

特定非営利活動法人 アグリネット 理事長（元 ＪＡ甘楽富岡

営農事業本部 本部長）

黒澤 賢治（くろさわ けんじ）

１．激変する環境
わが国の食産業規模（飲食費の最終消費額）は 2000 年の 80 兆 3000 億円から 2005
年には 73 兆 5000 億円（その内訳を見ると生鮮品が 13 兆 5000 億円〈18.4％〉、加工品
注 １） 資 料：総 務 省 他
９府省庁「産業連関表」
を基に農林水産省試算。
出典：農林水産省編『平
成 21 年 版 食料・農業・
農村白書 参考統計表』。
注２）資料：トヨタ自動
車、 本 田 技 研 工 業、 日
産自動車、マツダ、スズ
キ、三菱自動車工業、い
すゞ自動車、ダイハツ工
業、富士重工業、日野自
動車、日産ディーゼル工
業の計 11 社の各社有価
証券 報 告 書（平成 21 年
3 月決算時〈日産ディーゼ
ル工業は平成 20 年 12 月
決算〉）より作成。
出典：
「業界動向サーチ」
（http://gyokai-search.
com/3-car.htm）による。

が 39 兆 1000 億円〈53.2％〉、外食が 20 兆 9000 億円〈28.4％〉）に低下した注１）。
わが国を支える基幹産業の１つである自動車業界の規模（主要企業 11 社の売上高計）
を見ると、2007 年の 62 兆 3000 億円から 2008 年には 49 兆 4000 億円に大きく落ち込ん
でいる注２）。これに対してわが国の食産業の規模は、デフレ経済環境で進む所得水準低
下傾向と所得格差拡大、および超高齢・人口減少社会の進行もあって近年縮小傾向にあ
るものの、依然 70 兆円規模にあり、その額は小さくはない。
自動車産業のみならずこれまでわが国の経済を支えてきた「資源輸入加工型産業」が

ちょう らく

凋 落を見せるなかで、産業活性化に向けた新たな成長分野が模索されるようになった。

新たな成長分野として「農業」や「環境」をキーワードとした新規事業開発・産業起こし
の段階から本格的な産業システム化への胎動が始まってきている。
確かに農業について見ると、追い風が吹いてきたとはいえ国内農業は依然として従来ど
おりの 20 世紀型システム（飼料・肥料原料等を海外からの輸入に頼る農業）に依存して
おり、わが国はいまだに国際穀物メジャーの安定的顧客と呼ばれている。
しかしながら、資源の再生・循環を前提として展開される生命総合産業としての農業分
野だけが、21 世紀型産業のキーワードである「環境」を真にとらえ、環境分野の課題解
決力を併せ持つ先端産業となり得る可能性が感じられる産業ではなかろうか。
現在、農業分野には、異業種産業や食関連産業による参入が相次いでいる。これには
さまざまな形態があり、外食産業の直営農場や大手量販店の資本参加型農業法人設立、
あるいは流通業界による農業法人組織化といった動きが活発化している。
こうした動きも視野に入れつつ、これからの農業・農村の発展戦略を考えることが極め
て重要だと考えている。
さて、食品流通業界を見ると、食品卸の機能多様化とメーカーとの分業化が急速に進
行している。大手食品卸の売上高を見ると、2008 年度の連結売上高は、国分（独立系）
１兆 4715 億円（2008 年 12 月期）、菱食（三菱商事系）１兆 4023 億円（2008 年 12 月期）、
日本アクセス
（伊藤忠商事系）１兆 3677 億円
（2009 年 3 月期）、伊藤忠食品
（伊藤忠商事系）
6047 億円（2008 年 9 月期）、三井食品（三井物産系）5013 億円（2009 年 3 月期）となっ

注３）出典：各社Ｗｅｂ
サイトの「会社案 内（事
業概要）」等による。

ている注３）。
こうした食品卸および商社は、大手量販店・コンビニエンスストアを系列取引化しつつ
し れつ

あり（図）、こうした大型連合同士による熾烈な競争が繰り広げられている。また、海外
産地を巻き込んだ「食品グローバル化戦略」はすさまじい勢いで進行している。
こうしたなかで系列化・グループ化による合理化・流通コスト削減による効率化を最優
先としたアウトソーシング機能・パッケージセンター（ＰＣ）機能を持つ「巨大物流センター」
が出現している。量販店や百貨店などでも自社の物流センターをアウトソーシングして、商
社の巨大物流センター網の傘下に入るものが増えている。
農産物・食品についても、食肉、魚介類、乳製品等をまとめて巨大流通センター内で
すべて一括管理し配送するシステムが構築されてきている。商社では生鮮品のみでなく、
なか しょく

総菜や給食といった中食の商品も取り扱っていることから、例えばセンターに持ち込まれ
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【図】商社と大手小売 業 の 提 携 状 況
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図注）：→は出資。数字は比率（発行済みベース）。
（

）内の数字は 2008 年度連結売上高。

出典：2009 年 10 月 22 日付『日本経済新聞』
（朝刊）「伊藤忠、ユニーに出資」等を基に（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部長 吉田成雄作成。
参考）伊藤忠とユニーの資本提携は、伊藤忠が 2010 年３月末までに株式市場で３％のユニー株を買い集め、金融機関などを除き実質的に筆頭株主になるというもの。伊
藤忠は消費市場の拡大が続く中国でのユニーの店舗展開に協力し、伊藤忠が出資する中国の食品最大手、頂新グループが全土に持つ調達・物流網を活用する。また、日本
国内では、契約栽培事業に共同で取り組み、伊藤忠が開拓した農業法人などから安全な農産物を調達し、ユニーや提携する関西のイズミヤ、四国のフジなどの店頭で販売
するという。

た野菜はすべて無駄なく何らかの用途に使い切ることができるというメリットが生じてい
る。
こうしたことが結果としてもたらすフードシステムにおける流通構造変動は、従来の卸
売市場を中心に組み立てられてきた制度や仕組みを根底から変えてしまうことに注意を払
う必要がある。例えば卸売市場については、農林水産省が 2011 年４月から実施する第９
次卸売市場整備基本方針を策定するため、2009 年 10 月に「卸売市場の将来方向を検討
する研究会」を設置し、消費実態の質的変化・需要の縮小、小売業者・産地の大規模
化に伴う取引の変質といった環境変化に対し、卸売市場の対応の検討を急ぐ理由もこう
したことにある。
このことは、これまで大手量販店（ＧＭＳ〈 ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア〉
：
総合スーパー）の巨大化とともに進行・拡大してきた、川下（ＧＭＳサイド）による川上（農
業生産サイド）へさかのぼる支配力の衰えを意味する。ＧＭＳ形態の店舗売上高が減少
を続けるなかで、むしろ巨大物流センター網を擁する商社等といった川中の支配力が高ま
りつつあるという意味で、川中による川下・川上双方への流通支配力が強まってきている
といえよう。
元来、卸売市場が、集荷・分荷機能を有し、セリ等による価格発見機能を武器に物流・
商流・情報流の枢要なポジションを占めていた。ところが大手量販店の流通支配力が高
JA 総研レポート／ 2009 ／冬／第 12 号
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まるとともに既存の卸売市場制度そのものに大きな揺らぎが生じた。そしてさらに進んで、
巨大物流センター網を擁する商社等が流通の支配権を獲得しつつあると見ることができ
る。
もちろんＧＭＳが苦戦する一方、食品スーパーやファーマーズマーケット（農産物直売
所）は伸びてきている。食品スーパーなどでは中央卸売市場からの転送に依存しない地
元の新鮮な農産物等をいかに品揃えできるかが、生き残り・差別化のポイントとなってい
る。地方卸売市場にとってはこうした需要にいかに積極的に応えられるかが生き残りのポ
イントとなる。安定的な契約農家などからの仕入れを積極化するなどファーマーズマーケッ
トとの競合も予想される。
一方、続出する食品トラブル事案・事件が、食の安全性への不信の高まりを招いた。
その結果、こうした消費者の不信感を払拭するため、ＩＳＯ 9000（品質マネジメントシス
テム）・ＩＳＯ 22000（食品安全マネジメントシステム）、あるいはＨＡＣＣＰ（危害要因〈ハ
ザード〉分析に基づく必須管理点）といった認証取得等が求められるようになり、それが、
食品産業においては最低の義務となってきている。しかしながら、生産者・製造業者に
はこうした認証取得・維持等のコスト負担は重くなる一方、必須事項として一般化したこと
で、それらの努力が商品のグレードアップや付加価値向上にはつながらなくなっている。
こうしたなかで農業生産においてもＧＡＰ（適正農業規範〈農業生産工程管理〉）やＩＳＯ
9000 の認証を取得することが求められるようになっている。
以上のコスト負担は中小規模の生産者・製造業にとって重荷となっている。

２．消費者ニーズの変化と新市場の多様性
こうした動きとともに、消費者ニーズの変化や、あるいは大企業には手を出しにくい隙
間市場に活路を見いだす動きなどさまざまな「新市場」に目を向けることは重要である。
こうした消費者ニーズの変化や新市場の多様性を認識することが、
「地域の農産物・農産
加工品・地域資源」を活用し「地域を興す」ための柔軟な発想や的確な判断力を持つた
めに不可欠であるからである。
ではそのいくつかをランダムに挙げてみよう。こうした市場が生まれてきた環境変化や
背景も含めて、取り上げた意味をなんとなくお分かりいただけるだろう。
①コンシェルジュ市場（ランキング上位商品を集めたセレクトショップ）
②非同期市場（「一斉」から「めいめいに」）
③シチュエーション市場（オムロンが開発した「グーパス」情報発信システム）
④二極化市場（ＱＢハウス〈1000 円の床屋〉、はなまるうどん〈100 円のうどん〉など激
安の一方で、ルイ・ヴィトンショップなどの高級ブランド）
⑤トレーサビリティー市場（生産履歴開示商品）
⑥熟年者必須アイテム市場（カルチャー用品、トラベル・登山用品など）

３．ピンチはチャンス、足元に「地域を興す」チャンスを見つけよ
――「地域総点検運動」からスタートしたＪＡ甘楽富岡の経験から
環境の大きな変化はＪＡと地域農業にとって大きなピンチをもたらすものとなるかもしれ
ない。だが視点を変えて見るとピンチは大きなチャンスともなり得る。
そこで、ＪＡ甘楽富岡がかつて直面した地域農業の壊滅的危機と、それをどのように克
服してきたのかについて、当事者であった私の体験のなかから事実関係を整理しつつ、ピ
ンチをチャンスに変えるために必要な取り組みやその考え方を紹介したい。このことで
「地
域を興す」ことについて、
「だれが」
「なにで」といった基本的なことについてなんらかの
ヒントを汲み取っていただければありがたい。
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（１）地域農業の崩壊と再構築 ―― 最後の手段はＪＡ合併
ＪＡ甘楽富岡の管内農業は、養蚕とコンニャク生産が中心であった。ところが地域農業
を永年支えてきた養蚕、コンニャク生産が、輸入自由化のなかで壊滅的な崩壊を見せた。
1980 年代前半の農産物販売高は約 80 数億円であったが 1989 年の農産物販売高は 10
億円に激減した。養蚕はピーク時（1979 年）の販売高 50 億 1800 万円が 1994 年には
５億 2900 万円と 10 分の１近くにまで激減（2004 年には 100 分の１以下の 4700 万円）。
コンニャクはピーク時（1981 年）の販売高 33 億 1200 万円から 1994 年には６分の１以下
の５億 3300 万円にまで激減した。
しかしながら、崩壊した主要品目の代替作目はなかなか定着しなかった。そこには既
存の品目へのこだわりが阻害要因として立ちふさがっていたことも事実である。また、中
山間地域で、しかも「米」を作れない産地として周年生産体系（養蚕であれば年間４蚕期・
コンニャクは加工品であるため、それぞれの組み合わせで年間を通じ現金収入を得ること
ができた）を再構築することは容易なことではない。また、それができなければ他産業
就業が有利であり、米以上の収入を得られる付加価値が付く農産物以外は地域には定着
しない。これが現実だった。
確かに、中核生産物を失った産地の惨状は深刻であった。1979 年ごろの養蚕・コン
ニャクの販売高のピーク時から 1989 年までの 10 年間で他産業への流出者は 2480 人とな
そう えん

り、労働力を失った村落の生産力は激減した。また、起伏の激しい桑園跡地は遊休荒廃
農地化した。その面積は 1300ha を超えた。
こうした地域基幹作目の産地崩壊は管内全域に及ぶ共通課題であった。管内市町村で
は農村工業導入など、農業に代わるさまざまな地域再生策が図られたが、バブル崩壊の
とりで

時期とも重なりいずれもうまくいかず手詰まりとなった。そして最後の砦がＪＡであり、ＪＡ
を中核とした「農業による地域再構築」という方策のみが残されていた。
いや応なしに、ＪＡ、商工会、市町村等による地域の危機感の共有が図られるなかで、
ＪＡの広域合併の実現に向けて 1980 年代後半から研究会が設置された。新しいＪＡ像に
ついて検討が行われるなかで、金融自由化対応を動機とすることが多かった他のＪＡ合併
とは異なり、ＪＡ甘楽富岡のケースでは、農業の生産体系を再構築し、いかに産地を復興
させるか、それを後押しするための営農事業を基幹とするＪＡをいかにつくるかということ
が徹底的に検討された。農業再生を目的とし、その手段としてのＪＡ合併が計画されたの
である。
（２）再構築へ向けたどん底からのチャレンジ
1994 年３月、当時の５つの総合農協と１つの専門農協が合併しＪＡ甘楽富岡が誕生する。
だが、５億円余りの繰越欠損金を持っての厳しいスタートだった。この合併を契機に、地
域農業の拠点整備がスタートした。その２年後に事業本部制を敷き、営農事業本部が誕
生している。
合併を契機にいよいよ開始した地域再生のスターティングポジションは「わがまち、わ
がむら」の実態調査を実施することであった。具体的には地域農業振興計画策定に向け
た「地域総点検運動」を 1994 年９月から開始した。
この運動の基本発想は、管内の実態を熟知したＪＡの理事者からの提案であった。Ｊ
Ａ理事者が中核リーダーとなって、当時のＪＡ管内の自治体１市３町１村（ＪＡは 23 支所）
がすべて同一システムで同時に実践する「地域産物」の掘り起こしがスタートした。
1994 年４月には、ＪＡ合併のスタートに際し、関係行政体とＪＡが「甘楽富岡農業振興
協議会」および「営農連絡会」を設置した。
こうしてＪＡの支所を単位に 21 ブロックで「意向調査」と「事業別アンケート調査」を
併せて実施し、これまで生かされていなかった「地域力」となる産物・人材・食文化等の
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さまざまな潜在的資源を顕在化させるための情報を収集した。
この結果、
「後継者がいない」と言っていた「人材」として、これまで表舞台に登場し
てこなかった中高年者や女性の存在が浮かび上がってきた。また「 作る作目がない」と
言っていた「作目」として、養蚕やコンニャクの陰に隠れていた 100 を超える栽培品目が
発掘されたのである。これまで思い込んでいたこととは逆に、農業に意欲を持つ多様な人
材と山間の狭い畑で栽培されている多種多様な作目という「地域力」となる潜在的な資源
が豊富に存在していた。あとはＪＡが中心となって、生産をシステム化し、いかに販売する
かであった。
計画策定で必要となる地域内合意形成については、ＪＡの地元理事者を中心にブロッ
ク営農センター長や当該支所長が事務局となった「支所運営委員会」での合意を得た上
で、市町村単位の「営農連絡会」で集約し、最終結論を「甘楽富岡農業振興協議会」に
付託することで計画を作っていった。
こうして、2000 年３月から振興計画「ベジタブルランドかぶらの里農業振興計画」がス
タートし、合併計画で樹立した絵に描いた餅的な計画からボトムアップ型計画へと転換し
た。
そして、標高 120 ～ 940 ｍに分布する農地（当時、1300ha に及ぶ遊休荒廃農地が存在）
を活用し、さらには調査で収集した情報からピックアップした 108 品目に及ぶ「少量多品
目」の農産物を「標高差リレー栽培」で「周年計画生産・計画販売」を実現し、実践す
るための周到な準備を行った。
具体的実践に当たっては、農業に取り組む多様な人たち――中高年・女性・新規参入
きんたけ

者からプロ農家、あるいは菌茸生産者、畜産農家がそれぞれの成長段階に従ってステッ
プアップを重ねられるよう、
「ベジタブルランドかぶらの里農業振興計画」の下に次の４つ
のプログラムを同時にスタートさせた。
①「チャレンジ 21 農業プログラム」――中高年・女性・新規参入者（アマチュア・セミ
プロ対象）
――これは、地域の潜在的可能性の発見に挑戦した農業生産誘導型プログラムとし
て位置付けている。
②「重点野菜推進プログラム」――プロ農家が８品目の野菜を中心に産地形成
――これはプロ生産者育成と産地形成を目指すもので、管内共通の重点品目（８品目
：
露地ナス・オクラ・タマネギ・タラの芽・ニラ・菌床キノコ・柔らかネギ・ブロッコリー）
の産地化を図るプログラムである。
③「林産資源循環型プログラム」――日本一の産地になった菌茸生産者対象
――地域の基幹作目であるシイタケを中核とした林業資源リサイクル型のプログラムで
ある。
④「チャレンジ 500 プログラム」――中山間地畜産の決め手として、繁殖和牛 500 頭
注４）自動車のレンタカー
をもじった草食動物の牛
（カウ）を貸し出し、遊休
農地などの除草を人力に
よらずに行い、農地として
復活させる取り組み。

拡大および不耕作地解消への「レンタカウ」注４）の取り組み
――これは、
「チャレンジ 500

繁殖和牛高産地化」プランと「レンタカウ制度」を

活用した遊休農地解消対策を併せて実施するものである。
計画の実践に当たっては、ＪＡの地元の理事者が地域リーダーとして先頭に立って管内
の作業をフォローした。特に営農アドバイザリースタッフとの連携による管内主幹品目の選
定作業の実践は、ＪＡの役員の重要な役割であった。
また、地域個別の「営農提案推進」のリストの作成は、組合員をその営農レベルに応じて、
アマチュア・セミプロ・プロ・スーパープロの４群に区分したクラス別営農群を決めるポイ
ントであった。このため、ＪＡ理事者のアドバイスを参考としながら慎重に進めた。
この「営農提案推進」のリストは、多品目少量生産の仕組みの確立を目的とする「チャ
レンジ 21 農業プログラム」への参加を促すために不可欠であった。
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【参考】チャレンジ 21 農業プログラムの仕組み
・ 参加する会員（ 直売所「食彩館」への出荷会員）は、初期投資 40 万円と 40a
の農地（うち 10a はパイプハウス）でスタートする。
・ 作目は重点野菜１品プラス３～４品で周年生産。販売高 200 万～ 300 万円を
目標とする。
・ 対象者は土地所有型組合員・自給自足型組合員・中高年・女性・新規就農者等
の多彩なジャンルの方々の総参加就農体制とした。
・ まず生産物は「直売所」で自己完結型販売からスタート。売れ残りは自ら引き取
り処分する。
・ 直売所は新規生産者のトレーニングセンターとしての役割を果たす。
・ 直売所の販売実績を評価し、質の高い農産物が作れるようになった生産者は「イ
ンショップ店」
（量販店等の店内直売コーナー）への出荷・販売へとステップアッ
プする。
・ ＪＡ甘楽富岡を起点に県内・県外・都内にネットワークされた「インショップ店」
はすべて「予約相対複合取引システム」により「ロス・ゼロ」の買い取り制での販
売である。
・「チャレンジ 21 農業・栽培指針」をテキストとした通年講座（60 回）の実施とＪ
Ａの営農指導員やアドバイザリースタッフ（ＪＡが委嘱した生産者部会員）による
フォロー体制がある。
・「やりがい・生きがい」を創出するライフ・スタイル・フィット型営農体制としている。
・ 会員拡大は営農事業本部・各支所の連携により恒常的に取り組んでおり、参加
する会員は開始から５カ年間で 1560 人にまで増大した。
・「チャレンジ 21 農業プログラム」の会員による生産の基本コンセプトは「おすそ
わけの心」を持って、
「旬の味を旬の時期に生産」する「少量多品目生産」が基
本となる。
（３）地域資源の掘り起こしと情報のデータ化
以上の取り組みの計画づくりと実践には、情報の共有とデータ化、データ活用という
視点が明確に存在している。
まず、
「地域総点検運動」をベースにしたことである。地域資源（人材・産物・気候風土・
食文化等）を掘り起こし再発見した。その情報を共有し、それをベースにして計画づく
りを行った。それが、地域のオリジナリティー（独自性・他にない魅力）を地域全体で
確認・共有することで、直売所・集出荷施設・総合パッケージセンター（ＰＣ）などの生
産活動の拠点化づくりへとつながった。
ＪＡの営農事業の弱点は、
「組合員個別経営体」の実態を意外に把握できていないこ
とにあると思う。ＪＡ甘楽富岡では、ＪＡデータ（共済・信用・販売・購買・土地利用）
を活用した個別経営体の実態を把握する「営農台帳システム」
（営農データ）を作成し、
活用している。それにより、組合員の営農事業への参画形態（販売型組合員・自給自足
型組合員・土地所有型組合員）をつかむことができ、組合員のポジショニングを明確化
することができる。
また、
「組合員の意向調査」
「事業別アンケート調査」
「事業報告会」等でつかんだ情
報をデータ化し、分析することで方向性を共有化できる。
そして、個別経営体の情報のデータ化は将来の事業参画・利用率等を予測しながら、
きめ細かな組合員ニーズへの対応や総合営農事業の普及定着のために大いに利活用さ
れている。
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（４）「地域総ぐるみ」の計画策定と実践
――「計画責任」
「実践責任」
「結果責任」を分担共有

あい つど

ＪＡ甘楽富岡の取り組みの特徴は、農業に関係するすべての利害関係者が相集ってプ
ログラム原案を策定するとともに、
「計画責任」
「実践責任」
「結果責任」を分担し共有す
ることにある。このため、市町村・ＪＡ・組合員共有のプラン化と綿密な目標管理プログ
ラムが策定される。
こうした計画策定等を円滑に進めるため、
「甘楽富岡農業振興協議会」とは別に甘楽
富岡農業振興協議会の構成機関（市町村・普及センター・ＪＡ）から選出されたメンバー
による「地域農業振興計画」策定プロジェクトチームを設置している。
当然のことだが、さまざまな欲求すべてを解決することは容易ではない。だからこそ参
画した組合員や地域住民が価値観を共有することが極めて大切になる。そのためには、
あらゆる協同活動・事業活動に対して「学習活動の場」を提供することで、情報と価値体
系が共有される仕組みづくりが重要な手法となる。協同組合運動の基本には、組合員や
関係者が共に学ぶ「共育」があるべきだと考えている。加えて個別経営体の努力から生
み出される数々のノウハウを共有し、普及・定着させる仕組みづくりも重要である。
現場目線の学習活動は「地域力」を高めるだけでなく、参画者共有の成功体験がさら
に新たなチャレンジ精神を生み出す原点となることを忘れてはならない。
（５）多元チャネルをコーディネートするＪＡ販売事業
注５）ＪＡ甘楽富岡の複
数の販売チャネルは次の
とおり。①地場消流・直
売システム、②インショッ
プ販売、③ 総合相対複
合 取 引、 ③ Ｇル ート市
場 販 売（ ＪＡ 販 売 の 最
高品として位置付け。Ｇ
は Good と群馬を意味す
る）、④直販システム。

ＪＡ甘楽富岡の営農販売事業の特徴は、複数の販売チャネル注５）を持ちながら、それ
ら多元チャネルをバラバラにではなくＪＡが主体的にコーディネートし、
「生産者手取り最
優先」と「販売事業の自己完結」を同時に達成しようとしているところにある。

こうした取り組みの結果、1980 年代前半の農産物販売高約 80 数億円から 1989 年に
は農産物販売高が 10 億円に激減するといった地域農業の壊滅的状況からの回復を達成
し、デフレ経済環境のなかではあるが、2008 年度の農産物販売高約 84 億 8400 万円となっ
ている（表）。
【表】JA
  甘楽富岡の販売高
（ 単 位：千円）
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資料：ＪＡ甘楽富岡調べ。
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４．まとめにかえて
冒頭に紹介したように農産物・食品をめぐる市場環境は激変している。今号の基調テー
マ「地域を興す――だれが興す、なにで興す」を考えるに当たって、ＪＡ甘楽富岡が経
験してきたことは１つの特別なケースではないと思う。
環境が大きく変わりつつある今、
「地域資源を商品化し地域産業をコーディネートする
ＪＡの役割」への期待は大きいと考えている。
そこで少し私の考えを整理し提案することとしたい。
まず、押さえておきたい大きなポイントは、ＪＡの「営農経済事業」について、長いＪ
Ａ事業活動やＪＡ運動のなかでさまざまな論議と変遷があったものの、本質に深く切り
込んだ抜本的な組織討議や、本来の「あり方」を問いつつ、抜本改革をスケジュール化
し実践行動するといったことは、かつてはタブー視されてきた。だが、2006 年 10 月の
第 24 回ＪＡ全国大会を契機に、たとえＪＡの本来事業といえどもＪＡを経営体・運動体
として根底から見直し、事業改革を断行して組織としての本来的機能の発揮と組合員か
らの付託に応えることを目的とした「営農経済事業改革」にＪＡグループが大きく踏み出
したことである。
しかしながら、ＪＡ営農経済事業のなかで、
「販売事業」ほどさまざまな個別型施設
機能を所有しながらも「マーケティングまでの完全なアプローチライン」ができていない
事業はない。言い換えれば、販売事業の事業体制自体が、
「原材料販売・出荷型システム」
であって、
「商品販売システム」になっていないのである。これからはバーコードの付いた
「商品」に仕上げるところまで完結できなければＪＡの販売事業は成立しない、と考えて
いる。
産地のＪＡと消費者を結ぶラインには、さまざまな事業や産業が介在している。パッケー
ジセンター（ＰＣ）
・カットセンター・ピックセンターは、産地オペレーションがベストであり、
大量の雇用と大量の出荷包装資材を使用する。
従って、こうした「販売事業」を成立させる取り組みと努力は、ＪＡから見れば、利用・
加工・直販・購買事業が大幅にグレードアップすることは事実である。また、販売事業
は組合員との信頼関係を増進するとともに、ＪＡの他の事業に波及効果をもたらすこと
は言うまでもない。
最後に、本論の始めに述べたような産業構造の大きな変化のなかで、
「ＪＡとＪＡグルー
プの機能分担型事業のあり方」や「全国ネット型産地リレー栽培」、あるいは「ＪＡ間連
携による新規事業創出」、さらには「施設等の共同運営」等について、新時代のＪＡの
あり方を検討し実践に移すべき時期に来ていると考えていることを記しておきたい。
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提

言

星野村の紹介と地域（村）興しについての提言
福岡県八女郡星野村 （前 ＪＡふくおか八女 代表理事副組合長）

末﨑 照男（すえざき てるお）

私は、ＪＡ役職員として 43 年間奉職したＪＡふくおか八女を 2009 年６月に退任
し、はや５カ月が経つ。ここにあらためてわがふるさとである星野村を紹介しながら、
地域からの提言をさせていただくこととする。

１．地域の特徴
星野村は福岡県の南部（ＪＡふくおか八女管内の
東部）に位置し、東は大分県に接し、南は熊本県に
くま ど やま

程近い山間地にある。また、熊渡山を源流にする星
【写真】末﨑照男氏

福岡県

野川が流れ、矢部川に合流して有明海に続いている。

福岡市

集落は渓谷沿いに散存し、渓谷の斜面に畑や水田が
広がっている。東西に長く盆地のような地形である
ため霧が発生しやすく、良質茶（玉露茶）の生産に

大分県

佐賀県

適している所である。また、夜空の星が美しい村と
しても全国的に有名である。

星野村
有明海

熊本県

２．歴史
だ ざい ふ

つち あな

だい えん じ

歴史は古く、奈良時代には大宰府の寺領であった星野村土穴（地名）に大円寺が
むろ やま

建てられ、鎌倉時代には紀州熊野から勧められ室山神社が建てられている。さらに
戦国時代には豊臣秀吉に対抗したり、島津の武将として活躍したといった歴史資料
が残っている。また、江戸時代には金山が発見され採掘されたと古い書物に記録さ
れている。

すえ ざき き いち

ちゅう だ

明治時代の終わりごろ、当時の末﨑嘉市氏、田中 忠 太氏が京都宇治に出向き茶の
勉学をし、当地で茶の栽培に取り組んでいる。大正時代初期に再度、金山の採掘が
復活し、茶業と金山が盛んになって、今日の基礎となっている。
【写真】星野川の清流

３．星野村の茶業
現在の星野村は、林業、茶、花木の生産が盛んである。林業は一部の人が主であ

注）茶葉を摘み取る１
～ ２ 週 間 前 に、 茶 園 を
ひ
ヨシズやワラで覆い（被
ふく
覆栽培）
、
日光をさえぎっ
て育てたお茶をかぶせ
茶 と い う。 な か で も 玉
露 茶 は、 新 芽 が ２ ～ ３
枚開き始めたころから
20 日ほど覆いをし、陽
の光を当てずに新芽を
育 て る た め、 茶 葉 が 濃
く鮮やかな緑色になり、
渋みが少なく甘くまろや
かな旨みを持つ。
【写真】星野村の茶畑

るが茶の栽培は全村にあり、特にかぶせ茶と玉露茶注） の生産が多い。玉露の生産
は、京都宇治に次ぐ良質の産地
となっている。
茶業界も年々変化していくな
かで、かぶせ茶を中心とする農
家（法人）と玉露茶を主体とし
た個人農家に分かれ生産されて
いる。特に玉露茶の生産は人手
がかかる仕事である。４月から
いな わら

５月にかけて茶の木全体を稲 藁
で被覆し、茶の葉を１枚１枚手
で摘み取るのである。
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◆ 女性の元気な村

【写真】稲藁で覆われた
玉 露 茶 の 畑。 女 性 の 活
力がこの村を支える（後
出の立石安範さんの茶
園にて）。

この茶摘みは根気のい
る仕事で男性より女性の
存在が大きく、女性がい
ないと玉露茶の生産はで
きないのではないかと思
う。茶摘みの時期になる
と他の市町村から来た女
性たちの姿が多く見られ
る。女性の活力が不可欠
で、この時期はどこの農
家も活気があり、競争心があり、できてきた茶（製品）が安いか高いかではなく、
他よりも良質の茶ができたか、できなかったのか、といったところに大きな喜びが
ある。そのお茶（製品）を、見て、味わう。お茶は入れ方、出し方によって味や香
りが変わる。集う人々とそのお茶を飲みながら昔を語り、今を語り、将来を語る。

【写真】玉露の茶の芽

このような風習は今も続いている。
◆ 棚田に宿る星野の生命と歴史
こういうことが、小さな棚田、畑を大切に管理するゆえんかもしれない。村内に
ある棚田「広内の棚田」が「棚田百選」の１つに選ばれている。山の斜面に石組み
で築かれた 425 枚を数える田が生み出す景観は美しく壮観である。

【写真】石積みで築かれ
た「広内の棚田」。棚田
百 選 に 選 ば れ て い る。
村内の随所にこうした棚
田が数多く残っている。

４．星野村の風土と人々――村興しの原点
◆ 外との交流が人材を生む
星野村は、金山の採掘が、大正・昭和初期に盛んになり、他の町村からの来訪者
も多く住み着き、一時期は人口１万人にまで達した。

せっ さ たく ま

こうした外部との交流が盛んであったことも、村民同士が、切磋琢磨して競争す
るといったような傾向を生み出した理由なのかもしれない。こうした村内の気風は
今も続いている。これは、行政、ＪＡ、企業（会社）、個人を問わず同じく持ってお
り、星野村の風土であるように思える。
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◆ 星空光る星野村
行政は、早くから観光事業に力を入れている。伝統、文化、そして自然環境を大
切にし、夜空の星が美しいことを生かした「星の文化館」、茶の文化を紹介・普及
する「茶の文化館」といった施設や「星野焼展示会」、温泉宿泊施設の「池の山荘」、
棚田管理などといった村独特の取り組みで、年間 20 万～ 30 万人の来村者を迎えて
いる。
【写真】星空光る星野村。
同村は星がよく見える
地域として全国的に知
られている（「星の文化
館」の天文台）。

◆ 銘茶が山村を興す
また、ＪＡでは、1967（昭和 42）年全国茶業大会が福岡県筑後市で開催されたこ
とを機に、茶の栽培、販売事業の強化を図り、直販事業にも取り組んだ。1973（昭
和 48）年から仕上茶（製品）の加工を始めた。1977（昭和 52）年に新工場を建設
して本格的に全国展開を開始した。
私もその一員に加わり、関東、関西、九州と茶の消費動向を調査し、それぞれの
地域に合った商品づくりを行い、全国の有力な茶商、各デパート（三越、そごう、
伊勢丹、小田急、等）に営業活動を行ったことが、八女茶（星野玉露）のブランド
の確立に寄与したと思っている。
【写真】モダンでハイセ
ンスな星野温泉「池の
山荘」。宿泊や食事はも
ちろん、温泉館「きらら」
では日帰り入浴も楽し
める。
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【写真】茶の名人、立石
安範さん・保子さんご
夫妻

◆ 日本に冠たる茶の名人
また、活躍した個人の代表を挙げると、
たて いし やす のり

茶づくりの名人、立石安範氏である。氏は
全国茶品評会において農林水産大臣賞（１
等１席）を 2005 年から５年連続受賞という
輝かしい実績の持ち主である。なお、この
賞の全国１位は、一生のうち１回受賞する
ことすら難しい価値あるものである。さら
に立石氏は、2009 年秋の褒章で黄綬褒章を
受章された。
立石氏の毎日の日課は茶畑行である。茶
の木と話ができるくらい熱心で、氏の言葉
に「霜は天災でなく、人災ですよ。人の手
によって必ず防げる」というものがある。
茶の栽培のなかで一番の大敵は霜である。
霜が降れば茶の新芽は全滅する。だからこそ、はっきりと言い切るこの言葉には、
立石氏の茶に対する思いが込められている。
◆ 文化あっての産業興し

たけ うち かず なお

また、星野村の代表的工場に（株）星野民藝がある。社長の竹内主直氏は熊本県
出身で、村に移り住んで今年で 35 年目を迎える。
民芸といっても民芸家具中心で、八角テーブル、机、いす、ベッド、食器棚等の
生活必需家具作りと家の内装一式を行っている。材料はすべて桜の木（古木）にこ
だわり、斬新なデザインとアイデアによる、数々のオリジナル家具を生み出している。
なお、竹内氏は、桜の木に恩返しする意味で、桜の実を堆肥で固め、山林に植え
付ける運動も続けている。
他にも星野村には、環境を生かし、文化と伝統と向き合い、どこにもない、誰に
【写真】
（株）星野民藝
社 長・ 竹 内 主 直 氏。 氏
が作る家具は、東京の
大手デパート等でも展
示販売会が行われるほ
ど人気が高い。

も負けない独自性の強い商品（製品）を開発・追求し、発展している企業や団体・
個人が数多く存在している。茶商、工芸業、材木業、窯元、工務店などさまざまな
企業や人々が星野村の文化を基盤とした仕事をし、役割を果たすことで村の産業興
しにつながっているのである。
◆ 直売所やレストランも
こうした企業や施設などの顧客・来訪者にはリピーターが多く、遠方からでも良
質の商品を求めてやって来ている。こうした人たちと連携を図り、ＪＡふくおか八
女女性部の農産物直売所、特産品販売所、民宿、農家の食事処（農家レストラン）
等がそれぞれ「星の駅」となり、見えないレールでつながって続いていると感じて
いる。

【写真】茶摘み体験

５．新しい時代のネットワークを生かす
行政、ＪＡ、会社のリーダー、農業法人
のリーダーの個人がお互いに自分たちの垣
根を越えて連携し、仲間づくりをして知恵
を出し合えば、どんな田舎、山村であろう
とも活気を取り戻せると思う。
最後に、地域を興すことで忘れてはなら
ないことは、自然環境と文化、伝統を調和
させて独自性を持つことではなかろうか。
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研究レポート

農住まちづくり事業の展開と今後のゆくえ

—— ＪＡ仙台の農住まちづくり（仙台市泉区）の実践を踏まえて
（社）ＪＡ総合研究所 理事 基礎研究部 主席研究員

丹 勇夫 （たん いさお）

１．農住都市構想の提唱
いち らく てる お

（財）協同組合経営研究所理事長の一楽照雄氏が、1967 年に「協同組合による農
注１）（財）協同組合経
営 研 究 所『 研 究 月 報 』
1968 年 ５ 月 号 の「 近 郊
農村の村づくり―協同
組合による農住都市の
建 設 ― 」 が、 農 住 都 市
づくりの実現を目指し
た最初の重要な文献資
料だと言われている。

住都市づくり」注１）を発表してから 40 年余が経過した。
当時は、市街化区域と市街化調整区域とを都市計画上区分する、いわゆる線引き
制度の導入を内容とする「新都市計画法」の制定と公布に向けて、関連法制の整備
が進められていた時期であった。
初期の一楽氏の小論や講演記録には、大都市近郊における農村景観や農村社会の
荒廃への危機意識や農家・農協による自主的な「まちづくり」への強い想いが込め
られている。また、農住都市のビジョンとして、農家の信託を受けた農協が田園景
観に囲まれた住宅団地を建設管理し、その後は、生協や農協の協同組合活動を通じ
て新旧住民が交流する地域社会像を思い描いていたようである。
その後、この「農住都市構想」は、ＪＡグループがまちづくりに積極的にかかわ
る必要性についての理論構築が図られ内容が深められていき、1969 年に全国農業協
同組合中央会（以下「全中」という）から当時の建設省の諮問機関「住宅宅地審議会」
に提案され賛同を得たことから、全中理事会において正式にＪＡグループによる農
住建設運動の推進が決定された。その骨子は、次のように要約できる。
①農家は共同して将来計画を描いて、「保全すべき農地」と「宅地転換する土地」
を区分する。
②農業は、消費者直結の集約的な都市農業経営を目指す。
③また、農協は、農家が土地を売らないで、良好な住宅地を造成する仕組みを構
築する。
④住宅や造成宅地は、都市住民に直接に賃貸または分譲で提供する。
⑤これらの計画作成から建設および管理のすべてを、農家・農協の提携のもとに
行う。
⑥農協が新住民の結成する生協を支援して、農と住が調和し新旧住民が交流する
まちづくりを目指す。

２．ＪＡ仙台泉のまちづくり事業
ＪＡ仙台泉（2002 年、ＪＡ仙台に合併）がまちづくりへ取り組むきっかけは、
1980 年の農住型土地利用転換計画策定調査（国土庁〈当時〉補助事業）からであった。
以来、ＪＡ仙台泉は、2002 年４月のＪＡ仙台への合併に至る約 20 年間にわたって、
ＪＡの組合員が主な構成員となる組合施行土地区画整理事業や地権者法人を設立し
て行う地権者共同事業への取り組みを特色としながら、農住都市構想の理念を重視
した地域開発と組合員の生活設計を目的として組合員の指導にあたってきた。以下
に、その代表的な事業事例を紹介したい。
（１）八乙女土地区画整理事業
この事業は、都市計画決定による国庫補助採択を受けて 1984 年から施行された中
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規模の土地区画整理事業であるが、ＪＡ仙台泉が初めて計画づくりに参画し土地区
画整理組合の事務局を直接支援したことから、組合員の資産管理事業に組織的にＪ
Ａが取り組むきっかけとなった記念すべき事業である。そして、この土地区画整理
事業における主要な開発目標は、「テーマ性を持った住宅地開発」であった。
① 快適・安全に住めるまち並みの整備
このまちの住民や来訪者などの歩行者が、安全と快適さを感じられるまちの整備を、
八乙女土地区画整理事業のメインテーマとした。すべての住宅区画地は、並木のあ
る歩道、総延長 7700m の花木の植栽帯、歩行者専用緑道などの緑のネットワークで
連結している。歩道や区画道路の交差点は明るい彩色のインターロッキングブロッ
注２）インターロッキング
ブロック舗装とは、舗装用
コンクリートブロックを、路
盤またはアスファルト舗装
基盤上に敷設し、色調等
を選択できる舗装のこと。

ク舗装注２）にして運転者に歩行者への注意を喚起し、学童の通学経路は歩道や歩行者
専用路で結ぶ配慮をしている。
② まちづくり基金の創設

しゅつえん

八乙女土地区画整理組合は事業費から３億円を基金として出捐して、まちづくり公
益信託基金を創設した。この基金からは、八乙女地区においてプランターや花木植
栽等の景観維持の事業費を拠出しているほか、仙台市内において地域住民が自主的
に参加して行う景観・風致の優れたまちづくりの事業や活動、あるいは、まちづく
りに関する調査、研究等の事業に助成金を支出している。
③ 合意形成のポイント
八乙女地区は多くが農地であり耕作継続の意向も強かったので、農家に対して数

【写真】住宅地のまち並
み景観
・歩行者に快適なプラン
ターボックスの植栽
・車に注意を促す交差点
のインターロッキングブロッ
ク舗装

度にわたり土地利用意向を確認して、最終的に約４ha の水田を集約配置しながら改
良整備した。近い将来の転用が想定される集合水田の用排水分離のパイプライン敷
設等に 2000 万円以上の費用を要したが、地権者の合意形成上必要な投資と判断した。
【表１】 八乙女土地区画整理事業の概要
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【写真】歩行者専用路の
景観
・お母さんが幼児を遊ば
せる歩行者専用緑道
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（２）泉中央駅地区地権者共同事業（第１期建設）
この事業用地は、仙台市へ合併する前の旧泉市が見渡す限りの水田地帯に将来の人
口 20 万人都市の中心市街地を整備するために着手した公共団体施行・泉中央土地区
画整理事業地区のセンターゾーンにある。泉市が延伸を期待した仙台地下鉄・泉中
央駅前に２街区合計 2.3ha の共同利用街区を設定して、駅前の顔となり土地区画整理
けん いん

後のまちづくりを牽引するショッピングセンターの誘致をＪＡと地権者に要請した
ことが契機となった。２つの街区の約 70％を農家が所有していたので、ＪＡは地権
者会を組織して事業提携するデベロッパー会社を選定し、地権者には地権者会社を
設立させて両者の共同事業の実現を支援した。この事業は、公的土地区画整理事業
地区においてＪＡが組合員による共同の土地活用を実現するために必要な管理能力
を習得する機会となった。
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① 初の地権者会社方式による共同事業
地権者会社は農地所有９家族中６家族が参加して設立し借地契約を締結している。
共同利用街区の第１期事業では、立体駐車場を含めた延べ床面積約６万㎡、建設費
100 億円の、集客力を期待できる規模のショッピングセンタービルを建設した。こ
【写真】共同利用街区の
景観と建物

・デベロッパー会社、第
３セクター会社、地権者
会社の３社でまちの顔
づくり

の建物をデベロッパー会社、第３セクター会社（仙台市が筆頭株主）、地権者会社の
３社で共同所有してデベロッパー会社に管理を委託しており、さらにデベロッパー
会社からキーテナントに賃貸している。この事業の完成後、仙台市泉区内では地権
者会社による共同事業が一般的開発スキームになり、現在６つの地権者会社が設立
されている。
② 合意形成のポイント
企業は資産処分の自由を確保したいので土地の共同利用には同意しない。また、
個人地権者も所有土地の一部しか共同利用街区への換地を希望しない傾向が強いの
で、共同利用街区に同意する地権者を集約するために、泉市は３度の仮換地変更手
続きを行った。地権者会社が建物を保有する事業は、参加する地権者（株主）の土
地に抵当権を設定するなどの経営リスクを間接的に負担してもらうことになる。そ
こで、最終的には、デベロッパーに土地貸しを希望する地権者を除いて、地権者会
社に参加する地権者だけを建物保有会社に結集することにした。このように地権者
共同事業では１つのスキームにこだわらない柔軟さが必要になる。
【表２】泉中央土地区画整理事業の概要
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【表３】地権者共同事業の概要
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（３）真美沢地区地権者共同事業

や

と

だ

や

つ

だ

真美沢地区は、水はけの悪い湿地を水田にした谷 戸 田（谷 津 田 ）が奥深く続き、
また面積も比較的小規模なために、事業費の割高な地形であった。しかし、開発に
対する地権者の同意が確実であり、また、当初から共同事業への意欲の高い地権者
が複数いたので、土地区画整理組合から地権者会社へ事業継続する一貫したまちづ
くり（農住組合型）の管理手法をＪＡが経験する目的で実施した。
① 初の業務代行方式による土地区画整理事業
真美沢土地区画整理事業は、仙台市内で初の業務代行方式を採用した。土地区画整
理事業の管理に並行して、共同事業となる事業計画を策定し、核となるテナントを
誘致し、地権者会社を設立して建物の建設と運営を行う、といった一連の業務を円
滑に実施するためには、信頼のおける業務代行者を必要としたからである。
② 地権者会社方式の共同事業
真美沢地区では、当初から地元合意の中核となった４農家が共同利用街区に換地を
希望して地権者会社を設立した。地権者会社は、共同利用街区の地権者から借地し
て１階建てのスーパーマーケット店舗棟と５階建ての事務所棟を建設し、複数のテ
ナントに賃貸して建物の賃貸経営を行っている。
③ 合意形成のポイント
この事業は、隣接する八乙女土地区画整理事業において、発生する搬出土の処理が
必要となった折、真美沢地区の有力地権者がこの搬出土を受け入れて整備すること
について、地元合意を取りまとめた先見性がきっかけになった。また、地権者の中
に地元からの信用が厚いＪＡの資産管理担当職員がいて、地権者とともに共同事業
の推進を図ったので地権者の合意形成が円滑に進んだ。さらに、共同利用街区内に
配分された保留地を業務代行者が取得して地権者会社に賃貸する方法で共同事業の
実現に協力している。
【表４】真美沢土地区画整理事業の概要

【写真】共同利用街区の
景観と建物
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３．農住事業の農業とＪＡ経営への波及効果
仙台市泉区は、現在、20 万人規模の郊外都市の広がりである。旧ＪＡ仙台泉の管
内は、郊外都市のうちでも環境整備が進んだ市街地に、河川沿いの農地や周辺の林
野が連担しているコンパクトな地域である。旧ＪＡ仙台泉は、組合長が自ら、山は売っ
ても農地は残して農業経営や不動産賃貸に活用する指導方針を組合員に強調しなが
ら、仙台の市街地に近接する有利性を生かす資産管理指導とＪＡ経営に努めてきた。
表６によって旧ＪＡ仙台泉の信用事業の経営状況を、大都市圏のＪＡ、地方都市
圏のＪＡと比較すると、正組合員当たりの貯金額や信用事業利益が、大都市圏のＪ
Ａにはさすがに及ばないものの、地方中核都市のＪＡを大きく上回っていることが
分かる。旧ＪＡ仙台泉が、20 年間、組合長を中心に組合員の資産形成相談に重点的
に取り組んだ結果として、組合員による継続的な不動産資金需要をＪＡが支えたこ
とが、高い貯貸率の維持となり貸出金利息収入を生み出してきたと考えられる。
一方、農業経営においても、周辺地区に住宅団地を有する立地の有利性を生かして、
農産物を自動販売機で販売する農家、ＪＡ農産物直売所に出荷する農家、大型店の
インショップに出荷する農家、調整区域で畑作経営を規模拡大する農家など、自立
的に多彩な農業後継者が出現している。これらの農家の多くに共通しているのは、
不動産資産の担保力が農業投資を可能にし、不動産収入が農家の家計を安定させ農
業後継者の農業経営を支えている実態である。
【表６】 ＪＡ信用事業の関連指標
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旧ＪＡ仙台泉は、正組合員戸数 500 戸足らず、准組合員戸数約 650 戸、常時雇用
職員 50 人を数えるだけの旧村規模の小さなＪＡであったことが、当時の組合長をし
て資産管理事業に積極的に取り組ませた可能性がある。かつて東京都の辺境であっ
た旧ＪＡ町田市南の組合長が、資産管理事業に一点突破型で取り組んだのと同じ、
小規模ＪＡの条件が垣間見えるのである。
旧ＪＡ仙台泉は、20 年間にわたる地域開発事業への集中的な取り組みを通じて、
2001 年度のＪＡの信用事業および共済事業の蓄積は目覚ましいものとなった。信用
事業収益の大部分（90％以上）を資金運用収益が占め、その 91％が貸出金利息であり、
自己貸出がＪＡの経営を支えている。貸出金の貯金に占める割合、いわゆる貯貸率は、
ＪＡの自己融資力を示す数値とも考えられるが、過去 4 年間は 65％前後と非常に高
い水準を維持している。この貯貸率がＪＡ信用事業の経常利益の源泉である。この
貸出金（2001 年度残高は約 175 億円）の用途は、ＪＡからの聞き取りによると、大
18 《研究レポート》農住まちづくり事業の展開と今後のゆくえ
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部分が組合員による経営目的の不動産取得であると判断できる。
また、ＪＡが組合員から受け入れた貯金（１正組合員当たり 3997 万 9000 円）の
基礎は、1960 年代以降に生じた旺盛な土地需要に対して、ＪＡの支援によって多数
の組合員が数百 ha 以上の広大な共有山林を売却した資金であった。その後も農林地
の土地区画整理事業の完成に伴って組合員が造成宅地を売却したり、ＪＡの相談業
務を通じて組合員が経営資産を取得して得た不動産賃貸収入が安定的に還流し増加
している。なお、組合員貯金の約 80％弱が安定性の高い定期性貯金であることも特
色である。
さらに、共済事業においては、長期共済保有高の約 60％が建物更生共済で占めら
れており、新規共済契約では建物更生共済の比率が 90％に増加しているように、組
合員の資産管理事業による共済事業への効果が顕著に表れている。
このように、ＪＡの主要収益事業である信用事業や共済事業において、組合員の
不動産の処分や取得ならびに、組合員による不動産経営の占める比重は非常に大き
なものとなった。

４．農住まちづくり事業の今後のゆくえ
農住都市構想は、当時の都市近郊の住宅・宅地需要という喫緊の課題に対して、
ＪＡ組織による良好な社会資本の整備と提供、また都市住民対応の都市農業の展開
という、社会政策的な提案を示したことが、高い社会的評価を受けた理由であった。
そして、いち早く農住都市構想の精神を引き継いで都市近郊の「まちづくり」に取
り組んだＪＡのなかには、組合員の資産形成を図ることで農業を継続し農地を維持
できる組合員農家を増やし、その後の信用事業や共済事業の経営基盤を蓄積・強化
できたＪＡも数多い。
しかしながら、組合員の行う資産管理事業をＪＡの不動産事業の果実と位置付け
て、事業手数料を増やすことをＪＡ経営の効率化と見なす傾向も根強い。ＪＡの経
営層がこのような経営方針を採用した場合は、ＪＡ職員は短期的に手数料効率の良
い土地売却に魅力を感じることから、長期的には、組合員の土地資産、つまりは、
ＪＡの経営資源が減少してしまう。
今後は人口・世帯の減少が地方都市の郊外から進み、大都市の郊外に及ぶことが
明らかとなった現在、ＪＡの経営資源を維持することは重要な課題である。長期的
な視点から組合員の生活設計や持続的な資産形成を目的とした相談指導を資産管理
事業の中心に据えなければならない。
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「集落農場型農業生産法人」とＪＡの連携

研究レポート

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

稲垣 伸司（いながき しんじ）

１．はじめに
農業政策への対応を図るなかで「集落営農」の数は増加し、2009 年２月１日現
在で 1 万 3436 集落となり（2006 年５月比 2955 集落増加）、その集積面積は 50 万
2000ha（同比 14 万 2000ha 増加）となっている注１） 。

注１）農林水産省「集落
営農 実 態 調 査 結果 の概
要」
（2009 年 3 月 26 日）。

「集落営農」のタイプは多種多様であるが、西日本の中山間地域では、
「地域の農業・
農地を守る」ことを目的としたタイプが多く見られ、広島県は「集落農場型農業生
産法人」を 2015 年までに 410 法人設立することを目指している。
本稿では、「集落営農」の設置とその一手段としての「法人化」を進めている広島
み よし

県ＪＡ三次の取り組み内容と、管内の法人の設立経過と活動実態を明らかにし、Ｊ
Ａが求められている機能を検証する。

２．広島県における農業構造改革の方向
広島県は、農業生産額の 28％を米が占めているが、水田集落の約 90％が傾斜地に
立地している（その４分の１は急傾斜地）。全国の棚田面積のうち 25％超が広島県
けい はん

にあり（全県平均畦畔面積率は 9.5％）多くの水田が中山間地に分布している注 2）。

注 ２）2005 年農 林 業セ
ンサス第７巻『農山村地
域 調 査 及び農 村集落 調
査報告書』によると、広
島 県 の 水 田にある農 業
集落 4522 のうち、 緩 傾
斜地にある集落が 2997、
急 傾 斜 地にある集 落が
1042 となっている。また、
全 国 の 棚 田 面 積 13 万
7578ha のうち広島県内の
面積は 3 万 5409haとなっ
ている。

県が 2000 年にまとめた「広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画」（2006
年一部見直し）では、「地域起点」「選択と集中」「協働連携」の３つの基本姿勢で農
林水産行政を推進するとし、農業については、①担い手中心型の生産構造への転換、
②水稲中心から園芸作物への転換、③新たな担い手の確保、を構造改革の方向とし
ている。
広島県では「担い手」を、①法人経営（集落法人、農業外企業、一般法人）およ
び②農業所得 500 万円以上の個別経営（企業的個別経営体）と定義し、その核とな
る「集落農場型農業生産法人」を 2015 年までに 410 法人、担い手農地割合を 46％、
販売額の担い手シェアを 79％にすることを目標としている（図１、２）。
【図 1】「広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画」の目標
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【図 2】農業の構造改革の推進による米・野菜販売額のあるべき姿
上段：2003年、下段：2015年
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出典：図１と同じ。

３．広島県ＪＡ三次における集落営農への取り組み
広島県のＪＡ三次は、1991 年に１市３町３村の７ＪＡが合併して誕生したが、金
融情勢の影響などにより経営が急速に悪化したため、事業効率化と事業体制の強化
に取り組んだ。合併当初の 30 支店９事業所を 10 支店に統廃合、葬祭・ガス・ＳＳ
（ガソリンスタンド）・Ａコープ事業の会社への移管、支店単位の米倉庫を集約して
収容力 3000 トンの米麦品質向上物流合理化施設設置（1997 年）、などを行った。また、
営農センターとＪＡグリーンを設置し（1998 年）、18 人の営農指導員の拠点化を図っ
た。
ＪＡ三次管内では生産調整推進、麦・大豆の集団転作、稲作生産コスト低減を目
指して、1980 年代から営農集団による集落営農の組織化（機械利用組合）が進められ、
最盛期には 195 の営農集団が組織された。しかし、集落リーダーの高齢化や米価の
低下などにより営農集団の活動が停滞するようになり、それに伴って「集落の農地・
農業を自ら守ろう」と 2001 年ごろから集落法人化への話し合いが活発になった。そ
んななかＪＡは、2004 年３月に担い手専任部署である営農支援課を設置し、それ以
降、集落営農の一手段として「法人化（集落農場型農業生産法人）」も視野に入れた
取り組みを進めている。

４．「集落農場型農業生産法人」設立の取り組み
ＪＡ三次の担い手の考え方は、①個別農家、②営農集団（集落営農）、③集落農場
型農業生産法人（集落法人）、④大型農家、で、地域を支える担い手育成に向けて地
域のみんなで話し合い、創意工夫と努力によって農村・農業を守っていくことを基
本としている。地域の話し合いにはＪＡの営農支援課が参画し関係機関（県、市）
と連携し、さまざまな支援を行っている。
2003 年まで行政主導で行われていた法人設立はＪＡの専任部署設置後に加速し、
現在 23 法人（うち１つはＪＡ出資の農業公社）となり、法人化に向けた話し合いが
11 集落で行われている。また、法人の水田カバー率は 12.7％になっており、40 法人
になれば 20.7％程度になると予測している。
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５．法人に対する支援策
（１）法人設立に向けては関係機関（県・市）と連携した「法人設立ドリームチーム」
を結成することで、集落の話し合いで出された質問に対しては、その場で解決
の糸口の助言を行っている。また、ＪＡも構成員として法人参画し、共に元気
な集落づくりを行っている。ＪＡ出資は「出資比率の３分の１以下で 500 万円
上限」が要件となっており、2008 年度末時点では 10 法人に合計 1415 万円を出
資している。
（２）設立後の法人に対しては、①独自の大型営農ローン（経営面積１ha 当たり 15
万円で最高 600 万円）、②肥料農薬などの大口値引き（最大７％）、③カントリー
エレベーターの利用料金軽減、など生産コスト低減に向けた支援を行っている。
また「行政は法人の設立まででいいが、ＪＡの支援は設立後が大事」という考
えから「農村の新たな生命（法人）をしっかり育てる」ために、水稲栽培担当
者のプロ養成、会計担当者の育成や経営・税務の指導による人材育成に最も力
を入れている。
（３）農業所得の最大化を目指し、水稲については「きんさい米」のブランド化に向
けた営農指導を行うとともに、2006 年からは法人が生産した水稲はＪＡが全量
買い取り・直接販売を行っている。12 月までには全量を買い入れ、大阪・九州
の卸を中心にすべて現金決済で販売をしており、2008 年度販売金額は２億 4300
万円で、ＪＡ三次の米取扱高の 11.4％となっている。
（４）2006 年には「法人大豆ネットワーク」が設立され、①集落法人間の連携によ
る大豆大型機械の効率利用、②法人相互の生産コスト削減と経営体質強化、③
地元大豆加工業者と集落法人グループの連携による「三次産大豆」ブランド化
の確立、などが進められている。さらに 2009 年６月には「農機共同利用組織」
を立ち上げた。手始めに 20 法人が加盟し、「堆肥散布機」２台の購入を行い、
ＪＡが作業時期などを調整し法人が会計を担当することで組織運営を行ってい
る。今後はオペレーターの共同化なども視野に入れており、各法人の経営安定
や品質向上につなげたいとしている。

６．アンテナショップの展開
（１）農家の所得増加を目指して、個別農家が生産する少量多品目生産物の売り場と
しての直売所は全国で展開されているが、ＪＡ三次では 70km 離れた広島市内
に直売所を設置している。その理由は、ＪＡが直売所出店を検討した時点です
でに管内に大小 20 の直売所があり、人口約６万人の三次市内にＪＡが出店すれ
ば、既存の直売所の売り上げを奪うだけで農家の所得増加にはならないと判断
したことによる。
（２）現在、広島市内の直営店舗２店とスーパーマーケットや百貨店でのインショッ
プ形式が 15 店舗で展開されているが、組合員は直営店やインショップに出荷し
たいと思えば、ＪＡ各支店に併設された集荷場に持ち込む。ＪＡは商品のチェッ
クと出荷する先を決定し、委託運送会社が各店舗に配送を行う。
（３）ＪＡの支店単位に「アンテナショップ生産者部会」が設置され、ＪＡの営農指
導員に加え、ＪＡのＯＢなどが「生産アドバイザー（現在 11 人）」として生産
指導を行っている。
（４）昨年度の出荷会員数は 1013 人、販売実績は約５億 3000 万円になっており、品
目別構成比は、野菜類 58％、加工品 15％、果実 10％、花類８％などとなっている。
（５）直営２号店が 2008 年 12 月にオープンしたことで、販売額の増加に伴う委託配
送費率の低減が期待されているが、売り場が遠方であるため生産者が消費者と
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直接接触する機会が少ないことや、冬場の商品確保などが今後の課題となって
いる。

７．ＪＡ三次管内の「集落農場型農業生産法人」の状況
ＪＡ三次管内の集落農場型農業生産法人には、1980 年代に組織化された「機械共
同利用組合」をベースに、その後、担い手確保や収益改善に向けた利用権設定が必
要になるなか、「集落・地域農業・農地をどのように守っていくか」の話し合いが行
われ、中山間地域等直接支払制度などをきっかけに「法人化」に至ったケースが多い。
今回調査した４法人の概要は文末の表のとおりだが主な特徴は以下のとおりである。
（１）農事組合法人「Ａ」（2003 年９月設立）
ア . 不在地主が多い集落であるため、農地保全・集落機能の向上を目的に農作業の
効率化を最大限に実施する「水稲＋大豆」中心の法人で、条件不利田は利用権
設定していない。
イ . 集落ぐるみで全戸参画意識を高めるため、地主が畦畔・水管理を行うことを基
本として、管理料は手厚くしている（10 ａ当たり 1 万 5000 円）。しかし、高齢
化によって加入者の４分の１は作業できない状況にあり、法人として人手が足
りなくなってきている。
ウ . 出役ができなくなった農家は農業に対する関心がなくなっており、ＪＡの組合
員という意識も薄れてきている。
（２）農事組合法人「Ｂ」（2006 年 10 月設立）
ほ じょう

ア . 条件不利圃場が多い地域であり、法人設立に向けた話し合いの時点から、「戸
主層」「女性層」「若者層」それぞれが「地域をどうしていくか」という話し合
いに時間をかけ、集落マップを作製した。この中に「野菜作りや加工事業」「地
域の美化」など幅広い活動が位置付けられ、高齢者や女性たちによる「アスパ
ラガス生産」や「漬物加工」、広島市の子ども会との「農業体験交流」などが展
開されている。また、後継者を育成するため、若いオペレーターが、勤めの休
みの日に極力作業に従事できるよう割り当てが行われている。
イ . アスパラガス生産に向けた投資が収支を圧迫しているが、法人としてアンテナ
ショップ会員にも加入しており、野菜の生産・売り上げ拡大を今後期待している。
また、アスパラガス生産の場が女性たちのコミュニケーションの場になってお
り、新たな野菜や加工品開発の創出の場ともなっている。
（３）農事組合法人「Ｃ」（2005 年 10 月設立）
ア .「集落はみんなで守る（全員野球）」を基本に、設立当初から女性部を設置し
野菜の生産を行った。2007 年度にＪＡの加工所を借りて豆腐、みそ、もち、漬
物などの加工品の生産を開始し、法人売り上げ全体の約 15％を加工品が占める
までになっている（土地利用型作物は戸主、野菜・加工は女性という機能分担）。
イ . 土地利用型作物の生産指導や加工部門での商品開発などについての相談、また
野菜と加工品の配送などといったＪＡの機能が、法人にとって非常に重要な役
割となっている。
（４）株式会社「Ｄ」（2007 年７月設立）
ア .「Ｄ」は、地区営農組合（農用地利用改善団体）の「特定農用地利用規程」で
担い手として明確に位置付けられた。このことにより「共存」の仕組みが確立し、
JA 総研レポート／ 2009 ／冬／第 12 号
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法人側は効率的な農地集積による経営ができる一方、地域側は農地の維持が可
能となった。
イ . 法人の提携先である地区営農組合は、地域内農用地の利用と集積の調整を行う
とともに、転作大豆の共同作業およびみそ加工、葉ボタン・サルビアなどによ
る地域の景観づくり、農道・用排水路の共同清掃作業を行っている。

８．法人の収支状況と地域還元
（１）今回調査した４法人のうち３法人の収支状況を見てみると、アスパラガス生産
の投資が先行し本格的な出荷が今年度以降となる「Ｂ」以外は当期利益を計上
している。しかしながら「経営安定対策」などの補助金を除くと３法人とも赤
字である。
（２）地域に還元された金額（地代、労賃、畦畔管理料など）は３法人の単純平均で
約 1607 万円、法人参加１戸当たりに換算すると 32 万 5810 円となり、販売農
家農業所得の全国平均 122 万 8000 円の 26.5％、同中国地区平均 52 万 6000 円の
注 3） 農 林 水 産 省「 農
業経営統計調査 平成
18 年販売農家（個別経
営）の経営収支」（2008
年 3 月 25 日）。

62％の金額となっている注 3）。
（３）今回調査した法人は「地域の農業・農地を守る」性格が強く、参加者全員がで
きる範囲で出役するという考えで運営されているが、オペレーターなど少人数
で作業した方がコストは低くなるというジレンマを持っている。また、規模拡
大は大きくは望めない状況にあるが、上述したＪＡと法人グループによる法人
間の連携などにより「水稲＋転作作物」での効率化を追求するとともに、
「野菜」
「加工品」の製造から販売までを拡大することで収支の改善を進めている。

９．法人が期待するＪＡの機能
（１）ＪＡ三次が総合的機能を発揮し法人設立から運営に積極的にかかわっているこ
とで、今回調査した法人とＪＡとの関係は極めて良好である。
（２）ＪＡのアンテナショップ展開と集荷・配送機能は、少量多品目や加工品生産を
増加しようとする法人にとって極めて有効であるし、大豆ネットワークや農機
利用組織は法人の販売高増加や生産コスト削減につながることが期待される。
（３）広域で会社化した農業機械事業についても、修理対応の迅速さなどで大型農業
機械を使用する法人からの信頼度が高い。一方、肥料農薬に関しては「大口値
引き」を実施しているものの、３法人の肥料農薬費は加工品を除く売上高対比
で 16.5％となっており、さらなるメリットに対する要望が非常に強かった。

１０．まとめ
（１）「法人化するとＪＡから米がなくなる」など、ＪＡと法人の関係は必ずしも良
くないという声を耳にする。しかし地域・集落や組合員が変化するなかで集落
営農組織が生まれ、その運営手段としての法人化に対しては、地域・集落が運
営の基盤であるＪＡはそれに対応していく必要がある。
（２）法人化すれば、法人経営者にとってそれを維持していくために、経営が第一義
になることは当然である。だからこそＪＡには、野菜や加工品にまで及ぶ生産
指導や、販路と売り場を確保し物流機能まで含めた総合的な販売力が求められ
るのではないだろうか。

24 《研究レポート》「集落農場型農業生産法人」とＪＡの連携

JA 総研レポート／ 2009 ／冬／第 12 号



JA 総研レポート／ 2009 ／冬／第 12 号

 ý

 Ĕ

 (4g



ļĺyí

Æ

æ¸Ēħ

Þf4%,#&

CRY]K]

    ĭ(4g °ĨĮ

µĠĭhċ °ĨĮ

ĕģĭıËĤ´)=Į

ÛüêÈ

/%2!Ùè

ðïüêÈĭ ´)=Į

hĭľ´)=Į

ĂlçÝĭĮ

Ñj`yî4ĥø

yíÕĐ¦ĦøĭĮ

ĥĈĂĭîĮĦø

sļĺvĖģ

vĖģĭtĮ

Ï{þ

{pþĭ{pèĮ

hċā

ĐúËÎ



Ķ½ĭĴĮ



ĭĲĮ





2'

ĭĐúË   Į

ĵfĭ  ×i_Į



 

 



ĐúË  

ķ½ĭĳĮ

fĭĬĮ

×

Û  t



Ĭ

 °²5BIOXEIÁĖ/

7A2$/%>lÔ3{

×Į
¦{Į

 t

yíÕĐ¦  ½560A1'2!

 t

 tĭÛ³=ĦøĮ

 ĭĩÈlåĮ

ĭJN8Į

  

 8



   

 

2'



¦{*$ăl  ½

½ĭĬ

Çn4Ĝ©3;=lÔ¢ď${

Ùęñ¯

¦Āÿ

'Ěþ °4Ě§0

lÔď@'.!)mf@æ¦ĚÔÞf

Ĳfĭ£ºğĚ§Į





tąl=  tðïüê  t

Þf/þŀļĺÅĎ$â,)

Ĭ

´Îyò   t

qġé0}è4Ēħ





ý5 ĬĚĊi5ļĺ



4Âã02,.!>

kõ$ß~:+l=®ÚĚ

¡¹ĝ  f$ôĭQ]T[5ļĺĮ yíÕĐ¦Ě§5ĚlÔ@'2!

ĥĈĚ57A2/¥>$Ð

oÉ$!

@¥>ß~ °Þf

Đú´x#<4¡¹ĝ$ġćëìį{

±«®s£1:eàk
Ĭ

 ×hĵf  ×i_ĶfĮ

 tĕģä'
bªĤûôÅÆÀz²@%,#&3

 fĭ 

 t
 tĕģä'

{Æ/~ 

čě/Þf{_  t

Ě§þ0!"»ē4ĉ?

Ì
¨ÔĚ§ĭ

 °

 

\^ĄlÔ  tĚĊ  t ıÊ´)=  t Č| 

 t

 

 t

 t

Q]T[ă§ġć

 qĢă<{

 Ğý  



ĭ u¢ďĮ



 



 

 ½

BIOXEIëì@%,#&3ô\{


´Îyò  t

×Į

½ĭ ĬĮ

ĭ

 °  Ì

  

21¡¹ß~$ß¹

ĳ-4ah/  i_4đ'!
ô35Þf0'.{Ĵfëìā

`c$!ĭ ½Į
ô¾vĆ5ĳ½ö²
ðïüê214f¿`ĘĪī

bªĤ/ðïĹÛ³=Ħø:

PHW[l¼

qĦ¢ďbªĤûôÅÆÀz²

ĚlÔďþ  °h¶ė¤

ĸfĭ Ŀ  ×h49fĮ

 tĕģÍ=

 tĕģä'

n  tùŀČ|  td  t

 táØ  tðïŀÖÓÇ

¬  tÜ   t



 tİðïı

 t

BIOXEIıó



  



ĭġćëì3u¢ďĮ



½

ļĺ4ĽĻ

 °  Ì

  

Ùęñ¯

  tĮ

ûôÅÆÀz²ĭÞf/^Ã&p?

ÖÓryíþ °bªĤ

Ĵ

 t

 t

 t

 t

 

  t

 tĭ·Ò  tĮ

 ĭDSLVUZFGMTMĮ

ķ

 ĭw5Ä÷Į



 ½ĭĬĮ

ļĺ4ĽĻĭ  ×Į

 °  Ì

   

【表】法人の概要

《研究レポート》「集落農場型農業生産法人」とＪＡの連携 25

地域農業発展における「協業」の意義

研究レポート

━━ＪＡ秋田ふるさと管内を事例として

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

小林 元 （こばやし はじめ）

１．秋田県十文字町の総合産地形成
ひら か

ＪＡ秋田ふるさとは 1998 年に横手市、平鹿郡、仙北郡の一部を含め１市５町３村
の８ＪＡの合併により設立された。ＪＡ秋田ふるさとの特徴は米＋野菜＋果樹の複
合産地化にある。販売高は合併初年度約 183 億円から 2008 年度約 174 億円に減少し
ている。しかし品目別に見ると、米穀部門がマイナス約 20 億円、畜産部門がマイナ
か

き

きん たけ

ス約 10 億円と、1998 年度対比で減少したのに対して、果樹・野菜・花 卉・菌 茸 部
門は拡大傾向にある（表１）。つまり、ＪＡ秋田ふるさとは、米単作から複合経営に
よる多品目産地へと転換していることが分かる。
【表１】ＪＡ秋田ふるさとの販売事業実績の推移


 







 
 

 


米穀

12,663

10,635

△2,028

84%

果樹

1,398

2,068

670

148%

野菜

1,706

2,131

425

125%

花卉

425

591

166

139%

菌茸

509

1,415

906

278%

畜産

1,596

539

△1,057

34%

合計

18,297

17,379

△918

95%

資料：ＪＡ秋田ふるさとの資料より作成。

ＪＡ秋田ふるさとの多品目産地化は、管内の旧十文字町で 1980 年代から取り組ま
れた総合産地形成を参考に拡大した。旧十文字町の総合産地形成は、「１つの進路」
「２つの力の結合」「３つの柱」「４つの計画」を基本方向として掲げた多品目総合産
地化の取り組みである（図）。
【図】旧十文字町農業振興の基本方向
農業振興の基本方向
1つの進路

：多品目総合産地の形成

２つの力の結合 ：農家と町民・老人と若者・農協と役場の協力
３つの柱

：人づくり・土づくり・道づくり

４つの計画

：農家計画・集落計画・地域計画・圏域計画

出典：十文字町農業振興調査会

「１つの進路」は多品目型の総合産地形成を示し、地域農業発展の目標である。「２
つの力の結合」は農家と町民、高齢者と若者などの協業・協同による産地づくりを
示し、地域農業発展の主体のあり方を規定している。「３つの柱」は「人づくり（主
体形成）」「土づくり（農法的発展）」「道づくり（販路拡大）」を示し、地域農業発展
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への方法論を提起している。「４つの計画」は、地域農業発展を実現するための計画
づくりを「農家計画」「集落計画」「地域計画」「圏域計画」の４段階に、重層的に策
定する必要性を表している。
以上の基本方向に位置付けられた旧十文字町の地域農業は、米単作から多品目総
合産地へと転換した。旧十文字町の農業粗生産額を見ると、1977 年では総額約 54
億円のうち米麦生産額割合は 75％を占めたが、ＪＡ合併前の 1997 年では総額約 50
億円のうち米麦生産額割合は 60％まで低下している。代わって野菜粗生産額は２億
7000 万円から８億 7000 万円へ、果樹粗生産額は１億 7000 万円から３億 1000 万円へ、
花卉は 200 万円から２億円へと伸びた。
こうした多品目型の総合産地形成の成立要因の１つは、「２つの力の結合」と「人
づくり」に表れる協業・協同による主体形成である。旧十文字町の農民は、優れた
技術や経験を個人が占有するのではなく、相互の学習を通じて地域に広げて地域全
体の力量を高めることで総合産地形成を図った。具体的には品目部会活動や学習会
活動を通じた仲間づくりである。特徴的な事例は花卉生産部会の「ブラザー制度」
である。ブラザー制度は、仲間づくりと部会内の生産技術の高位平準化を目標として、
新規の部会加入者に対して、先輩農家２人が無償で３年間技術指導を行う制度であ
注１）旧十文字町の総
合産地形成については、
神田健策「多品目総合
産地の形成と農協・自
治 体 の 役 割 」、 三 国 英
実編著『地域づくりと
農協改革』農山漁村文
化 協 会、2000 年、93 〜
103 ページに詳しい。

る注１）。

２．平鹿町ハウス団地組合の展開
ＪＡ秋田ふるさと管内の複合経営による多品目産地化は、旧十文字町の歴史的経
験を踏まえて管内に拡大した。著しい拡大を見せた品目はスイカとホウレンソウ、
菌床シイタケである。このうちスイカは、ＪＡ秋田ふるさとの野菜販売金額の約３
分の１を占める。スイカの 2008 年度生産量は 1998 年度対比でマイナス６％となっ
たが、出荷時期の調整と品質の向上によって販売単価が上昇し、販売金額は約２億
3000 万円増加した。また、ホウレンソウと菌床シイタケの拡大は、複合経営の協業
による生産量の拡大が主な要因である。この複合経営の協業について見ていこう。
（１）大型ハウス団地化による協業

じゅう ご

の

ホウレンソウの拡大の中心は、旧平鹿町 十 五野地区のハウス団地の取り組みであ
る。旧平鹿町では 1970 年代より転作作目のスイカの導入が進み、十五野地区では農
業集団組合によるスイカ団地化が進められた。その後品目の拡大が進み、スイカ・
エダマメ・ナス・メロン・ハクサイ等の複合産地化が図られ、十五野地区は旧平鹿
ほ じょう

町の野菜生産の中心的地域となった。十五野地区の野菜生産圃場は地域の転作田を
集積した形での団地化で、生産者の多くは通い作であった。
1997 年、旧平鹿町とＪＡによるフロンティア農業構想の一環として大型ハウス団
地化が図られた。この背景には、十五野地区のリーダー層が、重量作目であるスイカ・
ハクサイから軽量作目であるホウレンソウへの作目転換を進めたことがある。この
作目転換は、農業労働力の高齢化、重量作目の価格低迷と輸送経費の高コスト構造
等が要因である。
フロンティア農業構想による大型ハウス団地化には、リーダー層の４人が参画し
た。1998 年に県単独補助事業「園芸産地緊急拡大対策事業」を導入して、リーダー
層のうちの１人の農地（3.3ha）にホウレンソウハウス 50 棟（計 1.8ha）などを建設し、
「平鹿町ハウス団地組合」
（以下、ハウス団地）として生産が始まった。その後、2004 年、
2005 年、2006 年にそれぞれ１人ずつ農業後継者（30 代１人、40 代２人、共に複合経営）
が新規に参画した。また県単独補助事業「あなたと地域の農業夢プラン応援事業」
（県
12 分の４、町 12 分の１、生産者 12 分の７負担）を活用してハウスの増設が続けら
JA 総研レポート／ 2009 ／冬／第 12 号
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れた（表２）。2009 年現在、７生産者がハウス 236 棟（6.5ha）でホウレンソウとコ
注２）ハウス団地とし
て の 集 積 地 域 は 236 棟
だが、この他に地域全
体 で 262 棟（ 菌 床 シ イ
タケ用簡易ハウスも含
む）のハウスで生産が
行われている。またコ
マ ツ ナ は、2000 年 に 連
作障害への対応を目的
として導入された。

マツナの生産を行っている注２）。
【表２】 平鹿町ハウス団地組合の年次別事業概要
:

1998

1999

2002

2003
;@>?

.% !
.
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:EBD-
:EBD
:*'
:$),

MLN
MLN
MN

2004
A+

2005

2006

FIJ
.=

GCHK%

#

'

.@<
.

MN

33/000
17/982
50
57/211

9/000
8/096
32
29/648

12/000
7/231
31
25/301

10/176
5/987
21
28/273

18/000
10/692
44
32/094

9/000
5/773
27
36/985

13/000
9/608
31
34/944

104/176
65/369
236
244/456

MN

33/601

16/286

12/652

14/364

17/317

19/403

21/078

134/701

資料：ＪＡ秋田ふるさとの資料より作成。

ハウス団地の農地は、利用権設定で生産調整対象耕地を集積しており、3.3ha から
始まって、2009 年現在 10.4ha まで拡大した。生産過程は年間約 3.5 回転で、耕起・
は しゅ

播種・中間管理は生産者自らが行う。収穫は１生産者当たり５～６人、選別・個包
装は団地全体の共同作業で、10 人前後の臨時雇いで対応している。臨時の雇用は生
産者個々の対応だが、雇用調整と労働力編成は生産者間で行っている。出荷は全量
注 ３） ホ ウ レ ン ソ ウ・
コマツナの主要な出荷
先 は、 関 東・ 京 浜 地 区
の市場で、予約相対取
引を行っている。現在
の技術水準では連作障
害によって夏場の出荷
量が不安定であること
から、契約栽培による
直接販売は難しいとの
ことである。

（表３）。
ＪＡの共販で、2006 年度実績１億 1624 万円である注３）
【表３】 平鹿町ハウス団地組合生産販売実績の推移
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資料：ＪＡ秋田ふるさとの資料より作成。

（２）菌床シイタケ生産における協業
次に菌床シイタケ生産の協業を見ていこう。旧平鹿町の菌床シイタケ生産は、冬
場の現金収入を目的とした簡易ハウスによる生産から始まった。1990 年代に拡大し、
2009 年現在、平鹿地区の菌床シイタケ生産者は 30 戸まで拡大している。
1995 年に生産者グループ（当時 21 人、現在 19 人）自らが出資し平鹿町きのこ培
注４）平鹿町きのこ培
養 セ ン タ ー は 年 産 130
万玉で、完全機械化さ
れている。菌床ブロッ
ク は １ 玉 300 円 前 後 で
販売される。

養センター（菌床ブロック生産）を設立した注４）。当初ＪＡ主導で設立する話もあっ
たが、自主的に仲間を集め独自で設立した。ＪＡは、培養センター用地（遊休地）
を無償提供し、補助事業にかかる事務手続きや、菌床ブロックの販売代行等を行う
ことで支援している。
その後、国産シイタケの需要が増大し市場から周年出荷を求められたこと、さら
に種菌メーカーの周年種菌の導入によって周年栽培へと展開した。2007 年には、ハ
ウス団地の中心的な５人の生産者によって、菌床シイタケ生産の協業組織である農
事組合法人アグリピース（以下、アグリピース）が設立された。アグリピースでは
３室構造（３万菌床）の空調設備を備えた大規模周年栽培棟を、１人当たり１棟（国

注 ５） 生 産 者 ５ 人 は、
自家周辺の簡易ハウス
栽培でも菌床シイタケ
生産を計 15 万菌床行っ
ている。

の「農林漁村活性化プロジェクト支援交付金」を活用して１棟当たり建設費 4000 万
円）、計５棟を建設した。総事業費は施設５棟で約２億 6000 万円であった。
菌床シイタケ生産は１棟当たり３万菌床を年間２回転で計６万菌床、アグリピー
ス全体で年間 30 万菌床生産している注５）。菌床は平鹿町きのこ培養センターから購

28 《研究レポート》地域農業発展における「協業」の意義

JA 総研レポート／ 2009 ／冬／第 12 号

入するため、生産過程は中間管理と収穫、選別のみで軽労働かつシステム化されて
いることから、臨時雇いを中心とした運営が可能となっている。選別は１次選別の
粗選別までが行われ、２次選別と個包装はＪＡ全農秋田県本部の県南園芸センター
で一括して行われる。臨時雇いは 20 歳代から 70 歳代の女性を中心に、約 20 人が雇
注６）臨時雇いの雇用
形態は（農）アグリピー
スの法人雇用で、時給
700 円 の 年 間 契 約 で あ
る。また雇用保険に加
入しており、将来的に
は常時雇用することを
目標としている。

用されている注６）。
アグリピースでは資材の一括購入、販売の系統一元化を行っているが、分配は個々
の生産者の出来高に応じている。このため５人の生産者は、協業する組織の構成員
せっ さ たく ま

であるとともに、品質や生産技術を競い切磋琢磨する関係にある。
アグリピースの菌床シイタケの年間販売額は約４億円で、旧平鹿町地域の販売実
績約７億 5000 万円の 53％、ＪＡ秋田ふるさと管内の販売実績約 13 億円の約 31％を
占める。

３．地域農業発展における「協業」の意義
ＪＡ秋田ふるさとの複合経営による多品目産地化は、旧十文字町の総合産地形成
から発展した。地域農業発展の要因の１つは生産者の協業経営にある。ハウス団地
のホウレンソウ・コマツナとアグリピースの菌床シイタケ生産の取り組みは、共に
自立した生産者が協業することで発展している。ここでの協業は、経営責任は個人
に帰属するものの、共同資材購入や共同選別によるコストの削減、雇用の共同によ
る効率的な労働力編成など生産過程で進んでいる。また協業を通じて、生産者同士
が出来高での競い合いや営農技術の相互共有によって切磋琢磨している。こうした
自立的な生産者の協業による主体形成が、地域農業発展の核となっている点に注目
したい。
加えてホウレンソウ・コマツナや菌床シイタケという軽労働、軽量品目の選択と
その複合経営は、臨時雇い労働力の効率的な労働力編成を可能とした。具体的には、
午前にホウレンソウ・コマツナの収穫から選別、午後に菌床シイタケの収穫から選
別など、生産過程に合わせた無駄のない労働力の配置を行うことができる。さらに
協業は、雇用を共同で行うことでさらなる労働力編成の効率化を可能とした。こう
した複合経営と協業による分業の高度化によって、生産者は生産から経営へと自ら
の労働力配分を変化させている。自らの役割を経営へとシフトすることで学習機会
が増え、さらなる農業経営の発展の可能性を有する。
他方で、近年ホウレンソウ等軟弱野菜やネギ、アスパラガス、菌床シイタケといっ
た軽量品目の導入が全国的に広がりつつある点には検討が必要であろう。今後、軽
労働・軽量品目の画一的増加により、産地化競争が激化することが予測される。特
に直近の円高基調とデフレ傾向の経済環境の下で、再度外国産農産物の輸入増加が
き

ぐ

予測され、軽量品目の多くは輸入農産物との競合が危惧される。こうした経済と市
場の環境を考慮した品目選択と経営の高度化が生産者に求められつつある。そのよ
うな状況のなかで、協業と複合化による産地形成は、出荷ロットの安定的確保と品
質の高位平準化によるブランド力の強化を通じて、より高い競争力を獲得できる可
能性が高い。いわゆる個別経営体の育成のみではなく、協業による生産力向上を目
的とした産地形成を推進する取り組みが望まれる。
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現地報告

イタリアの農協「アグリボローニャ」にみる
販売事業の発展方向 —— わが国のＪＡ販売事業への示唆
（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）

ひ よく

イタリアの北部、ポー川のつくった肥沃な平野が広がるエミリア・ロマーニャ州
の州都、ボローニャ市にある農協の１つ、アグリボローニャを訪れる機会を得た。
主に大規模な農家を組合員として積極的な販売事業を展開するとともに商社として
の事業や野菜等のプレカット事業への拡大を進めるアグリボローニャの活動状況ば
かりでなく、関連するボローニャ市における青果物流通の姿――卸売市場機能の衰
えと生き残りへの展開――は、日本の農業関係者にとり示唆に富むものと思われる
ので、ここに紹介したい。

１．アグリボローニャの概要
イタリアの農協は、青果物、酪農やチーズ、ワインなどの産品ごとに設立される
専門農協である。アグリボローニャは、1999 年にそれまであったいくつかの生産者
の組合を合体して創設された青果物主体の農協である。野菜はサラダ用の葉物類、
ズッキーニ・キュウリ・メロンなどの瓜類のほか、ナス、ジャガイモなど、果実は
リンゴ・ナシ・ブドウなどを扱っている。
現在、組合員である農家数は約 180 である。取扱量の８割は野菜、２割は果実となっ
ており、2008 年の売上高は 3600 万ユーロ（約 50 億円）であった。これに後述する
グループ子会社の売上高を加えると、約１億 1000 万ユーロ（約 150 億円）となる。
注）「イタリアの農協」
、
『調査と情報』農林中金総
合研究所、2009 年 1 月号

重頭ユカリ氏 注） によれば、イタリアの４つの全国連合に加盟している農協数は
6430 組合、組合員数は約 90 万 8000 人、売上高は約 350 億ユーロでイタリア国内の
農業・食品産業の売上高の約 3 分の１を占めるという。
これと比べると、アグリボローニャは組合員数は平均並み（平均は 141 人）、売上
高は極めて高い（平均は 544 万ユーロ）農協と位置付けられる。
イタリアでは同地域に同じような作目を扱う農協が大小存在しているが、そのな
かでアグリボローニャは大規模農家の比率の高い農協である。それは、この農協へ
の加入条件が、「最終的に出荷できる状態の商品しか扱わない」とし、規格分けや箱
詰めを組合員がやることになっているからである。その代わり、アグリボローニャ
の手数料は売り値の 10％である。
他方、農家が大きなカートンに収穫物を入れて農協に持ち込み、農協で出荷のた
めの調製・包装をするような農協の場合、農協のマージン率は 30 〜 40％になると
いう。アグリボローニャは単に生産するのみならず、自分で売り先を見極めたい、
自分の手取りを増やしたい農家による農協であり、必然的に大規模農家の比率が高
く、他方小さい農家は農協から抜けていく傾向にある。とはいっても、70 代の老夫
婦で営む年商 300 万円程度の小さい農家から、年商４億円といった大きな農家まで
組合員はさまざまだ、と説明者の営農指導部門の責任者であるマルコ・キャンディ
ニさんは言う。
組合員はこれまでボローニャ市が州都となっているエミリア・ロマーニャ州に限っ
ていたが、今年から州外の組合員の加入も認めた。キャンディニさんに言わせると、
イタリア人は「地方根性」
（旧都市国家間のライバル意識）が強い上、この農協は儲かっ
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ているので既存の組合員は会員をあまり広げたくないという考えだった。ところが、
他の農協との競争が激化し取扱量を増やさなくてはならないので、今年から他州か
らの組合員に入ってもらうことにしたそうだ。全体として、組合員数は徐々に増え
ているとのことだった。
アグリボローニャは、協同組合である本体の下に３つの子会社を持つ。ＣＯＮＯＲ
とＳＯＲという２つの商社と、今年造ったばかりのカット野菜工場の会社である。
このうちＣＯＮＯＲはアグリボローニャと同じ建物内に事務所や集出荷場を持ち、
ＳＯＲとカット野菜工場は別の町にある。グループ全体で 100 人の職員（常雇）を
抱えている。
ＣＯＮＯＲについてはもともとあった商社をアグリボローニャが買収したもので、
輸入品も含めアグリボローニャの組合員の生産物とは別個の商品を集荷し販売する。
扱う商品がアグリボローニャのものと重なることもあり、またアグリボローニャの
商品が売れ残った場合にはＣＯＮＯＲの持つ販路を通じて売りさばくこともある。
グループ全体の売上高の７割をこの２つの商社で稼いでおり、その利益の一部は
組合員に還元され、残りは再投資に向けられる。

２．アグリボローニャの会員の野菜生産者
【写真】大規模なサラダ
菜農場を営むバルビエー
ルさん
（右）
とアグリボロー
ニャの営農指導部門責任
者のキャンディニさん。

アグリボローニャの組
合員の１人である、ジャ
ンニ・バルビエールさん
（50 歳 ） の 農 場 を 見 せ て
いただいた。バルビエー
ルさんのお父さん（81 歳）
がアグリボローニャの前
身である協同組合の創設
者 の １ 人 だ そ う で あ る。
バルビエールさんは 50ha
もの農地でゼッティーナ
と呼ばれるサラダ菜の栽
培を行っている。さらに
毎年周辺農地を 10 〜 25ha 借りてそこでもゼッティーナを栽培しており、アグリボ
ローニャのＣＯＯＰ（生協）向けゼッティーナの 30％はこの農場から出荷されると
いう。冬の間はトンネル栽培も行って周年供給体制をつくっている。

【写真】広大なバルビエー
ルさんのゼッティーナの
圃場。

訪問した時には、見渡
すばかりのゼッティーナ
畑で、大きな区画の１つ
では最後の収穫作業を行
う一方、その向こうの畑
は苗の植え付けが終わっ
た と い う 光 景 で あ っ た。
作業は完全に機械化され
ており、広大な畑に５列
ずつゼッティーナが植え
付けられている。
畑では、バルビエール
さん自慢のゼッティーナ
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【写真】バルビエールさ
ん自慢のゼッティーナの
収穫機。最大 11 人まで
乗ることができ、収穫機
の上で調製・ケース詰め
まで行う。

の収穫機械を動かして見
せてもらった。収穫機械
の上に最大 11 人が乗るこ
とが可能で、収穫されて
いくゼッティーナを洗っ
て切ってコンテナケース
に詰めていく。調製処理
のスピードによって、収
穫機械が前進して収穫す
る量が自動的にコント
ロールされるようになっ
ている。バルビエールさ
ん自身がこの機械の開発
に関わり、その後も独自に改良を重ね、「世界で１台だけの機械だ」と胸を張ってい
た。同様の機械はイタリアには 10 台程度しかないそうだ。
バルビエールさんの農場では７人を雇用しており、うち６人はアルバニア人、１
人はエチオピア人とのことだった。エチオピアからの人はこの農場にもう 25 年もい
るそうで、「もうイタリア人だよ」とバルビエールさんは笑っていた。このように他
の国から働きに来る人たちに対しては、住居を提供し、「気持ちよく働いてもらうよ
うにしている」とのことだった。
案内してくれたアグリボローニャのキャンディニさんは５人の営農指導担当部門
の責任者である。この仕事をして 11 年だそうだが、「このようにもともと技術力の
高い農家が組合員なので、生産技術そのものの指導をすることはあまりない」との
ことだ。彼らの仕事の主体は、新しい農薬・肥料などの資材についての情報提供や、
機械などを購入する際のアドバイスと、ＣＯＯＰが求める品質チェックの実施である。
組合員の農場の規模や作目に応じて、毎週、２週ごと、３週ごとと訪問頻度を決め、
組合員農家を訪れている。

３．アグリボローニャの販売事業とイタリアの青果物流通
アグリボローニャの販路は大手量販店チェーン（ＣＯＯＰ、ＣＯＮＡＤ等）への直
接販売とボローニャ市中央卸売市場での販売である。なかでもイタリア最大の量販
店チェーンであるＣＯＯＰは最大の顧客である。
大手量販店向けの集出荷は、アグリボローニャの事務所に併設された集出荷場で
行われる。
鮮度を重視するＣＯＯＰの場合のケースを見ると次のようになっている。
①

前日の夕方５時ごろ、翌日分の予備注文が入る。
↓
② その数量等をアグリボローニャは夜のうちに各組合員に配分・連絡する。
↓
③ 当日の朝 10 時ごろに最終注文が入る。
↓
④ 追加分の配分・収穫の指示をアグリボローニャから組合員に出す。
こうした手順で、当日の午後２時過ぎに組合員からの最終の荷がアグリボローニャ
の集出荷場に入る。ちなみに前項で紹介したバルビエールさんは、自分で冷蔵トラッ
クを所有していた。
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ＣＯＯＰもＣＯＮＡＤも

【写真】ボローニャ市中
央卸売市場のアグリボ
ローニャのコーナー。

出荷には段ボール箱では
なく、折りたたみ式で何
度でも使うプラスチック
のコンテナケースが通い
箱として用いられる。畑
で洗浄・調製しコンテナ
ケースに詰められたもの
が、 そ の ま ま 店 頭 に 並
ぶ。これらのコンテナケー
ス は ＩＦＣＯな ど の 専 門
会社からのレンタルであ
る。作物に応じてコンテ
◆
取
取
出

扱
扱
荷

ＣＡＡＢの主要データ

◆

額
量
者

年間４億ユーロ
年間 35 万トン
卸売企業 32 社
協同組合５社（組合員農家数 290）
個別生産者 100 農家
特定作目の取引所 ４カ所（ジャガイモ、タマネギ、果実、
有機農産物）
顧 客 数 2000 社
（出典：ＣＡＡＢのパンフレット〈2008 年１月〉から）

ナケースの高さは異なる
が、底辺の縦横の長さは
規格が統一されているた
め、運送や店頭での配置
が効率的に行われるよう
になっている。
一 方、 青 果 物 の 中 央
卸 売 市 場 で あ る Centro
Agroalimentare di
Bologna（ＣＡＡＢ）での

販売は、多様な小売業・飲食店向けとなっている。ＣＡＡＢはボローニャ市主体の第
３セクターであり、アグリボローニャ自身はＣＡＡＢの出資者の１つであり、市場内
に大きなコーナーと冷蔵庫を持つ。
ＣＡＡＢも視察し、事務所の方からお話を伺ったが、非常に広々として清潔感あふ
れる施設だった。市場内は卸業者のエリアと生産者（組合・個人）のエリアに分かれ、
生産者エリアにはアグリボローニャを含めて地元の５つの協同組合（農家数 290）、
個別農家 100 が出荷している。生産者エリアでは、この地方の物しか売ってはいけ
ないことになっている。
生産者エリアに出荷する個別農家の数は、自らが出荷するよりも協同組合や卸業
者を介して販売することが増えるなかで、減少傾向にあるそうだ。ここに出荷して
いる協同組合のなかでアグリボローニャは最大の売り場面積を占めている。
面白いのは、同じアグリボローニャの組合員であっても、例えばブドウのケース
にかけるリボンが金色であったり赤であったり、箱は紙であったり木箱であったり
と、荷姿はばらばらである。「自分で販売にまで目を配りたい」アグリボローニャの
組合員だからこそかと思った。なお、アグリボローニャの組合員がこの市場経由で
販売する場合の市場使用料などは、組合員がアグリボローニャに支払う 10％の手数
料の中に含まれている。
一方、卸業者エリアには 32 社が入っているが、220 ㎡の区画を１つだけ使う企業
から 11 も使う企業まで大小さまざまである。
市場の買い手は、イタリア全体に売りさばく大手業者が 200 社程度、あとは地元
を中心とした小規模の小売業者が 1800 社程度である。また、火曜日と土曜日には一
般の人も買いに来ることができる。
いずれのエリアでも、値決めは相対である。ＣＡＡＢの事務局は毎日産品ごとに
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いくつかの売り手から取引価格を聞き取り、それを一覧にして市場の会員に配布し、
取引価格の傾向が分かるようにしている。
このＣＡＡＢの売り上げは最近の５年間で 10％も減少している。１つはＣＯＯＰ
など大手量販店チェーンが市場を経由せず、農家との直接取引に移行していること
である。例えば、最大チェーンのＣＯＯＰ はＣＡＡＢ内に倉庫を持っているが、商品
が足りないときにしか市場を使わない。また、このような流通の変化のなかで、他
の卸売市場との競争が激化している。イタリアの北半分だけで、このような卸売市
場はボローニャ以外に６市場あり、ハブ市場（転送元）としての地位を争っている。
このような厳しい環境のなかで取扱額を確保するため、ＣＡＡＢは、上記の取引価格
情報の配布のほか、効率的な荷さばきシステムの構築、施設の衛生管理の徹底、市
場と産地などが連携して行う地元特産品のプロモーションなどを行っている。

４．考察 ── わが国のＪＡ販売事業への示唆
今回視察したアグリボローニャは大規模農家を基盤とする農協だが、大手量販店
との直接取引や市場販売など販売事業に徹すると同時に、組合員である大規模農家
の独自の販売戦略を尊重している。さらに、農協としての競争力強化や収益確保の
ため、他州からの組合員の容認、企業買収を含めた商社・カット野菜工場経営など
子会社業務の拡大など、積極的な経営を行っている。
他方、イタリアの青果物流通では、わが国に見られるのと同様に、大型量販店と
大規模生産地との直接取引の拡大とそれに伴う卸売市場の取扱額の減少、という現
象がここでも進行していた。卸売市場は、個別の農家や中小産地の荷を集め、伝統
的な八百屋や市場、レストランといった小規模な需要者に売るチャネルであると同
時に、イタリア国内外の商品を集め、他の地方や国向けに流通させるハブ市場とし
ての地位を他の市場と激しく競っている。

いち ば

イタリアでも青果物流通システムの末端では、わが国同様、伝統的な消費市場や
八百屋からスーパーマーケットやハイパーマーケットでの取り扱いへの移行が進み、
また、川上では生産者の大規模化が進んでいる。
アグリボローニャはこのような青果物流通の変化に農協が柔軟に対応している例
であり、わが国において大規模経営のＪＡ離れが言われているなか、示唆に富んだ
取り組みではないかと感じた。
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シリーズ

「このひと」と

自然味あふれる手作りお菓子を全国に届けたい！
がんばるママのおやつ工房
山形県天童市
代 表

玄米おやつ工房 mama's

森 谷 あ か ね さん

１．はじめに
将棋の駒の名産地として全国的に知られる山
形県天童市。毎年春には、2000 本の桜が咲き乱
れる舞鶴山の山頂で、華やかな「人間将棋」が
催されることでも有名である。サクランボをは
じめ、モモ、ブドウ、リンゴ、ラ・フランスなど、
豊富なフルーツの産地でもあり、市街地のあち
らこちらには、多彩な種類の果樹園が広がって
いる。天童市の中心部、天童駅からほど近い県
道沿いに「玄米おやつ工房 mama's」がある。
代表を務める森谷あかねさんは、九州・久留米
市の出身。自分の意見をはっきり言うさばさば
した人柄で、内気でひかえめな東北の女性たち
とはちょっとおもむきが違う。九州から東北へ
その身ひとつでやってきて、嫁ぎ先の家業、
（有）
ファーム・イン・ビレッジで、米の販売・経理を
担当する傍ら、自然素材のお菓子を製造・販売
する「玄米おやつ工房 mama's」を自ら立ち上げ、
アレルギーで悩む全国の子どもたちに安全で安
心な手作りおやつを届けている。そのバイタリ
ティーあふれる活動の様子をうかがった。

２．九州から東北へ 新しい世界の始まり
── あかねさんは福岡県久留米市の出身だそうで
すね。九州とここ東北とでは、風土や文化が全く
違いますが、嫁いでくるのに不安はありませんで
したか？

私はもともと引っ込み思案な性格だったんで
す。３人姉妹の末っ子で、小さなころから、い
つも一番上の姉の真似ばかりして育ってきまし
た。学校から何からすべて姉と同じ選択、自分
１人では何ひとつ決められない甘えん坊だった
んです。学校卒業後も言われるがままに金融機
関に勤めましたが、実はＯＬ生活が嫌で嫌でた
まらなかった。毎日同じ時間に出かけ、同じ制
服を着て、ストッキングにハイヒール、という
生活は苦痛以外の何物でもありませんでした。
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すっきりした博多美人の森谷あかねさん。玄米おやつ工房 mama's の中で。

ある時ふいに、うじうじぐずぐず悩んでばか
りいる自分に嫌気が差したんです。こんな自分
を変えたい、なんとか自分で新しい道を切り開
きたいという強い思いを抱くようになりました。
そして一念発起して、４年間勤めていた金融機
関を辞める決心をしました。これが自分の人生
で、初めて自分で決めたことかもしれません。
不思議な話ですが、仕事を辞めることを自分
で決められたことで、ひとつの自信が生まれた
のです。自分にも決められる、自分で自分の人
生を選択できるぞって。そこから本当の「私」
が開花したのかもしれません。
仕事を辞め、１年間はアメリカのシアトルに
語学遊学（笑）しました。言葉が通じなくても、
なんとか自分の意志を伝えて生きていくことを
体得し、その後も１カ月かけてヨーロッパ中を
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旅するなどして、新しい見聞を積み重ねていき
ました。それらの経験のなかで、私は、自分の
意志で自由に行動できるように変わっていった
のだと思います。
そんななか知り合ったのが今の主人です。彼
は山形県天童市の出身で、農家の長男。サラリー
マンとして勤める傍ら、家業である農業と米の
卸業を、仕事が休みの土日にのみ手伝っていま
した。
出会ってすぐに意気投合し、福岡と山形の遠
距離恋愛を経て結婚しました。実は結婚前に、
主人からはサラリーマンを辞めて家業を継ぎた
い、という相談を受けていました。私はふたつ
返事でＯＫしたんです。農家に嫁ぐことの不安
よりも、何か新しいことが始まるぞ、この人と
なら、面白い人生が歩めそう、というわくわく
した気持ちの方がずっと大きかったんです。

３．自家の米をもっと売りたい！
新妻が考え出したそのアイデアとは？
── 農家に嫁ぎ、家業を手伝うことになったあか
ねさん。具体的にはどのようなことを担当された
のでしょうか？

義父は米作りの名人でその名を知られた地元
の名士です。全国に米作りの指導にまわってい
るほどの人物で、まだ無農薬米など、誰も見向
きもしなかったころにいち早く目を付け、すで
に栽培を始めていました。また、
（有）ファーム・
イン・ビレッジという法人を立ち上げ、米の生
産のみならず、近隣農家からの水稲の作業受託
や米の委託販売を行っていました。
義父が作るお米は安全・安心、そしておいしい。
でも販売力が手薄になっているのが現状でした。
せっかくいい米を作っているのだから、なんと
かうまく売る方法はないだろうか。
そこで私はホームページを利用したネット販売
に力を入れることを提案してみたんです。でもた
だのネット販売ならばどこでもやっていること。
どうやったらファーム・イン・ビレッジの米を選
んで買ってもらえるか。考えを重ねた結果、私は、
米にプレゼントを付けたらどうか、ということを
思い付いたんです。米はおいしくて当たり前、な
らばそのおいしい米にさらに付加価値を付けるこ
とで、同業者との差別化を図れば、うちの米を選
んでもらえるのではないかと。
同じように米が届いても、そこに「おまけ」
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が入っていたら、段ボールを開けるのも楽しく
なりますよね。私は自分が荷物を受け取った時
のことを想像し、
「届いた時に嬉しい」販売方法
を考え出したのです。
プレゼントには季節ごとの山形の特産を選び
ました。初夏にはサクランボ、秋には新ジャガ、
冬には手作りの漬け物、といった具合。もちろ
んすべて自家製です。サクランボは紅秀峰とい
う大きな粒の品種で、義父が長く作っているも
のです。山形でサクランボといえば佐藤錦を思
い浮かべますよね。でもなぜあえて紅秀峰かと
いうと、佐藤錦は収穫時期が米の除草作業と重
なってしまうからです。米作りに支障がないよ
う、佐藤錦よりも収穫期の遅い品種を、と義父
が考えて育てていたのが紅秀峰だったのです。
次回のプレゼントが何かは、ホームページで予告
をするんです。そ
うすると、いつの
間にか、プレゼン
ト目当てで米を
買ってくれるお
客さんまで出て
くるようになり
ま し た。 プ レ ゼ
ント作戦は大成
功。 売 り 上 げ は
上昇し、私自身も実績が認められ、ファーム・
イン・ビレッジの正職員になることができました。
一方、ネット販売はお客さんからの情報を得
るかっこうの機会でもあります。そんな、お客
さんの意見から生まれたのが「玄米のクッキー」
なんです。

4．米の「おまけ」として始まった「手作
り玄米おやつ」
──「 玄 米 お や つ 工 房 mama's」 の 初 め て の
商 品 と な る「 玄 米 の ク ッ キ ー」 は ど の よ う に
して誕生したのでしょうか？

米のネット販売が軌道に乗ってくると、私は、
玄米の人気がとても高いことに気が付きました。
自分自身で調べてみると、玄米の栄養価の高さ
や、玄米がいかに体にいい影響を与えるかがはっ
きりと分かってきました。そんな折、あるお客
さんから「玄米を子どもに食べさせたいが、な
かなか食べてくれない。子どもにも食べやすい
加工方法はないか」という相談を受けたんです。
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また「アトピーで小麦粉が食べられないので、
お米のお菓子はないか」などという声も聞かれ
るようになりました。そこで、私は、自家の無
農薬玄米を使ってお菓子を作ってみたらどうか
と思い立ったんです。折しも米粉パンはしりの
ころです。私は試作に試作を重ね、半年かけて
無農薬玄米のクッキーを作り上げました。そし
て米のお客さんに「おまけ」としてプレゼント
して、皆さんから感想をうかがってみたんです。
すると思った以上に評判は上々、そのうちに「米
のおまけとしてではなく、お菓子を単独で購入
することはできないか」というお問い合わせが
数多く寄せられるようになりました。
私はしっかりとした手応えを感じました。こ
れはビジネスとしていける！ ここからがおやつ
工房の始まりなんです。

5．「玄米おやつ工房 mama's」の立ち上げ
── お 客 さ ん の 意 見 か ら 始 ま っ た お や つ 作 り。
そ の 後、 ど の よ う に 展 開 し て い っ た の で し ょ
うか？

それまでは自宅のキッチンでお菓子の試作品
作りをしていましたが、商売をするとなるとど
うしても手狭です。そこで目を付けたのが、駐
車場の片隅にあった、長く使用していないプレ
ハブの倉庫でした。義父にお願いし、その倉庫
をそのままお菓子作りの工房として借りること
にしました。内装にはなるべくお金をかけず、
材料や器具を入れる棚は、ホームセンターで安
いカラーボックスをいくつも購入し、棚のよう
に並べてそれらしくしました。調理台もリサイ
クルショップで安く手に入れてきました。一番
お金がかかったのはストックの材料費でしょう
か。準備金は全部で 40 万〜 50 万円。これは、
すべてこれまで貯めてきた自分の預金でまかな
いました。
実際にお菓子を作って販売するとなると、１
人では限界があります。私は、仲のいい近所の
主婦仲間に、手伝ってもらえないか声をかけま
した。時給は 700 円です。この場所ならば子ど
も連れで来られるし、働きながら気の合う者ど
うしで楽しく過ごすことができる、そしてなん
といってもお小遣いを稼ぐことができる！ ま
さに一石三鳥です。友人からは「やろう、やろう」
という返事をもらうことができました。
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駐車場の片隅にあったプレハブの倉庫を改装した、手作り感あふれる工
房。お金はかけていないが、衛生面には万全の配慮をしている。

2003 年 12 月、 名 前 を「 玄 米 お や つ 工 房
mama's」として、友人と２人で工房をスター
トさせました。
私たちのこだわりは、厳選された素材で健康
にいいお菓子を作ること。自家製コシヒカリの
玄米 100％を主原料とし、アレルギー物質とな
る小麦粉は一切使用しません。バターもできる
だけ控えめにし、糖分はミネラルをたっぷり含
んだ、てんさい糖を主に利用しています。もち
ろん保存料などの添加物も一切使いません。
工房を立ち上げた当初、商品は「玄米クッキー」
（１袋 120 円）のみでしたが、１年ごとに商品を
開発し、現在はクッキーに加えて「もっちりま
どれーぬ」
（１個 120 円）や「玄米シフォンケーキ」
（１台 550 円）など数種類のお菓子を製造・販売
しています。そのほとんどがインターネットで
の注文販売です。お客さんからの要望があれば、
その希望に添った商品をお作りします。例えば、
アレルギーのため、ほとんどのケーキを口にす
ることのできないお子さんを持つお母さんから
「どうしても子どもにケーキを食べさせてやりた
い」という相談を受け、卵・小麦粉・乳製品を
一切使わないケーキを作ったことがありました。
豆腐・てんさい糖・ゼラチン・ブルーベリーな
どの素材を使って、レアチーズケーキのように
仕上げてみたところ、お子さんにもお母さんに
も大変感謝され、仲間と喜び合ったものです。
工房は今年で設立から６年、売り上げは毎年
300 万円を超えるまでになっています。メン
バーも新たに１人加わりました。2005 年には、
「もっちり黒米まどれーぬ」が村山地域農産加工
品評会で優秀賞を、2007 年には「玄米おからクッ
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キー」が山形農産加工大賞で、見事、大賞を受
賞しました。
そういった私たちの活動が口コミで広がり、
マスコミからの取材も多く受けるようになりま
した。その影響か、ＮＨＫ文化センター山形か
ら声がかかり、私は、2008 年 10 月から月に２回、
玄米の焼き菓子作りの講座を受け持っています。
コンセプトは「特別な材料をそろえなくても冷
蔵庫の中の残り物でできるお菓子作り」です。
講座は３カ月で１クール。毎回同じものを作る
わけにはいかないので、新しいレシピを次々と
開発していかなければなりません。それはかな
りハードでもありますが、たいへん勉強にもな
ります。開発したレシピの中から、商品化でき
そうなものはないか考えることもあります。新
しいレシピの開発は、立ち止まってしまいそう
な私の背中を押してくれる、いい刺激になって
います。

６．あかね式 上手な時間のつくり方
── 家事・育児をこなしながら、米の販売・経
理 と お 菓 子 の 製 造・ 販 売、 さ ら に 料 理 教 室 と、
かなりご多忙な毎日だと思います。どのように
して時間をやりくりしているのですか？

工房を立ち上げたばかりのころ、何もかも自
分でやらなければ気が済まなくて、ずいぶん苦
しい思いをしました。友人に「一緒にやろう」
と声をかけておきながら、ひととおり自分が見
ないと不安で仕方がなかったんです。米の販売
をおろそかにするわけにはいかないし、子育て
や家事もある。そこにお菓子作りが加わるのだ

から、なんでも自分でやろうとすれば時間が足
りなくなるのは当たり前。それなのに人に任せ
られないから、自分の眠る時間を削って、なん
とかやりくりしていました。
でも寝不足を続けていると驚くようなミスを
したり、いいアイデアが全く浮かんでこなかっ
たりして、結局はあまり効率的ではないんです。
友人たちとの間にも、だんだん距離感が生まれ
てしまいました。そりゃそうですよね。信用さ
れていないと感じれば、だったらここまでしか
やりません、って考えるのは当然のことです。
私は、時間を有効に使うための勉強もたくさ
んしてみました。時間の整理術に関する、あり
とあらゆる本も読みましたよ。でもとどのつま
り出た結論は……。とにかく寝ること！だった
んです。十分な睡眠をとって、頭をクリアにす
れば、次に自分がやるべきことは何かがはっき
り分かってくる。それが一番効率的だというこ
とに気が付いたんです。
睡眠時間を得るにはどうすればいいか。結局
は自分１人では限界があるから、ひとさまの力
をお借りするしかないんです。任せられること
はすべてお願いして、そこから生まれた新たな
時間に、私は自分にしかできないことをすれば
いい。これが一番効率よくて一番気持ちいい、
というのが、私の得た結論でした。
任せることを覚えると、今度はそれが楽しく
て楽しくて（笑）。早寝早起きをし、時間内はしっ
かり働いて、定時に仕事を終わらせる。空いた
時間はじっくり自分の時間にあてる。新しいア
イデアも、そんな心のゆとりのなかから育まれ
ていきます。友人たちも、任されているからこそ、
そこに責任感が生まれて、仕事にめりはりがつ
いてきたように思います。「人に任せる楽しさ」
を覚えたことで、可能性が何倍にも何十倍にも
膨らんだと思っています。

７．「広告塔」としてのおやつ工房とこれ
からの「夢」
──「玄米おやつ工房 mama's」をこれからどの
ように発展させていきたいとお考えですか？ あ
かねさん自身の夢とあわせて教えてください。

玄米クッキーは、紫イモ、おから、黒ゴマ、ホウレンソウなど、10 数
種類に及ぶ。主原料はすべて自家製。さっくりとして本当においしい！
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そうですね。いずれは、カフェや、料理教室
のキッチンをつくって、工房をもっと大きくし
たいと考えています。若いお母さんがお子さん
連れで気軽にやって来て、おしゃべりをしなが
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らほっとひと休みできるような、サロンのよう
な場所になったらすてきですね。
でもね、常に忘れてはならないことは、あく
までも米が主役、ということなんです。そもそ
も、おやつ作りは、米の「プレゼント」として
始まりました。米を販売する１つのツールとし
て、おやつ工房の活動がある。そのぶれない軸
を常に自分のなかにしっかりと持っていたいん
です。「玄米おやつ工房 mama's」はファーム・
イン・ビレッジの、いわば広告塔。その大切な
役割をいかに果たしていくか、自分自身のキャ
パシティーも考えながら、工房の規模を拡大す
る時期を見極めていきたいと思っています。
引っ込み思案だった九州の１人の女の子が、
遠くここ東北にやってきて、今こうして生き生
きと人生を楽しんでいます。でもこれは、誰か
から与えてもらったものではありません。私は、
うじうじした自分を変えたくて、自分から変化
をつくり出してきたんです。よく「幸せをつか
む」って言いますけれど、それは違う。幸せは
つかむものではなくて、つくり出すものです。
待っていては何も始まらない。これからも私は
たくさんの幸せをつくり出していきます。

８．おわりに〜なぜ森谷あかねさんは成
功しているのか？

右から、市川ゆかりさん、森谷あかねさんと、時々お手伝いをお願いし
ている阿部京子さん。もう 1 人のメンバー金平千里さんは、現在産休中。

るためのツールであるとともに、玄米を食べや
すいおやつに加工することで、自家の米のさら
なる魅力を引き出すことに成功している。
３つ目は、自分は工房の代表であり、仲間た
ちはあくまでもスタッフである、という線引き
を、たとえ友人どうしであろうともはっきりさ
せている。その上で自分がやるべきことと、他
人に任せていいことを見極め、そこから自らの
時間を生み出して、さらなる活動の幅を広げて
いる。
そして最後の４つ目に、忘れてはならないこ
ととして、おやつ作りの活動が、単なる金儲
けではなく「誰かの役に立ちたい」という思い
から始まっていることを挙げたい。体にいい玄
米を、より多くの人に食べてもらいたい、アト
ピーで困っている子どもたちの手助けになれ
ば、という強い願いの上に、ビジネスチャンス
を重ね合わせているところに「玄米おやつ工房
mama's」の、そして森谷あかねさんのさらなる
発展の可能性を感じる。
「おまけ」から「起業」へ。その先には何があ
るのか。今後のあかねさんの活動から目が離せ
ない。

「玄米おやつ工房 mama's」は、本当に小さな
工房である。しかし森谷あかねさんの活動内容
は多岐にわたり、その明るい笑顔からは、生活
の充実ぶりがうかがえるようだ。あかねさんを
起業家と呼ぶならば、その活動から起業成功の
ポイントとして、次の４点が見えてくる。
１つ目は、家業内でしっかりとした役割分担
が確立されていることである。義父は米作り、
夫は経営、嫁（あかねさん）は販売・経理、さ
らに義母は家事に加え、自慢の漬け物の腕を米
のプレゼントに生かす、といった具合に、お互
いがそれぞれの得意分野で本領を発揮し、協力
し合える体制を家庭内でつくり出している。あ
〈インタビュアー：（社）ＪＡ総合研究所
かねさんは、自身が担当する、米の販売の一端
企画調整室長 主任研究員 小川 理恵〉
として「玄米おやつ工房 mama's」を立ち上げた
ということである。
２つ目に「玄米おやつ工房 mama's」は、あく
までも家業の広告塔である、というぶれない軸
を、あかねさん自身がしっかり持って活動して
いること。玄米おやつは、米をよりたくさん売
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協同組織の将来展望にかかわるいくつかの論点整理と批判的考察（上）
——論理構築の前提となる出発点が本当に正しいのか真剣に考え直す

研究ノート

（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．協同組織への認識の変化
農業協同組合の将来像を描くことはなかなか困難である。特に市場経済の先行き
への不安と景気変動の揺れが激しい昨今においてはなおさらである。
これまでの歴史を振り返ってみると、ある分野の難題はその分野の知識や知恵を
持って解決されるより、突然他分野から解答が出たりすることがある。
農業協同組合の数多い難題の解決についても同様なことが言えるだろうか。
今回、筆者は農業にこだわらず、協同組織という大きな枠のなかで、今後の農業
協同組合の将来像について理論的な考察を行いたい。
まず協同組織の将来像を予測するために、北海道大学経済学部濱田康行教授が作
成した図１、図２を参照して議論を進めてみたい。図は資本主義の発展過程のなか
での協同組織の存在意義の変化がよく表れている。なお、この図は協同組織金融の
変化を基に作成されていることを改めて記しておこう。
それでは氏の論理展開を紹介すると同時に、筆者の個人的な考えを交えながら協
同組織の存在意義どうとらえていくべきかについて論を進めることとする。
この図を持ち出した背景については、まず氏の考えを紹介する必要があるので、論
注 1） 濱 田 康 行「 協 同
組 織 の 存 在 意 義 再 論 」、
安 田 原 三・ 相 川 直 之・
笹 原 昭 五 編 著『 い ま な
ぜ信金・信組か──協同
組織金融機関の存在意
義──』日本経済評論社、
2007 年。

文の一部を順次引用しながら説明を行いたい注 1）。
濱田氏は 1989 年の金融制度調査会答申と、2006 年の規制改革・民間開放推進会
議の答申のうち、協同組織金融機関に言及した部分を持ち出して、時代の変化の
なかで協同組織金融機関の位置付けがどう変わったかについて説明を行っている。
1989 年の答申が、やや協同組織金融機関の存在意義を評価しているのに対し、2006
年の答申のなかでは協同組織への疑問を呈する内容となっている。氏の表現をその
まま借りると、「①協同組織への税率が低いことの根拠が薄弱である

②協同組織

のガバナンスが企業と比べて不十分である」。「要は、協同組織の存在意義を見直す、
この会議の性格から露骨に言えば、“協同組織なんか金融界にいらない”という主張
である」とまで切り捨てている。
同時に、「推進会議」の答申について真っ向から批判を展開している。氏は答申へ
の反論として、次のように述べている。「答申は、“やれない分野をやる”という論
理である。つまり、利潤原理の企業では対象にならない（なりにくい）分野を協同
組織が担当する、というものだ。しかし、これは現実離れしたやや美しすぎる分業
論だ。研究の世界にいる人々は現実から遠いだけにこのような主張に賛同すること
が多い。しかし、協同組織の最前線に働いている人にすれば、それは時代錯誤な認
識でしかない」としている。氏の協同組織への思い入れが真剣であることは誰もが
分かる。

２．協同組織の存在意義
ここまでの議論については筆者も氏と全く同じ考えであるので、異論の余地はな
い。
しかし、時代錯誤ではないかと考えられることもある。その認識の根拠として、
図１の説明に入ろう。 氏の説明によれば現状は既に Stage（ステージ）Ⅲに該当し、
分業は Stage Ⅰのみにしか当てはまらないとしている。資本主義の発展過程で協同
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組織金融の存在意義が社会的に認定された形態で独自の領域を構築できた時期がこ
の Stage Ⅰのみであったという認識である。
注 2）図１は、 注 1 と同
じ文献の、31 ページより
引用した。

【図１】市場経済と協同組織 注2）

A

StageⅠ

Stage Ⅱ
市場経済領域

協同組織領域

A

Stage Ⅲ
Society（公共を含む）

大きさはGDPを示す
出典：齊藤正教授（駒澤大学）の図を基に作成（以下同）。

注 3）引用文中の〈
は筆者が付した。

〉

分業という表現が適切か否かは筆者個人的にやや問題があると思うが、いずれに
せよ、この時期はまだ分業として協同組織金融の役割が明確であったというように
理解すればよいだろう。
その意味では、国からその役目が与えられようとなかろうと、農業協同組合は食
料供給と農業生産者の経済的地位の向上などの果たすべき目的があり、それについ
てはさまざまな見方があっていいと思われる。
この時期は運動体と事業（収益創出モデル）との衝突が比較的起きていなかった
時期であることは確かである。
それではもう一度図に戻ろう。Stage Ⅱから Stage Ⅲに達すると、資本主義の発
展が１国に止まらずグローバル化などと言われる自由市場経済領域が大きくなり、
その波に協同組織はのまれてしまい、徐々に市場経済の領域に吸収されていく様子
を示している。すなわち 協同組織に特有な分野ではほんの少ししか残らない状態を
指している（Ａ領域）。
これまでの日本の協同組織金融機関（信用組合、信用金庫）や農協の状況を見れ
ば一段と理解しやすい。すなわち協同組織の存在が完全に否定されるわけではない
けれど、協同組織のアイデンティティー に基づいた活動領域が限りなく小さくなっ
ていることを意味する。
過去のように、運動論的な立場でＡ領域（氏の表現でいえば純血理論）を確保し
ようとすれば事業の大幅な削減を余儀なくされると氏は主張する。従って氏は一般
金融機関がやれない領域をやれという提言は、もはや協同組織が進むべき道ではな
く、「逃走論である」と真っ向から批判を展開する。それを引用すると、「これまで、
協同組織の存在意義を主張するために利用されていた論理は、いわば補完論とも言
うべきものである。つまり、資本主義は利潤原理だけではカバーしきれず、そこに
は公的な分野や協同組織が担当する領域があると主張する。さらに、後者がないと
全体がうまく機能しない、いわば資本主義の必然的補完物として公的・協同分野を
位置づけるのである（略）。〈資本が〉あらゆる分野での活動が可能となれば（これ
が資本主義の完成である）資本主義はもはや補完される必要はない。端的に言えば、
補完論は逃走論である。（略）もはや〈完成した資本主義に対し〉補完論では対抗で
きないのは自明である」としている注 3）。
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同様な論理は、農協にそのまま当てはめても違和感がないだろう。
金融組織であれ、農協組織であれ、それが協同組織である限り、このような論理
は見事に説得力を持つ。そのくらい協同組織全体を取り巻く環境が厳しくなってい
るのである。それによって協同組織の内部には閉塞感が漂い、未来志向性を失って
いることは事実である。
さらに氏の論理はここから違う局面に入る。図１に示されるように協同組織が徐々
に市場経済領域に吸収されているからといって、事業拡張の連続線上に必ず登場し
てくる株式会社転換論については、断固否定の立場を堅持する。そのような誘惑（現
ささや

実を見据えたとき、最も理想的に思われる方法）を「悪魔の囁き」と言い捨て、そ
れに勝つために、新たな協同組織としての存在意義の再考を促す。
これまでの協同組織の存在意義についての主張に用いた論理そのものが、実は補
完論にすぎないとの鋭い指摘は、痛快であり最も正論であると筆者は考える。しか
し筆者の素朴な疑問はここから始まる。
Stage Ⅰ→Ⅱ→Ⅲに至る過程について、氏は資本主義の展開過程における協同組
織の位置付けを「資本主義と協同組織との対比関係」でとらえているが、氏が当た
り前のこととして置いている前提が、筆者には果たしてそうだろうかという疑問が
わいてくるのである。
氏が本文中で「ステージⅠなら分業は成立する」うんぬんとするくだりを読むと、
まるでアダム・スミスの「見えざる手」のように美しくさえ見えるのである。だが、
これは氏が本文で鋭く批判した補完論とほとんど同じ意味合いを持っているように
見える。

３．協同組織への再考
ここでいう分業（division of labor）とは、複数の人員が役割を分担して財（モノ）
の生産を行うことである。辞典的な意味から読み解くと、アダム・スミスの見えざ
る手のように、具体的な命令を出す資本や国家が想定されるようにしか理解できな
い。筆者は図１を前提に置くなら、特に戦後の協同組織の運動そのものがすべて受
身の分業活動に還元されてしまうのではないか、もしそうだとすれば協同組織への
展望なんかいらないと思う。
筆者の個人的意見を述べるならば、このような論理展開こそ、日本の協同組織が
持つ歴史的限界から生じてくる現状認識の詰めの甘さの影響であると思われる。し
さ さい

かし、それもある意味で、歴史を短絡的にとらえるところから生じた些細な問題で
ある。

確かに、日本の協同組織の誕生には国家の役割が大きかったことは歴史的

事実として認められる。しかし当初は国から一方的に与えられた協同組織であった
かもしれないが、今日ここまで経済社会のなかで大きな役割と地位を占めるまで成
長してきた背景を見落としているのではないだろうか。この一方的に与えられたと
いう事実があったとしても、それはその当時の社会的正義を持ったことであり、ま
たそれに向けて努力した関係者の力がなければ到底達成できないことであった。そ
うした前提を確認しておかないと、なぜアジア諸国において、日本と同じように国
によってつくられたあらゆる協同組織が成功していなかったか、について説明でき
ないだろう。
ここまで大きな組織として成長するためには、組織（組合員）自らが要求し、ま
た勝ち取ったという組織の歴史があるのである。このような視点を共有しない限り、
そこから新たな展望は開けない。
氏は協同組織を脅かすあらゆる「悪魔の囁き」に勝つために、そこで必要なのが
理論武装であるとして図２を持ち出す。それを引用すると、「図 2 によれば、協同組
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織はいわば資本主義・市場原理の海に浮いている小さな船である。そこで、①資本
主義の海は永遠ではないかもしれないこと（もしそうだとすれば、海に合わせて船
を改造する必要はない）。②協同組織の船が浮いていること自体が人類のひとつの希
望になりうること、を積極的に主張しなければならない」と述べている。
しかし私にとってはこの理論武装が依然として受動的でまた論理の飛躍としか見
えない。
注 4） ほ と ん ど の 事 業
領 域 は ●「 市 場 経 済 」
の 中 に あ る（ 皆 既 日 食
型）か少しだけはみ出
る 部 分 が あ る（ 金 環 食
型 ） に な る。 は み 出 る
部分が今後大きくなる
可能性もある。
図 ２ は、 図 １ と 同 じ
文献の 33 ページより引
用した。

【図２】市場経済と協同組織（先進国の実情）注4）

or

４．協同組織への展望
私は、氏が主張しているように、資本主義の海に浮かぶ希望という船になるため
には、氏が、図１で想定した「資本主義対協同組織」の２項対立の前提を、協同組
織にかかわるすべての人々（研究者、実務家、生産者）が自ら廃棄すべきだと考える。
つまり、筆者はこのような誤った考えが広範に流布されており、関係者自らがその
もたらす結果の深刻さについて気付いていないと確信している。
筆者は、協同組織が資本主義の海にただ浮かぶだけの船ではなく、その海を力強
く漕いで前進する協同組織、または資本主義という海で溺れている多くの人を救え
る希望の船に造り直さないといけないと思う。
その意味から氏が指摘した補完論批判は実に大事な指摘である。なぜなら事業拡
大論や株式会社転換論の議論は協同組織金融の世界だけではなく、協同組織のすべ
てにおいて議論されているからである。従って筆者は、氏が無意識的に図１の Stage
Ⅰを前提にした議論展開を改めて見つめ直し、協同組織の関係者自らが覚醒し、協
同組織らしい活動領域をいかにして確保していくか、ということに力を合わせる必
要があると考える。
次回は、資本主義の海を縦横無尽に進むことができる強い船をいかに造っていく
かについて、いくつかの論点とその方向性について論じることとしたい。
【追記】
補完論に対する濱田康行先生の痛烈な批判とご指摘は、筆者の胸をえぐるほどの
インパクトを与えてくれた。この場をお借りしてお礼を申し上げたい。
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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。

「ふるさとを再生させよう」「地域力の復興を目指せ」「地方に元気を取り戻そう」と、声高らかに
「地方の時代」と言われ続けてどのくらいがたつのでしょうか。地方の何が、どう変わったでしょうか。
人もまばらなのに、場に不似合いの建物が虚しくそびえ立つ程度の変化が目立つぐらいではないで
しょうか。今こそ真に地域を開花させ、人々を躍動させるには「誰が、何で、どうすれば」よいの
かを考えてみましょう。住む人々が、「楽しく・喜びにあふれ・爽やかに・慕われて・好かれる」た
めに、「便利で・安全に・安易に・安心して・安定的に・安価で・美味しく・美しく・環境にやさしい」
ことを、あなたが考案し提案すれば実現のポイントになるでしょう。
その実現化にはまず、あなた自身の自己改革が求められます。「自分１人くらいが変わったところ
で全体にどんな変化や成長が起きるのだろうか。大して何も変わらないし進歩なんかあるわけない
だろう」あきらめにも似た言葉をよく聞きます。しかし、それは違います。たった１人でも、あな
たが変わるとその成長や変化の好影響が、必ず隣人に伝わり２人目が変わります。少しずつでも進
歩と成長が起きるのです。それがまた隣人へと連鎖して、地域全体に好影響が波及します。あなた
の自己改革から１人１人の変化の連鎖が改革の連鎖となり、人が変わり、文化が変わり、産物が変
わり、地域に躍動、躍進、繁栄がもたらされるのです。
地域興しの自己改革は次の５ステップで決まります。
①欲求の確認認識と拡大指向
高いレベルの欲求（安全衛生欲求・集団所属欲求・名誉欲求・社会的欲求・自己実現欲求）は、
自力で上昇を目指すこと。複数の目標をハイレベルに設定するために、方向性を決める基準や努力
要素は各ステップに応じて特定していくこと。そして、どのように実現するか工夫や改善への選択
や計画づくりを実践していくこと。そのための希望エネルギーを湧き出させましょう。
②現状把握による特徴傾向とパワーバランス分析
実体を明確に認識し、把握すること。地盤となる基礎土台の強化につなげること。そのスタート
ラインから前進して成果を達成するために、何が抑圧や障害となり、何が推進や促進となるのかを
しっかり認識すること。そして、５Ｗ２Ｈ（いつ・どこで・何を・何のために・だれと・どのよう
に・どのくらい）の具体的対策や戦略計画の展望を可能にしていくこと。そのための推進エネルギー
を湧き出させましょう。
③奉仕の具体化と協調性努力
対象になる相手や地域全体の正常化、発展に向けて、純粋に自分が貢献できるように調整すること。
「自分の出番だ！」と感じたときはすぐに着手すること。「あなたの出番よ！」と相手に必要とされ
たときには、自分の都合に関係なく実行すること。得意・不得意分野を問わず、すべきときには率
先して実践すること。そして、協力と調和のためにきずなを強める好感マナーによる配慮を必ず実
践していくこと。そのための先手エネルギーを湧き出させましょう。
④情報の収集強化と多様性関連付け
失敗をなくし成功の確率を高めるために、成功事例と失敗事例の参照を基本にすること。原因の
列挙により冷静な判断で可能性を拡大し、比較検討で阻害要因をつぶし、達成確率を高めること。種々
雑多な情報から真意不明なものは削除し、重要なものだけを取捨選択し、さらに整理整頓し基準化
すること。人脈の拡大や成功要因に気付くだけで意欲エネルギーが湧き出てきます。
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⑤統合力としての共通利益の確定化と展開理念の一致化
人それぞれ異質の個性や得意分野があります。価値観、職業観、愛着心、専門性、利害得失関係、
人間関係、身を置く環境が違います。異質のぶつかり合いでバラバラになりがちな特徴を一方向に
導かなくてはなりません。だからこそ、夢実現へゴールの一致で得られる共感と実践参加によって、
努力への充足感、成果への達成感を共通感覚とし、共通利益と感じられる核が不可欠となるのです。
あなたの内側に揺るがない芯が必要になります。それが自己を強化し個々を統合させ上昇させる、
葛藤からの創造エネルギーを湧き出させます。その自己改革の集合力が地域改革への躍進エネルギー
となるのです。
そのために自己改革の３ポイントがあります。
①予断力アップ :
起点から終点までの全体的経過を展望すること。想定できるプラスとマイナスを列挙し、さまざ
まな対策を練り上げてみましょう。例えば、図説化して常に論理の展開が一目瞭然となるようにし、
思いついた事を自由に書き込んで視覚化をする習慣づくりです。準備徹底のポイントです。
②判断力アップ :
複数の戦術や選択肢案の長短を
分別する基準を明確にすること。
成功と失敗の各要因を蓄積・理解
すること。あなた自身のスタン
ダードを決めておきましょう。例
えば、あの恩師ならこの状況をど
のような要因や要素で基準を持つ
だろうかと仮定してもよいでしょ
う。基盤強化のポイントです。
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③決断力アップ :
複数の類似戦術から優先順位を
確定し、一点着手の最善策を、あ
なたの勇気と論理で決定するこ
と。「絶対これだ」という確固た
る強さが必要です。まして、完結
まですべてがあなたの自己責任で
す。他に責任の所在はありません。
しかし、それにも改良や改善、修
正、加筆、改造等の柔軟な工夫も
できる「柔らか頭」が必要です。
例えば、ダメならアレコレ実験的
に、やり散らかすこと。「今の不
出来は、次の上出来の途中経過
だ！」の気楽さです。あなたのな
すべき内容や手段が見えてくるで
しょう。地域興しは、あなたの手
の内にしかないのです。
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Dr. ジョージが企画製作した 2010 年版『ベネフィット手帳』を先着 50 人の方に謹呈いたします。ご希望の方は、2010 年 1 月 15 日までに、ご所属
のＪＡ名・同住所・ご氏名を明記のうえ、「『ベネフィット手帳』希望」と書いて、（株）ビジネスラポールあてにファックスにてお申し込みください。
FAX：046 － 41 － 4655
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読 書
の 窓 『いまこそ、ケインズとシュンペーター
に学べ ━━有効需要とイノベーションの経済学』
吉川 洋 著

ダイヤモンド社（2009 年２月 26 日）
（社）
ＪＡ総合研究所 基礎研究部長 主席研究員

本書「まえがき」の書き出しはたった１行、
「世
界中でケインズが復活した！」である。
そういえば新聞で、ニューヨーク大学名誉教
授の佐藤隆三氏が次のようなエピソードを紹介
していた。「サミュエルソン教授は、先月の筆者
との対談で、『94 歳まで長生きをして２つ良い
ことを見た。ひとつはオバマ政権の誕生とケイ
ンズ主義の復活、
（略）』と語った。また『フリー
ドマンが数年前に亡くなり、ケインズ主義の復
活を見せられなかったのは残念だ』と続けた」
（「経済教室」〈温かい資本主義復権の時〉『日本
経済新聞』2009 年 10 月 27 日）。
著者も同様に、「ほんの少し前までケインズと
言えば『穴を掘って埋める』ことを唱えたバラ
マキ財政の生みの親だと思っている人も多かっ
た。ところがどうだろう。二〇〇八年九月一五
日、米国のサブプライム・ローン問題が悪化し、
は たん
ついにリーマン・ブラザーズが破綻、世界的な金
融危機、『一〇〇年に一度の大津波』（アラン・
グリーンスパン前ＦＲＢ議長）と言われる世界
不況が進行すると、わずか三か月でケインズは
復活した」。
1883 年。この年に 20 世紀前半に活躍した経
済学者、ジョン・メイナード・ケインズとヨーゼ
フ・アロイス・シュンペーターが同じく生まれた。
そしてケインズは 1946 年、シュンペーターは
1950 年に他界している。
ケインズが指摘するとおり、「長期的にはわれ
われは皆死んでしまう（In the long run, we are
all dead.）」（『貨幣改革論』）。
だが、経済学者の「ビジョン」はそうではない。
「一九七〇年代からは、研究の最前線では『ケ
インズ離れ』が進行し、財政赤字の面からいわ
ゆる『ケインズ的な』財政政策には批判的な見
方が優勢になったのだが、現実の世界において
今日不況を放っておけばよいと考える人はい
ない。ケインズの基本的な考え方、すなわち景
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吉 田 成 雄 （よしだ しげお）
気を安定化すること
が 望 ま し い、 と す る
考え方はすべての先
進国でほとんど空気のように受け入れられてき
た。
そして二〇〇八年、国際的な金融危機から世
界経済が深刻な不況に陥ると、ケインズは世界
中で復活した。二〇〇九年一月に誕生したアメ
リカのオバマ政権は、さっそく総額八二五〇億
ドル、対 GDP 比五・七％の財政支出パッケー
ジを発表した。二〇〇八年一一月には、中国政
府も二〇一〇年末までに総額四兆元（五七兆円）
にのぼる大規模な景気刺激策を行なうことを発
表した。いまや中国もケインジアンというわけ
だ！ 日本も例外ではない」
理論的に、ケインズ経済学に出番が無くなる
のは、労働が完全雇用され資本もフル稼働、と
いう時だが、日本経済の過去 50 年で「『完全雇
用状態』と呼びうる年はせいぜい七、八年にす
ぎない。八割以上はケインズが問題にした『不
完全雇用状態』にあったと言わなければならな
い」。だから復活は不思議ではないのだ。ケイン
ズのビジョンは、『雇用、利子および貨幣の一般
理論』（1936 年）で提示された「有効需要の理
論」である。これは、「一国経済全体の活動水
準は、生産要素がどれだけあるかとか、技術水
準がどれくらいであるかといった供給側（サプ
ライ・サイド）ではなく、需要の大きさで決まる。
需要が少なければ生産水準は低くなる。言い換
えれば不況は需要不足によって起きる」という
ものである。
一方、シュンペーターのビジョンは、『経済発
展の理論』
（1912 年）の中の「イノベーション（＝
新結合）」と「創造的破壊」によって言い尽く
されている。「彼は資本主義の本質を企業家に
よるイノベーションに基づくダイナミズムに求め
た。静態的な資本主義というのは形容矛盾、つ
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まり動き・変化のない資本主義経済などという
ものは存在しない」。鉄道の登場と馬車の消滅、
携帯電話の登場と公衆電話の激減、こうしたプ
ロセスを「創造的破壊」とシュンペーターは表
現した。なお、イノベーションの概念は具体的
には「①新しい商品の創出 ②新しい生産方法
の開発 ③新しい市場の開拓 ④原材料の新し
い供給源の獲得 ⑤新しい組織の実現」の５つ
を含んでいる。
「シュンペーターも不況が『嫌なこと』であ
ることは認めた。しかし、それは経済の発展に
とって不可欠だと考えた。企業者が群生的に現
れ好況が生まれる。すると新しい均衡への調整
が始まる。そうした調整過程が不況にほかなら
ない」「『不況なくして経済発展なし』という一
種の『不況必要悪説』はシュンペーター経済学
の大きな特徴である。それは積極的な財政・金
融政策を用いて不況を『取り除く』ことを説く
ケインズ経済学と鋭く対立する」。
ただし、「失業率が異常に高まった深刻な不
況」のときにも「政府は経済政策を行なわなく
てよい、とはさすがのシュンペーターも言って
いない」。
著者が本書で提起する挑戦課題は、「ケイン
ズ経済学とシュンペーター経済学の統合」とい
う大きなチャレンジである。
「昔からあるモノやサービスに対する需要は
必ず飽和する。このことはシュンペーターも認
めた。そこから先がシュンペーターとケインズ
で違うのである。ケインズは需要不足は与え
られた条件だとして政府による政策を考えた。
シュンペーターは、需要が飽和したモノやサー
ビスに代わって新しいモノをつくり出すこと─
─すなわちイノベーションこそが資本主義経済
における企業あるいは企業家の役割なのだと説
いた。イノベーションによって新しいモノが生
み出されるから『恒久的』に需要が飽和するこ
とはない」というのだ。
では、両者の接点はどこにあるのだろうか？
著者は、「シュンペーターがリスト・アップ
したさまざまなイノベーションのなかでも、新
しいモノをつくり出すプロダクト・イノベー
ション、そして既存のモノについても新たな市
場・販路を見つけ出すようなイノベーション、
つまり『需要創出型のイノベーション（略）』
こそが資本主義経済を根底において支える最
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も重要な核だと言えるのではないか」とし、そ
こに両者の経済学の明確な接点を見いだしてい
る。
著者には、現在の経済学が「今や壮大な知的
遊戯としての『経済学学』になってしまったよ
うに思えることもある」という。だが、「病気
を治せない医学に何の価値があろう。経済学も
同じことだ」。
両者の経済学はいずれも「現実の経済を理解
するうえで欠くことのできない『目』を提供し
てくれる」という著者の指摘は読後感として納
得できるものがある。
さて、現実を眺めてみよう。
わが国はバブル経済が崩壊し、少子高齢化・
人口減少の時代に突入した。デフレ経済環境が
続くなか、将来の成長への期待感を持ち得ない。
さまざまな格差が拡大し若年失業の改善も見ら
れない。年金制度への不安もある。かつての高
度成長期のわが国のように人口が増加し、成長
が当然であった経済であれば、需要サイドは自
然に拡大する。サプライサイドの産業政策さえ
行っていればよかった。だが、今は、何もしな
ければ国内需要は減退を続けてしまう。「総需
要創出」が課題なのだが、財政支出を増やすこ
とには、国債残高が積み上がり長期金利の上昇
懸念が生じている。だが、ひたすら待ち続けれ
ば、不況のなかから「企業者」＝「イノベーター」
が群生的に現れ、好況が生まれる経済へと転換
するのだろうか？
そこに著者の言う「需要創出型のイノベーショ
ン」がブレークスルーを提示している。供給サイ
ドの改革とイノベーションを需要の創出に結び
付け、新しい成長の源泉とするという考え方だ。
その一例を挙げると、オバマ大統領が提案した
グリーン・ニューディールなど地球温暖化防止に
向けた産業群の創出への取り組みがある。こう
した「賢い政府」のリーダーシップと「企業家
精神」との結合が、世界不況脱出の鍵となるこ
とだけは確かだろう。
では農業・ＪＡはどのようにしてイノベーショ
ンの新しい波に乗ろうとしているのだろうか。
大きなヒントが、今号の論説で黒澤賢治氏が詳
細に紹介している地域の足元を見つめ、地域資
源の新結合を伴う「地域総ぐるみマーケティン
グ戦略」のなかにあるような気がしてならない。
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コラム

かいこ

蚕 の魂百まで

…某年某月
（社）ＪＡ総合研究所 専務理事

松田 克文 （まつだ かつふみ）

先日、事務所で徳島県内の養蚕業が 130 年の歴史に幕を下ろしたとのニュースを目にし、
一抹の寂しさとともにあらためて今の自分を思う。
私と養蚕業、というより蚕との出会いは、今から 40 年以上もさかのぼる。昭和 30 年
代後半からの小学生時代、母親の就労を機に「春・夏・冬」の学校の休みには母の実家
で過ごすことが恒例となっていた。そこは、岐阜県の比較的南に位置する中山間地で、春・
夏は１日中虫の声に包まれ、冬ともなれば 1 ｍを超える積雪で唯一の公共交通機関であ
るバスが不通になることも珍しくない地域であった。

あぜ

当時、田舎では小学生といえども立派な働き手である。畦の草取りや野菜の収穫作業
はもちろんニワトリやブタのエサやり、高学年ともなれば薪割りや風呂焚きも任された。
もちろん、田舎での私の本職はセミやカブトムシなどの虫捕りと沢遊び。日ごろ、自然
に触れる機会の少ない町中での暮らしを思えば、動植物に触れる手伝い仕事は苦でもな
く、後でもらえるお菓子やお駄賃はまったくの余録であった。なかでも虫好きの私が進
んで手伝った仕事が蚕の世話だった気がする。

お かいこさま

とはいえ蚕との最初の出会いは衝撃的だった。家人から「御 蚕 様」と呼ばれ、丁重に
世話をやかれる青白い芋虫たちは、人の居間も寝間も占拠していたのだ。その肌はひん
やりと冷たく、とめどなく桑の葉を食べる音はサワサワと木々の葉を打つ雨音に似てい
まゆ

は

た。そして繭作りを迎えると葉を食む音はピタリとやみ、その身体全体は日に透かせば
淡いレモン色でひ弱に見えた。その芋虫が「御」も「様」も付けて呼ばれるほど偉い生
き物とはとても思えなかった。

さなぎ

蚕は数度の脱皮を繰り返し、繭を作り終えて中で蛹になるが、その後は２度と日の光
よ

を見ることなく繭のまま釜ゆでされ、糸口から引き出された１本の糸は数本撚り合わさ

み ぐる

れて生糸という換金商品となる。加えて、ゆでられる前の繭からは真綿が採られ、身包

みはがされた、ゆだった蛹はエサとして鶏や鯉を肥やす。このように、農家にとって重
要な生活の糧である芋虫は、まさしく神聖でありがたい生き物だったのだ。その上、若
き日の祖母が紡ぐ品質の高い生糸も縁で祖父と結ばれたと聞けば、私の存在そのものが
蚕のお陰と思える。
将来は「自ら養蚕経営を」などと考えて進学進路を選び、広く農業分野への関心を高
めて今に至るのも、あのころの田舎暮らしや蚕との出会いという原体験があってこそ。
だから、そんな「御蚕様」が日本から徐々に姿を消していくのは、とても寂しく、やる
せない。
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編集後記

今号の基調テーマは、
「地域を興す──だれが興す、なにで興す」として企画編集を行った。コラムは吉
田正己常務理事が、ＪＡ全中教育部主催の「ＪＡ経営マスターコースⅢ」（役員研修）に参加し学んだなか
から、ＳＷＯＴ分析の先に必要なリーダーの心構えをこう記す。「他人の忠告や助言は選んで聞け」
論説は元ＪＡ甘楽富岡営農事業本部本部長だった黒澤賢治氏に自身の経験を踏まえ、ＪＡが果たすべき
役割を具体的にお示しいただいた。また、前ＪＡふくおか八女代表理事副組合長の末﨑照男氏には、ふる
さとの星野村を紹介しながら地域興しのあり方について提言していただいた。なお、今号の「Ｄ r. ジョー
ジの心の経営論」のテーマは「自己改革の連鎖で地域が変わる」。エネルギーを湧き出させる自己変革のポ
イントをアドバイス。関連して小川理恵主任研究員の「シリーズ『このひと』と」は、山形県天童市の玄
米おやつ工房 mama's 代表・森谷あかねさん。「地域改革への躍進エネルギー」を秘めている。
研究レポートでは、丹勇夫理事・主席研究員が農住都市構想によって始まった農住まちづくり事業と資
産管理事業の今後の課題とゆくえを、稲垣伸司主任研究員がＪＡ三次管内の集落農場型農業生産法人とＪ
Ａの連携について、小林元主任研究員がＪＡ秋田ふるさと管内を事例に地域農業発展における「協業」の
意義について執筆している。現地報告は和泉真理客員研究員が行った欧州調査からイタリアの農協の販売
事業調査の報告をしていただいた。研究ノートは柳京熙主任研究員が協同組織の存在意義を論じる論理構
築の前提となる出発点についての考察を行っている。
（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）

こんな能力あったらいいな、と思うものって何でしょう。私が一番に思い付くのは、
「電車で座っている人が
どこで降りるのか分かる能力」です。朝のラッシュ時、都心ではその混み方たるや殺人的で、なんとかつかん
だつり革を死守するだけでも骨が折れるもの。そんななか運良く座れた日には、なんだか自分の勘の良さに万
歳したくなるほどです。
ある時、ラッキーなことに私の目の前の席が空きました。内心「うしし」と思いながら、周囲にちょっ
と自慢げな視線を送って、私は座席に座りました。そして前夜の寝不足を取り戻そうと、うつらうつらと
居眠りを始めました。ところが、まどろみが佳境に入ったその時に、気持ちのいい眠りをじゃまする音が
……。隣の若者のヘッドホンから漏れ聞こえてくる金属音！です。カシャカシャカシャとせわしなくおっ
かぶせるような不快な音に、居眠りを決め込んでいた私は、すっかり目が覚めてしまいました。結局その
若者は私が降りる駅までずっと一緒で、無念なことこの上なし。「せっかく座れたのにぃ」と文句を言いた
い気分でした。人の安眠を妨げてはいけないぞ、若者よ。電車の中でのマナーはしっかり守ってね。
ところが別の日のこと。私は、夫と買い物に出かけ、その帰りの電車の
中でまたもやうとうとと居眠りを始めました。気持ち良くこっくりしてい
ると、隣に座っていた夫に揺り起こされました。な、何事？ すると夫が顔
を真っ赤にしてこう言うではありませんか。「おまえ、いびきかいてたぞ」
私はこれまで、電車の中でいびきをかいている女の人に出会ったことが
ありません。女性のいびきと金属音。どっちが不快かと問われると……。
そうか、若者たちは興ざめする雑音を耳に入れたくなくてヘッドホンの音
量を大きくしているのかもしれませんね。私は、少し反省するとともに、
ぜひ欲しい能力に「電車で座っている人がどこで降りるのか分かる能力」
と抱き合わせで、
「居眠りする時にいびきをかかない能力」も追加すること
にしました。
（企画調整室長 主任研究員 小川理恵）

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。読者の皆さま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、本誌に関する皆さまのご意見・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
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