目

次

コ ラ ム

C

1

O

N

T

E

N

T

S

農業と地域に対するＪＡの貢献
黒滝 達夫

（社）ＪＡ総合研究所 常務理事

説

2

新たな「基本計画」とＪＡへの期待
東京大学大学院 教授 鈴 木 宣 弘

特別寄稿・現地報告

7

地域の力・ＪＡの役割

論

――ＪＡ中野市の地域農業復権への取り組みから
前ＪＡ中野市 常務理事・経済事業本部長
一般社団法人 信州きのこマイスター協会 理事長

対 談 ・ 提 言 17

前澤 憲雄

ＪＡが地域の力となるために
黒澤 賢治
仲野 隆三

元ＪＡ甘楽富岡 営農事業本部長
ＪＡ富里市 常務理事

提言・インタビュー 26

農村医療とＪＡの病院が果たす役割
――佐久総合病院とメディコ・ポリス構想
佐久総合病院 地域ケア科 医長

研 究 ノ ー ト 34

色平哲郎

地域農業におけるＪＡの機能・役割
――類型と事例分析
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

現 地 レ ポ ー ト 39

小林 元

八ヶ岳中央農業実践大学校の取り組み
――農業者・農村リーダーの養成と農林業体験学習
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

研 究 ノ ー ト 45

横田 茂永

中山間地域の活性化に向けた理論構築の可能性（上）
柳 京熙

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

提

言 49

地域活性化につながる地域づくりに必要なことは
――「地域の視点」と「地域主体」
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 客員研究員

読 書 の 窓 53

『電子書籍の衝撃
（社）ＪＡ総合研究所

D r. ジ ョ ー ジ の 54
心 の 経 営 論 ⑫
コ ラ ム … 某 年 某 月 56

57

根岸 久子

本はいかに崩壊し、いかに復活するか？』
基礎研究部長 主席研究員 吉 田 成 雄

『舞台と役割』
心理学博士 鈴 木 丈 織
川がはぐくむ時間と空間
（社）ＪＡ総合研究所 専務理事 吉田 正己
お知らせ／編集後記
四季のかがやき
自然風景写真家

ジョニー・ハイマス

コラム

農業と地域に対するＪＡの貢献

わが国の農業・農村が大変厳しい状況にあることは、多くの人が認めるところであろ
うし、またそうした状態がそれで良いと思っている人は少ないだろう。
国内農業総産出額は近年のピーク 1994（平成６）年から３割近く減少し、カロリー
ベースでの食料自給率は政府の威勢の良い掛け声にもかかわらず、40％前後に低迷して
いる。農村は人口減少と高齢化が進み、限界集落問題等が指摘されている。
こうしたなかで、ＪＡが地域農業、地域社会に対し十分な貢献をしているかという議
論がある。
一部には、ＪＡは信用事業や共済事業にばかり一生懸命で、営農指導や産地づくりな
ど本来の使命である地域農業への貢献が少ないといった批判があり、また店舗の統廃合
はＪＡによる地域の切り捨てであると言われたりもする。
一方で筆者が、ＪＡに対する現地視察などで組合員・役職員の方のお話をお聞きした
り、研究員のＪＡ現地調査報告を読んだりしていると、本誌でも紹介しているとおりＪ
Ａが幅 広く、 地 域 農 業、 地 域 社 会に貢 献している実 態にいまさらながら驚く。 この
ギャップはどうしたことか。
思うに、ＪＡに対する前述のような批判は、ＪＡへの大きな期待の裏返しなのではな
かろうか。そしてＪＡへの大きな期待は、これまでＪＡが実際に農業と地域に貢献して
きた実績と、貢献することができる実力によって形作られているのではなかろうか。
半分くらい水の入ったコップを見るとき、「これだけしか無い」と見ずに「こんなに
有る」と見るべきだ。これはもともと積極的思考の大切さを説く警句なのであろうが、
前者のように見る人は思考が消極的なだけでなく、満杯に水の入ったコップを見慣れて
きたのかもしれない。
ＪＡは農業者の協同組合として、行政と連携しつつ地域農業の発展のために努力して
きた長い歴史があるし、地域の協同組合として信用・共済事業を含め総合的な事業を展
開し、地域の組合員ニーズに応えてきた。もちろん農業構造などが変化し、農政の方向
も変わっていくなかで、地域農業に対しＪＡが期待される役割も変化しているであろ
う。また、地方経済全体が衰退トレンドにあるなかでは、民間の事業体であるＪＡに
とって、地域のためとはいえできることとできないことがあるのも事実であろう。
ＪＡも今までとまったく同じことをしていたのでは、地域農業、地域社会に対してこ
れまでのような貢献ができなくなるのかもしれない。しかしながらＪＡグループが環境
厳しいなか、地域農業、地域社会に貢献し続けていることは正当に評価されてよいので
はないか。
全国の組合員数 943 万 3000 人・団体、組合数 818 組合、販売事業取扱高４兆 3480 億
円、購買事業取扱高３兆 2778 億円、職員数 22 万 6000 人（農林水産省経営局協同組織課
「平成 19 事業年度総合農協一斉調査」）。このような組織が地域農業の振興、地域社会へ
の貢献を標 榜して現に存在しているのである。これを新たにつくることなど不可能であ
ろう。
ＪＡは地域農業、地域社会に貢献してきたこれまでの実績に自信と誇りを持ち、厳し
い環境に適応していくことが求められていると思われる。
（社）ＪＡ総合研究所 常務理事
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新たな「基本計画」とＪＡへの 期 待

論 説

東京大学大学院 教授

1.

鈴木 宣弘 （すずき のぶひろ）

最近の農政改革の流れ

最終的に政策を動かしているのは現場の努力と現場の声だということは忘れては
ならないと思う。流れは変えられないとあきらめるのでなく、日々努力し、必要な
ことは主張し続けることが流れをつくってきたのである。その中心的な役割をＪＡ
が担ってきたと思う。
最近の数年間に、３つの大きな農政改革の動きがあったが、それらの原動力も現
場の力であり、それらが、今回の基本計画につながった。そこで、最初に、その概
要を整理しよう。
まず、戦後農政の大転換として、2007 年から導入されたのが、すべての農家では
なく一定規模以上の経営体に所得安定政策を講じるという仕組みである。産業政策
としての経営育成を一定規模以上に行うとともに、一方では、規模を問わない農家
全体に対しては、農がそこにあることによって生み出される多様な価値を評価した
社会政策的な直接支払いを、「車の両輪」として位置付けるというものであった。
しかし、規模拡大してコストダウンすれば「強い農業」というイメージが強調さ
れすぎたきらいもあり、規模は小さいけれども多様な経営戦略で努力している経営
者をどうするのか、という声も根強くあった。それは、
「車の両輪」の片方である農
が生み出す多様な価値への支払いが不十分だということも影響した。つまり、農村
への直接支払いは役立っているものの、「車の両輪」と言えるだけの大きさには遠い
という指摘があった。さらには、経営所得の補 塡 基準が趨 勢 的な米価下落とともに
どんどん下がってしまい、所得下落に歯止めがかからず、10haを超える専業的な稲
作経営さえも存続が厳しいという声も上がった。
努力しても価格は下がり所得は減っていく――この閉塞感を打ち破り、将来に向
けて安心して経営計画が立てられるような具体的で分かりやすく、かつ単年で消え
るような対症療法的な施策でなく、持続的な支えとなる明確な政策メッセージが現
場では求められていた。この事態を放置すれば、日本の農業・農村の衰退、食料供
給力のさらなる低下は避けられないと認識し、農業で十分な所得が得られ、農村現
場に活気を取り戻すために、現場の声をしっかりと受け止め、現場で効果が実感で
き、消費者、一般国民からも納得してもらえるような総合的な国家戦略としての政
策体系が今こそ必要で、それは政局に関係なく全力で取り組まねばならないと意識
された。
折しも、生産資材価格の高騰と低迷する農産物価格で農業経営所得の減少が深刻
化するなか、自公政権においても、現場の声を重視し、一般の国民の皆さんにも納
得してもらえる形で、こうした事態をどう改善するか、懸命の議論が行われた。そ
の議論のなかには、経営戦略は多様であり、
「担い手」は規模だけでは切れないこと
をどう織り込むか、 多 様な担い手の皆さんに所 得の下 落の歯 止めとなる最 低 限の
「岩盤」が見えるようにできないか、「車の両輪」となる農の価値への支援は 10 倍く
らいに充実できないか、そうした施策で最低限の下支えを政府が提供した上で、経
営者が創意工夫を最大限に発揮できるように、米の生産調整に対する閉塞感の打破
を含め、経営が伸び伸びと発展できる環境整備が必要ではないか、といった要素が
議論された。
この議論は完結する前に、2009 年８月の衆議院議員選挙となったので、結果的に
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は、民主党政権に、こうした課題の解決が引き継がれ、その解決を担う中心的な施
策として「戸別所得補償制度」が登場した。これは、多様な経営者の所得に最低限
の「岩盤」を提供し、経済的メリットに応じた経営判断を促進するよう米政策を弾
力化し、一方、農の価値への直接支払いは、戸別所得補償制度とは別の大きな柱と
しても充実する、というような要素を含んでいる。

2.

今回の基本計画の特徴

2010 年３月 30 日に閣議決定された新しい食料・農業・農村基本計画は、こうした
農政改革の流れのなかで生まれた。2009 年１月 27 日に、基本計画の変更の諮問を受
けて以来、食料・農業・農村政策審議会の企画部会において、審議の半ばにおける
政権交代を挟みつつ、１年２カ月の間、２度の現地視察を含め、合計 20 回にわたる
議論が重ねられた。
その特徴的な点は、１つ目は、全体的な基調として、
① これまでの農政でも懸命の取り組みが行われてきたが、残念ながら、所得の
減少、担い手の高齢化、耕作放棄地の増加など、農業・農村が直面している厳
しい状況を変えられなかったことを率直に認めた上で、
② 食料・農業・農村政策を日本の国家戦略として位置付け、食料の安定供給を
将来にわたって確保することが国家の最も基本的な責務であることを明記し、
③ こうした農業・農村が有する多面的機能はすべての国民がその恩恵を享受し
ているということを、国民１人１人が自らの問題として理解していただき、将
来に向けて、生産者と消費者が共に支え合う形で、
「国民全体で農業・農村を
支える社会」の創造を目指すこと
を強く打ち出した点である。
２つ目は、それを実現するために、戸別所得補償制度などによる所得の「岩盤」
政策と、環境直接支払いなどの農の多様な価値への直接支払いを補助金の２つの柱
とし、その他の補助金については、「補助から融資へ」の方向性のもと、可能な限
り、無担保・超低利・超長期の融資を充実することにより、農業・農村の６次産業
化などを進めることとしている。 つまり、 ベ ー スとなる安 定した所 得を目 安とし
て、経営者の創意工夫が十分に発揮されるように、各般の施策を一体的に推進する
政策体系を構築しようとしている。
３つ目は、2020 年度の食料自給率目標を供給熱量ベースで 50％という意欲的な水
準に引き上げるとともに、この実現に向けて、施策の方向性として、生産を抑制す
る施策から、多様な用途・需要に対応した生産拡大を後押しする政策に転換する、
つまり、「生産調整から販売・出口調整へ」を目指し、水田をはじめとする生産資
源の最大限の活用や、国産小麦・米粉・飼料米などの新たな利用拡大を図ることを
明記した点である。自給率目標を「絵に描いたもち」に終わらせないよう、しっか
りとした裏付けを持って取り組む決意が込められている。

3.

ＪＡへの期待

（１）国家戦略としての食料政策への理解醸成
食料は人々の命に直結する最も基本的な必需財であり、国民に安全な食料を安定
的に確保することは国家としての責務であるが、諸外国に比較して、日本ではこの
認識が薄いように思われる。農業政策は単なる農家保護政策なのではなく、国民１
人１人が、自らの食料をどう確保するか、そのための政策だという認識が必要であ
る。
日本の食料自給率の低さを議論すると、「自給率が非常に低い石油に依存する日
本の食料生産において、食料自給率を高めても意味がない」という反論が必ず返っ
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てくる。これは一見説得力があるように見えるが間違いである。石油は代替がきく
ことを忘れている。 まさにバ イ オ 燃 料の開 発もその１つだが、 石 油の枯 渇に備え
て、さまざまな代替燃料・エネルギーを開発・実用化することが可能であり、すで
に推 進されている。 これに対して、 人 間はサ プ リ メ ン トだけでは生きられない。
人々の命に直結する食料は代替がきかないのであり、したがって、石油と食料は同
列には論じられない。
最近の国際穀物需給の逼迫や、輸入食品の安全性をめぐる問題などの影響で、日
本の食料自給率の低さに関心と不安が高まり、国内生産の振興の重要性が再認識さ
れつつあるといわれながら、現実には、飼料・燃料・肥料高騰にもかかわらず生産
物の販売価格は上がらないという状況の下で、廃業の危機に直面する農業経営が続
出した。欧米では、生産物の価格も大幅に上昇し、生産コスト上昇の影響を吸収し
たが、日本では、そうした動きがかなり鈍かった。わが国における農業生産部門と
小売り・流通部門との取引交渉力に不均衡がある問題も影響していることは間違い
ないが、日本の消費者・国民の農業に対する意識にも問題があるように思われる。
自らが食べる物を提供する仕事への意識が日本では薄い。
わが国は、世界的にも過剰なほどの「優等生」としてWTO（世界貿易機関）など
による農業保護削減に対応してきた。政府の価格支持政策をほとんど廃止したのは
日本だけであり、農産物関税も平均で 11.7%と低く、農業所得に占める財政負担の
割合も 15.6%で、欧州諸国が軒並み 90%を超えているのに対してはるかに低い。それ
にもかかわらず、消費者の国産への評価による内外価格差（国産プレミアム）が
「非関税障壁」と見なされるような誤りもあって、いまだに最も過保護な農業保護
国、しかも、価格支持政策に依存した遅れた農業保護国と内外で批判されており、
こうした誤解が消費者・国民の「冷たい目」に影響し、食料生産の関連予算も減り
続けている。
一方で、世界の食料輸出国が、なぜ輸出国になりえているのかを、よく見極める
必要がある。例えば、米国の米生産費は、労賃の安いタイやベトナムよりも実はか
なり高く、競争力からすれば、米国は米の輸入国になるはずなのに、米生産の半分
以上を輸出している。なぜ、このようなことが可能なのか。それは、米の販売価格
は輸出可能なほど低いが、再生産が可能な生産費を保証する目標価格と、輸出可能
な価格水準との差が３段階の手段で全額政府から補塡される仕組みがあるからであ
る。 安く売 っても増 産していけるだけの所 得 補 塡があるから、 どんどん増 産 可 能
で、いくら増産しても、販売価格は安いから、海外に向けて安く販売していく「は
け口」が確保されている。まさに、「攻撃的な保護」で、この仕組みは、米だけでな
く、小麦、トウモロコシ、大豆、綿花などにも使われ、これが米国の食料戦略を支
えている。
つまり、米国などは農業の国際競争力があるから、輸出国になり、100%を超える
自給率が達成されていると説明されるが、これは間違いである。換言すれば、わが
国の自給率の低さは過保護のせいではなく、保護水準の低さの証しであり、欧米諸
国の自給率・輸出力の高さは、競争力のおかげではなく、手厚い戦略的支援の証し
ともいえる。
今回の食料危機は、米国が創り出した「人災」の側面もある。高騰した穀物価格
のうち、需給要因で説明できるのは半分程度で、残りの半分は投機マネーや輸出規
制によるバブルの高騰だった。米国は、いわば、
「安く売ってあげるから非効率な農
業はやめたほうがよい」と言って世界の農産物貿易自由化を進めてきた。それに
よって、基礎食料の生産国が減り、米国などの少数国に依存する市場構造になった
ため、需給にショックが生じると、価格が上がりやすく、それを見て、高値期待か
ら投機マネーが入りやすく、不安心理から輸出規制が起きやすくなり、価格高騰が
4 《論説》新たな「基本計画」とＪＡへの期待
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増幅される。しかも、米国は、農家への差額補塡（生産コスト−販売価格）で安い
食料輸出を実現しているため、財政負担が苦しくなると、今回のように、バイオ燃
料の推進等を理由にして市場価格をつり上げてしまう。北米自由貿易協定で主食の
トウモロコシ生産農家がつぶれ、アメリカから安く買えばいいと思っていたら、今
度は価格暴騰で手に入らなくなる事態に追い込まれたメキシコは、米国の都合に振
り回された典型例ともいわれる。
日本も米国の「標的」といわれてきた。ウィスコンシン大学のある教授は「食料
は軍事的武器と同じ武器であり、直接食べる食料だけでなく、畜産物のエサが重要
である。まず、日本で畜産が行われているように見えても、エサをすべて米国から
供給すれば、日本を完全にコントロールできる。これを世界に広げていくのが米国
の食料戦略だ。そのために農家の子弟には頑張ってほしい」と授業で教えていたと
いわれる。そのおかげで日本の畜産が発展できた面もあるので一概に否定はできな
いが、これがアメリカの戦略である。食料は戦略物資であり、世界戦略、国家戦略
として、食料政策が位置付けられていることを日本も学ぶ必要がある。
日本農業に対する誤った世論形成が行われてしまったのはなぜか。それを許して
しまったことを関係者として、率直に反省しつつ、ＪＡ組織の総力を挙げて、消費
者・国民の皆さんに、農業サイドのエゴではなく、何のために食料政策が必要なの
かを納得していただけるような説明を早急に強化して、国家戦略なき農業予算の継
続的削減に歯止めをかけねばならない。そうしないと、結局、所得補償関係で予算
が確保されても、それ以上に他の予算が削られて、差し引きで、むしろ農家の負担
は増えていき、現場の失望感は高まっていくであろう。
（２）農家所得を高めるのがＪＡの一番の存在理由
農水省の資料でも、最近よく紹介されるように、1990 年度に６兆 1000 億円あった
マクロの農業所得（農業純生産）は、2006 年度には３兆 2000 億円と、16 年間で半減
している。 以 前は２ 万 円を超えていた米 価も、 近 年は１ 万 円に近づいている。 一
方、日本の国産の農産物による最終的な食料産業の規模は 65 兆円もあるが、生産段
階には８兆円しか配分されていないという数字もある。
食料産業の生産額規模は維持されているなかで、農業所得が半減しているという
ことは、農業段階の取り分シェアが減少し、流通・加工・小売り段階のそれが増加
していることを意味する。特に、小売り段階の取引交渉力が相対的に強すぎること
が、いわゆる「買い叩き」現象を招き、農家の取り分が圧縮されている懸念がある。
図の飲用乳の試算例のように、生産・流通・小売りの間のパワーバランスの不均
衡が農業所得の低迷に大きく影響している点も見逃してはならず、スーパーの存在
を絶対視して、それにいかに順応するかという発想だけでは「買いたたき」による
農業所得低迷の問題は改善しないことに留意すべきであろう。政策的に、スーパー
などの取引交渉力のあり方自体を俎 上に載せる視点も必要である一方、ＪＡ設立の
本来的目的の１つが、個別農家の販売力の不利を是正することであることにかんが
みると、まさに、ＪＡの果たすべき役割が問われていることにもなる。
【図】日本における酪農 協 ・ メ ー カ ー ・ ス ー パ ー 間 の 取 引 交 渉 力 バ ラ ン ス

酪農協

メーカー
0.50対0.50
〜0.06対0.94

スーパー
0.03対0.97

注： 0 に近いほど劣位、1 に近いほど優位な取引交渉力を持つ。スーパー vs. メーカーはほぼ 1 対 0 でスーパーが圧倒的優位、メーカー vs. 酪農協は 0.9 対 0.1 〜 0.5 対 0.5
で、よく見積もって五分五分。
出典： Kinoshita et al.(2006) による推計結果。
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ところで、このように、小売り部門の「不当廉売」や「優越的地位の乱用」の可
能性が問題視され、それに対抗できる生産者の販売力強化がさらに必要なときに、
それをサポートするために生産者組織に認められている「独禁法適用除外」を取り
消せという議論が行われているのは、逆行している。
なお、直売所の取り組みが拡大していることは農家の取り分の増大に向けて期待
される流れであるが、直売所の価格設定も周辺のスーパー価格に引っ張られている
ことが課題である。
（３） 本当の意味での「強い農業」づくりをリードする
海外から少々安い物が入ってこようが、国の財政が厳しかろうが、地域地域で、
自らの食料を身近で確保しようという認識のもと、消費者と生産者が共に地域の食
を支える流れができれば、本当の意味での「強い農業」が成立し、皆の力で、食料
生産を基盤にした地域の持続的な発展が実現できる。一番の基本は、この流れをつ
くることである。
規模拡大してコストダウンしただけでは、結局、海外の物と同じ土俵で戦って負
けてしまう。立地条件が悪いのだから、日本の農産物はどうしても高いけれども、
「高くても物が違うから、あなたの生産した物が食べたい」と思ってくれる消費者と
生産者との関係が成立していれば、それこそが安さに負けない強い農業である。
スイスでは、最大の生協Migroと農協などが連携して、環境、景観、動物福祉、
生物多様性に配慮して生産された「物語」と「誠意」を生産物に「語らせて」販売
拡大を進めた結果、消費者の国産農産物への信頼強化に成功した。こうした農家、
ＪＡ、生協、消費者などとの連携強化は、わが国でもいっそう期待したい。
さらには、地域の観光産業や、企業や商店街なども含めて、地域全体を巻き込ん
だ自発的な地域プロジェクトに期待したい。「身近に農があることは、どんな保険に
も勝る安心」
（結城登美雄氏）だし、地域の農地が荒れ、美しい農村景観が失われれ
ば、観光産業も成り立たなくなるし、商店街も寂れ、地域全体が衰退していく。地
域が成立する一番の基盤に食料生産がある。この荒廃を食い止めるため、地域の旅
館などが中心になり、農家の手取りが米１俵１万 8000 円を確保できるように購入
し、おにぎりを作ったり、加工したり、工夫して販路を開拓している地域がある。
全国的にも、地域の消費者、商店街、観光産業、企業など、さまざまな関係者が
「農が近くにあることの価値」を共有し、農家という大事な隣人が失われ、地域の産
業と生活が停滞する前に、少々割高でも地元の農産物を買い支え、加工し、販売し
ていくような地域プロジェクトが芽生えつつある。
こうした動きが広がることこそが海外に負けずに国産農産物が売れ、条件の不利
な日本で農業が産業として成立するための基礎条件であり、こうした流れを地域に
創り出すトータルコーディネーターが求められている。地域の食の未来は、地域に
住む皆の力で創り出せる。それをリードする中心的な存在は、やはりＪＡであろう。
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地域の力・ＪＡの役 割
特別寄稿
現地報告

━━ＪＡ中野市の地域農業復権への取り組みから
前ＪＡ中野市 常務理事・経済事業本部長
一般社団法人 信州きのこマイスター協会 理事長

前澤 憲雄 （まえざわ のりお）

本稿は、経済・社会の環境が大きく変化するなかで、地域農業を守り・支え・発展
させるために真摯な取り組みを図るＪＡ中野市の地域農業復権への取り組みの全体像
を描き出している。最近、ＪＡそのものの存在を否定するかのような論調の書籍や論
文掲載の雑誌が出版されている。だが本稿を読み進めると、そうした主張が的を射て
いないことが分かる。抽象的で感情的な批判・反論に終始することなく、ＪＡの具体
的な役割・価値を再認識し、建設的な議論ができることを願っている。
本稿は、2010 年４月 24 日に行われたＪＡ−ＩＴ研究会の第 27 回公開研究会におけ
るＪＡ中野市常務理事前澤憲雄氏による報告資料「地域特徴を活かした農業振興の歩
みと今後の展望」を、同氏の了解を得て一部修正し、転載したものである。 （編集部）

１．はじめに
ＪＡの営農経済事業改革による地域農業の復権が今喫緊の課題となっている。
長野県北部にあるＪＡ中野市では、1998 年以降、営農経済事業の部門損益の改善
と事業改革が課題であった。そして、その改善方針は、縮小する農業生産基盤に対
応するＪＡ事業体制の縮小均衡をもって改善するしかないとの判断で営農経済事業
改革を進めてきた。人員の削減、正職員から契約職員への転換もできるかぎりのギ
リギリまで進め、それはそれで一定の成果を得た。
しかし、それも限界となり、その後は、一向に改善につながる構造的変化が見え
ない事態となった。
そこで、2004 年に、営農経済事業改革は拡大均衡の視点で行くと方向を定め、そ
のためにはどこから拡大方策を進めるかを検討し、聖域なき地域農業生産基盤強化
を行うことを明確にした。
それはキノコと多彩な園芸作物の２つの強みを最大限生かすことを意味する。
2009 年度は、販売取扱高の計画を 206 億円としたが、205 億 6000 万円の実績で終
了した。わずかに未達成であったが、当ＪＡとしては久々の 200 億円台の取扱高と
なった。
以下、生産基盤再構築の取り組みと、販売事業の強化に向けた実需先とのリレー
ションシップの強化、生産部会の改革などを中心に地域農業復権に向けたＪＡの取
り組みの経過報告と課題整理を行うこととしたい。

２．アップルちゃんマークをトレードキャラクターに
「つくる農協から売る農協へ」
中野市が 1954（昭和 29）年に１町８村の行政合併を行ってから 10 年を経過した、
1964 年４月１日に中野市農協が合併により誕生した。組合員総数は 5391 人であっ
た。当時は１行政１農協として大規模農協に位置付けられた。この 1964 年４月は、
日本がＩＭＦ８条国（国際通貨基金協定第８条が適用される）に移行し、戦後の復
興を終えて開放経済体制に参入するという歴史的な時と重なっている。それは自由
貿易の国となる厳しい農業環境のスタートでもあった。
この合併スタート時のスローガンは、
「つくる農協から売る農協へ」だ。そして、
生産販売高１番のリンゴをキャラクターとする商標「アップルちゃんマーク」を作
製することになり、漫画家佃公彦氏に依頼した。このキャラクター戦略は、当時農
JA 総研レポート／ 2010 ／夏／第１4 号

《特別寄稿 現地報告》地域の力・ＪＡの役割 7

協界ではめずらしい事例だと言われていた。それまでは組合員が生産したものをただ
集めて市場に送るだけという仕事だったが、ここでは農協は商品として宣伝して、付
加価値を付けて売ることを仕事にするべきとの発想転換をした。この考え方からリン
ゴまつり、大都市でのエノキタケ宣伝などに積極的に取り組んだものである。この方
向は現在まで脈々と続いている。
合併後、生産品目で伸長が著しかったのはリンゴ、モモ、ブドウ、エノキタケであ
る。特に、エノキタケは驚異的な伸びを示してきた。この背景には強力な共販体制が
ある。９地区がバラバラだった共選と共計（共同計算）を統一し、栽培技術革新によ
る品質向上を図った。以上の３つの確立が生産部会の重点方針だった。
中野市農協の長期計画は、1966 年に第１次計画が決定され、翌 1967 年から５年間
の計画としてスタートした。このころ、全国的には、まだ５カ年の長期計画がなかっ
たので、手探りで始まった。内容は、特に農業生産計画を、基準年次から 185％にす
るという意欲的なものだった。また、農業所得は 108 万円以上とし基準年次の 315％
であった。

３．進取の気風で先行する生産者リーダーの存在
ＪＡ中野市の農業振興の歴史を見ると、エノキタケ、ナメコ、ブドウ、サクラン
ボ、モモ、ラ・フランス、プラムなどを、篤農家個人やグループ（集団）が先進的な
技術導入や研究を進めてリスクを負いながら産地を確立してきた。また、当地は、年
間降水量が南信地域の半分の 1000 ㎜と少なく、果樹農業における玉肥大、収量確保
には難点があった。そこで、地域を挙げて壮大な畑灌水事業を進めた。水源は千曲川
である。現在、北部、西部、中野（南部）と３カ所ですべての果樹園地を網羅してい
る。ここにも強力なリーダーがいた。
ＪＡは他の農家への普及を進めて部会の育成を図った。点から面への拡大をＪＡが
担当してきたのである。残念なことだが、現在では、こうしたリーダー的な生産者の
存在が少なくなってきた。

４．高度施設型農業の展開
1970 年代から、ブドウのハウス栽培の導入が始まり、これがその後の栽培技術の
発展と園芸品目全体の中核となる。
加温ハウスによるブドウ栽培は、1972 年から開始された。ハウスの建設費は当時
10 ａ当たり 120 万円、加温機、換気扇、電気工事などで 80 万円、ビニール代が 10 万
円ほどかかったが、収益が大きく１年で回収できるとされ、普及が進んだ。
ハウス労働は、投下労力が大きく、露地の 1.6 倍だが、所得は２倍になった。そし
て、冬の農閑期に働くことや被覆時期をずらすことで、労力の分散ができた。ピーク
時の 1990 年は、ブドウの総売上額が 39 億円となり、部会員数は 600 人を超え、施設
率は 35％であった。
サクランボは、1983 年からハウス栽培に成功した。今日では、栽培園地 25ha、サ
クランボハウスは 17haに上る。部会員数は 200 人である。観光サクランボ園も導入
し、直売事業への取り組みも拡大している。
モモ、プラム、アスパラガス、キュウリ、シャクヤク、トルコギキョウ、トマト、
パプリカなどハウス栽培も盛んに行われ、現在に至っている。
米の生産調整が、目標を上回る実績を挙げるという動きを、1970 年代から続けて
きたが、これはアスパラガス、モモ、ブドウなどの多年性作物への転換が中心だった
からできたことであり、当ＪＡ管内の農業の特徴といえる。

５．生産部会組織を中心とする生産振興策の取り組み
生産部会は、売上高が１億円以上の品目を単位として組織されている。新品目の栽
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培・販売が始まると、まず生産者が研究会を組織する。その普及拡大により、総額１
億円を超えると部会昇格という過程をたどる。
生産部会の役割は、栽培技術の研鑽、新技術研究導入、出荷農産物の品質向上、
マーケットニーズに応える商品づくり、集荷対策などＪＡに結集するための取り組み
が挙げられる。
なかでも、部会員と部会長との間で、専属利用契約書が毎年締結される取り組み
は、部会に結集することの意義を１年に１回確認して、協同運動を認識する機会と
なっている。
販売は基本的にＪＡの役割とし、集荷されたものが市場、実需先などに出荷供給さ
れるところからＪＡの仕事である。
生産部会は市場動向に関心を持ち、その情報を各部会員に報告する。有利販売の結
果を出すために、必要な情報をＪＡに求める。共選所、集出荷施設の運営に対して
も、主体的に運営に参画をする。
特に、園芸品目では生産指導部門がある。これは苗木導入における品種検討、大苗
育成、部会員の栽培指導、剪定指導、気象災害対策などを担当する。ぶどう部会、り
んご・もも部会、プラム部会、サクランボ部会などが取り組んでいる。
キノコでは、試験担当者と母菌モニターによる新系統、選抜系統の種菌を使った試
験栽培の実施とその検討チェックを日常的に実施し、品質向上を目指している。

６．単品大量生産による「量は力」の販売から、
多彩な品目の組み合わせと強みのある品目の「総合」販売へ
ＪＡ中野市は、単位ＪＡとして日本一の取り扱いをしているものがいくつかあっ
た。キノコでは、エノキタケである。これは今も拡大を続けており、この生産販売戦
略については別項で述べる。
次にブドウ、それも巨峰を中心とするブドウである。なかでもハウス巨峰はトップ
クラスであり、露地ブドウを含めて年間出荷量が 120 万ケースに達したときもあっ
た。市場の要請もあり、出荷量が安定的に需要に応えられる産地は信頼を得る、とい
ううたい文句を元に産地振興を進めてきた。また、アスパラガス、シャクヤクも日本
一をうたった。
しかし、時代環境は大きく変化した。輸入農産物の増加、果実加工用原料の大量輸
入により、消費動向は大きく変わった。ブドウ販売単価は、1990 年から 2004 年の 15
年間でキログラム単価が 60％にまで下落した。単品大量生産は、今日では有利販売
の力にならない。また、農家手取りの安定確保には、リスク分散型の多品目リレー生
産が必要である。
そこで、多品目多品種の多彩な果実生産に切り替え、多様な消費者のニーズに応え
る産地振興に転換した。
例えば、ブドウでは重点振興品種を 10 品種選定した。現在、巨峰、ピオーネ、ロ
ザリオビアンコ、ナガノパープル、シャインマスカット、サニールージュ、黄華、ハ
ニーシールド、ベニバラード、ベニバラオーを振興中である。なかでも、特にシャイ
ンマスカットは最重点品種に位置付け、巨峰一辺倒からの脱皮のため、集中的に産地
化戦略を取っている（表１）
。
リンゴでは、ふじ一辺倒から中生種であるシナノ３兄弟（シナノスイート、シナノ
ゴールド、秋映え）の３品種の産地化および圃 場 拡大のため、2004 年度から２年、
３年生の大苗育成をＪＡが直接実施している。すでに、６年間で 6000 本、24ha相当
になった（表２）
。
この取り組みは、農業研究開発事業と連動した資金活用をベースにした。
この多彩な品目による多品目多品種適正量最適産地づくりは、1998 年から始まっ
たが、果樹の成園までの年月は長期化する。その間に、マーケットニーズも変化す
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る。この対応を進めながら、安定的な所得を確保する圃場確立には次に挙げるように
課題が多い。
① 採算所得を確保するまでの間、長期的（８年はかかる）に収入がない。
② 販売単価が低迷しており、成園時の販売単価が読めない。
③ 農家の高齢化が進行し、低位園地が増加傾向にある。
④ さらに、遊休荒廃農地の拡大につながる傾向がある。
⑤ 果樹農業は労働集約型であり、季節的に多くの労働力が必要であるが、法人化
などを図った場合、年間の安定雇用ができない。
【表１】品目一覧表
品目
リンゴ
ブドウ
モモ
桜桃
プラム
和ナシ
西洋ナシ
干し柿
ベリー類
キウイフルーツ

品 種 名
シナノスイート、シナノゴールド、秋映え
巨峰、ピオーネ、ナガノパープル、ロザリオビアンコ、シャインマスカット、
サニールージュ、ベニバラード、黄華、ベニバラオー、ハニーシールド
なつっこ、黄金桃、白根白桃、ゴールデンピーチ、あぶくま、スイート系ネクタ
リン、サマークリスタル、あかつき
佐藤錦、香夏錦、紅秀峰、高砂、月山錦
秋姫、貴陽、太陽、大石早生、ソルダム、トレジディー、紅りょうぜん
南水、あきづき
ラ・フランス、オーロラ
市田柿、平核無
ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー
ヘイワード

【表２】2004 年度から 2 0 0 9 年 度 ま で 取 り 組 ん だ 品 目 別 大 苗 養 成 配 布 状 況
品
目
苗木配布本数（本） 生産面積（ha） 配布面積（ha）
リンゴ（シナノ３兄弟）
6,000
325
24
モモ、ネクタリン
10,300
140
35
ピオーネ
9,000
45
40
ナガノパープル
2,400
12
11
ロザリオビアンコ
2,000
18
10
ブドウ
シャインマスカット
4,800
24
24
サニールージュ、ベニバラード、
5,000
25
25
黄華、ブラックビート、巨峰
サクランボ
2,400
25
8
プラム、プルーン
6,600
32
22
合計
48,500
646
199

７．市場依存型販売からマーケティング販売、多元チャネル販売への脱皮
ＪＡ中野市の販売は、１品大量生産産地構造により、全国の卸売業者を相手に取引
を進めてきた。しかし、量販店の台頭とその持っているバイイングパワーは卸売会社
の価格形成力を低下させ、産地の意向が価格に反映しにくい状況となった。
そこで、第８次長期農業振興計画から実需者の顔が見える販売へ軸足を移してき
た。この戦略は、その後、顔が見える販売から顔が見え話のできる販売として、実需
先のニーズを直接把握し、産地提案型の商談に生かせる取り組みに移行してきた。
品目構成が多彩であるが、基幹品目は多元チャネルへの対応ができる物量を有して
いる。一方、量販店ニーズの多様化、外食・中食から加工製品などの加工業務対応は
複雑多岐にわたっている。
そこで、一本共計を変え複数共計の導入、出荷者グループのロット販売とグループ
別精算により生産者組織を再編した。部会は、従来の共選共販方式から脱皮した。
ＪＡ販売手数料は、機能別手数料主義とした。ＪＡの機能には、商談・情報収集と
発信・商品開発・実需者別商品コーディネート・デリバリー・直販代金回収精算事
務・消費宣伝と販促がある。この機能の範囲で、手数料は取扱金額・卸売会社帳合
い・ＪＡ直販により多様な精算システムを導入した。また、大規模農業経営者の販売
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利用額に応じて、多品目手数料の手数料バックシステムを構築した。
この対応の結果、今日、キノコ類を中心に経営規模の格差を乗り越えて、販売利
用、購買利用は大半がＪＡに結集している。

８．200億円販売再構築の取り組み──キノコ生産基盤強化を中心に
ＪＡ中野市は、そのスタート時点から全国ＪＡの「販売高 200 億円サミット」に参
加した。当時の参加ＪＡは５つ。都城、菊池地域、愛知渥美町（現愛知みなみ）
、士
幌町、中野市である。その後、1998 年を最後に 200 億円から徐々に減少してきた。
2003 年度には 158 億円にまで減少した。
組合員にとってＪＡの販売取扱高だけが、目標となる取り組みではないが、その金
額が組合員の農家手取り、地域農業振興策のバロメーターとして重要な指針になると
判断した。また、販売高の増加によるＪＡ総合事業効果は、ＪＡ経営基盤強化にもつ
ながり、部門採算では不均衡が生じている園芸部門を補完することができると判断し
た。
そこで、200 億円販売額の再構築を第一義的な目標とした。そうすると、そのため
には何をしなくてはならないか、現状の課題、問題点が見えてくる。これが重要であ
り、この議論から地域農業復権の戦略が明確になった。
販売高減少要因は次のとおりである。
① 生産基盤が縮小している。
② 中心的農業者数、後継者の減少、農業者の高齢化が進んでいる。
③ 農産物販売単価が年々低下している。また、生産資材価格が上昇して農業所得
が減少している。
④ 農業がもうからないから、専業農家の後継者が農業後継者にならない。
⑤ 専業農家の季節的繁忙期の労働力確保が困難になってきた。そのため、労働集
約的な作目である果樹は、基盤拡大ができない。
⑥ 専業農家の後継者（跡取り）に嫁がいない。独身後継者の高年齢化が進む。
⑦ ＪＡ離れ、系統外出荷が拡大している。その内容は、地元移出業者のきめ細か
な集荷販売対応にある。また、個人贈答、直売により、ＪＡを頼らない動きも
拡大している。
⑧ 生産部会の組織力が弱体化している。構成員の高齢化が進む部会ほどその傾向
が強い。その品目部会は、基盤、販売高とも縮小傾向である。
こうした課題を踏まえ、何から始めるかを明確にした。
① キノコと園芸品目の２つに柱を絞り、構造の違いを明確にして振興戦略を樹立
した。
② キノコは、エノキタケの基幹品目としての位置付けを再確認し、その生産基盤
を強化することにした。そこで、各培養センターにおける種菌をＪＡ種菌セン
ターから液体種菌で供給するシステムを開発することにした。これにより、種
菌の製造期間が短縮され、培地の品質が向上することで、エノキタケの収量拡
大を目指した。すなわち、コストの削減、経営力強化の効果が期待された。
③ キノコはエノキタケを中心に、ブナシメジ、ナメコ、エリンギ、シイタケ、そ
の他新品目キノコを組み合わせて、キノコ総合供給産地確立を進める。生産量
を、エノキタケ４万 5000 ｔ、ヤマビコシメジ１万ｔ、エリンギ 5000 ｔ、ナメコ
500 ｔ、その他 100 ｔの組み合わせである。
④ 園芸は、果樹でブドウ、リンゴ、モモ、ネクタリン、サクランボ、プラム、プ
ルーン、柿、キウイフルーツとし、なかでもブドウの再構築を柱とした。
⑤ アスパラガスはかつて 30 億円産業だったが、現在は見る影もない。しかし、
野菜部門では柱だ。この再構築を明確にした。
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⑥ とにかく、生産基盤強化のためにやるべきことはなんでもやる。考えているだ
けでは始まらない、実行してこそ１歩進む、との考えから、農業研究開発事業
を導入し、実践的基盤強化事業を多彩に展開した。
⑦ 組合員の事業資金融資は、その事業がＪＡの生産基盤強化の方針に合致してお
り、後継者が明確で経営能力のある人には積極的に対応した。また、制度資金
の協調融資も指導した。
⑧ 販売力強化は、生産基盤拡大強化を踏まえて喫緊の課題である。2006 年度か
ら販売営業室を設置し、販売戦略の司令塔機能を強化した。多元チャネル総合
販売戦略を基本に、卸売会社だけでなく実需先を明確にした取引ウエートを拡
大することを徹底した。現在、大手量販店、生協、加工業務外食など、20 社を
超える顔が見え話のできる取引先が確定している。
※「総合販売力」は、
「地域ブランド力×各農産物商品力×人間力」である。
「地域ブランド力」は、その地域の総合的な歴史、文化、地域生産力、信頼力
など個性の総合力である。
「農産物商品力」は、地域の気象条件、立地、栽培力、マーケティングリサー
チの結晶としての商品づくりの総合力である。
「人間力」は、
『元明は親素』である。すなわち、
「元」気で「明」るく「は」っ
きりしていて「親」しみがあり「素」直な人格を持つ人間の総合力である。
この３つの総合力を乗じたトータルの力を「総合販売力」と考える。
⑨ 中野市の農産物を総合的に宣伝する人材を、
「アップル応援隊」と称して組織
した。現在、量販店、生協、行政イベント、食と農に関するアピール行動に積
極的に取り組んでいる。これは、2005 年夏、キノコの歴史的な低価格に対応し
た特別対策の一環で、若手職員が行った取引先量販店での緊急販促消費宣伝隊
の取り組みを発端に、翌年から手挙げ方式で、市民、組合員、職員を組織した
ものである。現在、80 人ほどの構成である。2009 年度は、延べ 327 人、215 件の
出動を行った。彼らの取り組み報告から、消費者ニーズの把握、マーケットリ
サーチについて貴重なレポートを得ている。

９．農作物気象災害との闘い
園芸作物は、台風災害・水害・雪害を受けやすい。
2004 年には、台風が６回襲来し、その風によるハウス被害、果実落下被害、樹体
倒木被害などで１億 3000 万円の損害があった。また、新潟県中越地震により、キノ
コ施設が被害を受け、栽培ビンが倒壊して大きなロスが発生した。
2005 年も、台風災害、水害により１億円の損害があった。そして 2006 年にかけて
豪雪災害を受けた。この損害額は、果実ハウス・花ハウス・野菜ハウス被害、果実品
目の樹体被害を合わせて４億円に上った。
これについてＪＡの対応は、各気象災害対策本部を速やかに設置し、組合長を本部
長にし、各地区非常勤役員を各地区災害対策本部の主要メンバーとして、被害に応じ
た復旧対策を講じた。
例えば、豪雪対策では、いち早く７割助成の方針を出して消雪材の注文受け付けを
し、１万 5000 ケースを手配した。さらに、雪解けとともに、部会員、ＪＡ青年部、
行政関係者、役職員一丸となって、樹体復旧ボランティア行動を企画した。自然災害
は個人ではどうすることもできない。こういうときほど、協同運動の真価を発揮しな
くてはならない。それも、機敏に対処することである。それによって、組合員の信頼
は大きくなる。

10．キノコのソムリエ「信州きのこマイスター」育成事業
エノキタケの生産量が全国トップの４万 5000 ｔであり、地域農業の基幹産業の地
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位にある。さらに、各種キノコ生産も盛んだ。このキノコについて全国に正しく発信
したい。商品の魅力をきちんと伝える力をつくりたい。そんな思いから生まれたのが
キノコのソムリエ、
「信州きのこマイスター」認定制度だ。
「きのこマイスター」に「信州」を冠したのは、長野県の栽培キノコが全国生産量
の３分の１を占めており、全国１位の地位にあることを意識したからである。しか
し、この信州は全国にマイスター認定者が増加していく段階では、外すことも検討し
なくてはならないと考えている。
「信州きのこマイスター」認定制度は、３段階の認定から成り立つ。
○ 入門コース（信州きのこベーシックマイスター認定講座）は３日間で 16 時間
の講義を受ける。別に試験日がある。受講料は３万 5000 円。
○ 探求コース（信州きのこマイスター認定講座）は４日間で 20 時間の講義を受
ける。別に試験日がある。受講料は５万円。
※以上の講師は、高崎健康福祉大学の江口文陽教授、信州大学の福田正樹教授など
「日本きのこ学会」関係者をはじめその道の専門家にお願いしている。
○ 専攻コース（信州きのこマイスタースペシャリスト認定講座）
（内容研究中）
2007 年から「信州きのこマイスター」育成事業を始めて３年が経過した。この間
にベーシックマイスターが 136 人、マイスターが 68 人認定された。マイスターは、
任意組織としてマイスタークラブを組織し、定例会を開催しながら研修と活動交流を
している。
最近のマイスターの活動は、その柱にマイコファジスト普及運動の看板を掲げてい
る。マイコファジストとは、菌食主義者である。すなわち、発酵由来の食品であるみ
そ、納豆、ヨーグルト、しょうゆ、ぬか漬けなどに加えて、菌組織そのものであるキ
ノコを日々の食生活に生かし、バランスの取れた食事のなかから健康管理に取り組む
人をいう。このマイコファジストになろうとの呼びかけを、日々の活動を通じて発信
することにしている。
現在、ＪＡでは、職員、生産農家、従業員の受講により、地域挙げての「信州きの
こマイスター」育成に取り組んでいる。
さらに全国からさまざまな業態の男女の皆さんが応募するようになっている。
「信
州きのこマイスター」は、キノコの語り部、伝道師として、テレビ、ラジオ、新聞、
雑誌などに登場し、キノコの魅力を発信しており、年々注目度が高まっている。
特に、エノキタケの新しい料理方法として「えのき氷」を提案しているが、その機
能性効果に地元でブームが巻き起こり、さらに雑誌『安心』
（2010 年４月号、マキノ
出版）で大きく紹介されたことにより全国に広まってきた。
この「信州きのこマイスター」育成事業は、産地としてはキノコの安定的な生産に
役立つことになる。また、有益な情報が消費者に届けられることにより、消費拡大、
イメージの向上で有利な価格形成にも貢献できると考える。そして、この人材育成
は、地域の６次産業化、農商工連携の橋渡し役としての役割もある。しかし、一番重
要なのは、国民の健康生活に貢献して 34 兆円に上る国民医療費を低減させることに
も役立ちたいという思いを持っていることである。まさしく、生命総合産業に携わる
者の使命を感じているのである。

11．農業研究開発事業と地域農業の発展方向
ＪＡ中野市の農業研究開発事業は、2005 年度から本格的に取り組みを始めた。第
１次事業として、2005 年度から 2007 年度までの３年間を設定し、各年度において
5000 万円を予算化した。３年間で１億 5000 万円となる。
第１次の事業内容は、キノコ部門ではエノキタケの液体種菌供給システムの研究、
キノコ機能性開発、新品目開発、品質安定性向上研究などを進めた。園芸部門では、
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サクランボの安定栽培加温ハウス導入、ブドウの新品目栽培試験、温暖化対策新品目
導入試験、シャクヤク新品種導入長期栽培試験などである。販売部門では、郷土食開
発、市内飲食店連携のキノコ、果物の料理開発である。
第１次農業研究開発事業は、３年間を通じて、事業費で３億円、積立金の取り崩し
は１億円となり、その後のキノコ、ブドウ、サクランボの振興に強い牽引力を発揮した。
現在、その総括の上に、第２次農業研究開発事業に 2009 年度から取り組んでい
る。この事業は年間 4500 万円の予算を基に、園芸関係に６割、キノコ関係に４割の
比率で園芸に力点を置いて取り組む。それは、第１次事業でキノコの生産基盤強化の
方向にほぼ見通しがついたことで、第２次事業では立ち遅れのある園芸強化を方針と
したものである。
園芸関連では、ブドウ新品種シャインマスカットの早期産地確立（SMAP21）
、モ
モ類穿孔細菌病防除技術確立、アスパラガス生産基盤確立（AGAIN21）
、野菜新品目
開発としてベビーリーフ、冬至カボチャ、ビート、ピンキー、シシリアントマトな
ど、果樹類高品質安定生産高度化促進事業、微生物・酵素利用優良基質資材開発など
に取り組む。キノコ関連では、液体種菌培養新技術開発、エノキタケオリジナル品種
開発、キノコ由来機能性食品開発、菌床キノコ生産基盤確立事業、キノコ使用済み培
地活用を中心とする循環型農業確立などである。
農業研究開発の原資は、1992 年から始めた農業研究開発積立金である。市から８
年間にわたり出 捐 金を受け、ＪＡとしても毎年剰余金から積み立てた。５億円を目
標としているが、４億円まで積み立てた 2004 年度に、目標額到達まで待っていては
地域農業が崩壊するとの危機感から、理事会で取り崩しを決定した。
この事業は市のメンバーとＪＡのメンバーによる管理委員会を設置し、各事業内容
の適正性を厳格に検証している。また、ＪＡから市に対する報告義務が課されている。
地域農業振興戦略のグランドデザインともいえるこの事業は、行政とＪＡの一体的
な取り組みとして文字通り地域全体が共有できる取り組みである。そして、この成果
の度合いいかんが今後の地域農業の発展方向を左右するのである。

12．キノコと多彩な園芸品目の地域資源循環農業の確立
地域経済の根幹としてのキノコ産業と、果樹、野菜、花卉など多彩な園芸部門の有
機的結合、資源循環による持続型農業を確立することが、地域特性を生かした農業づ
くり、地域づくりである。
いまや、グローバルミッションとして、低炭素社会の実現が叫ばれている。わが国
も、鳩山由紀夫首相が国連演説で温室効果ガスの排出量を 1990 年比で 2020 年までに
25％削減することを世界に公約した。この実現には日本中の企業、地域社会、国民
が生産活動、消費活動のなかで努力を積み重ねることが必要だ。農業分野も低炭素農
業に向けて各地域農業が取り組みを進めることが重要である。
現在、中野市では、バイオマスタウン構想を公開した。国への申請が完了し、全国
では 263 番目である。この内容は、キノコ使用済み培地が年間９万 5000 ｔ発生する
とし、これを飼料化、自己完結熱エネルギー化、キノコ培地再製品化、堆肥化の４つ
に利活用することにしている。
キノコ生産にとっては、培地資材の循環がコスト削減効果に、また自己完結熱エネ
ルギー化は省エネルギー効果がありコスト削減となる。CO ２削減効果も大きい。園芸
部門では、優良有機質堆肥としての活用により土づくりに効果を発揮できる。また、
燃料としての利用はブドウ、サクランボ、花など加温ハウスでの重油代替補完燃料と
して期待できる。これもCO ２削減効果とコスト削減効果によりエコ農業たり得る。

13．生産者手取り最優先と農業経営者育成プログラム
当ＪＡ管内における農家数は、1980 年に 4000 戸で総世帯数の 41.6％であった。そ
14 《特別寄稿 現地報告》地域の力・ＪＡの役割

JA 総研レポート／ 2010 ／夏／第１4 号

れが、2005 年には 2889 戸、20.8％である。高齢化率も 2005 年には 49.1％であったも
のが、2010 年は 54.6％と予測されている。遊休荒廃農地は、2005 年に 438haと 1980
年の 2.2 倍である。
特に、専業農家率は 2005 年に 652 戸で、1980 年の 55％である。地域農業を支える
のは、さらに減少する専業農家と女性・高齢者農家である。
また、ＪＡ中野市の販売取扱高は、2008 年度の個人販売高で見ると、総額 189 億円
であり、その構成は、1000 万円以上の戸数が 376 戸（総戸数 1937 戸の 19％）
、そこが
実に 157 億円を売り上げている。その比率は 83％に及ぶ。
一方、1000 万円未満の戸数は、1561 戸で、金額は 32 億円である。小規模農家は兼
業農家、女性農業者、高齢農業者など多様な担い手となっている。現在、地域農業
は、この多様な農業者と中心的な農業者の協同により支えられている。
しかし、専業農家の手取りを最優先する取り組みなくして、地域農業を存続させて
いくことはできない。そのための課題と取り組み方策について、2010 年度から始まっ
た中期３カ年計画から以下に整理することとした。
（１）基本目標
その１．多様な担い手農業者が豊かさを享受できる農業の推進。
その２．キノコと園芸品目を柱とする持続的高付加価値農業の推進。
その３．地域との連携強化と消費者に評価される新鮮・安全で安心な農産物の提供
を続ける。
（２）基本課題
生産者手取りの確保を最優先とし、その拡大のため販売、営農指導、生産資材部門
が一体的に事業展開を進め、地域農業再生に向けて生産基盤強化、販売力強化に取り
組む。
（３）取り組みの主要方策
１）各品目の生産基盤強化は、需要に対する最適生産と最適品目の選択的振興と
し、それらが農産商品として消費者に信頼される安全・安心な地域ブランドと
なるよう取り組む。
２）販売営業力強化の視点は、実需取引先への企画提案力強化、目標を持った契約
取引を基本とする営業活動とする。また、売り場のＪＡ中野市ブランド総合品
目確保を常に提案し、消費宣伝、販売促進をセットで行動する。
３）キノコを中心に、年間契約取引のできる実需取引先を拡大する。2009 年度のエ
ノキタケ販売は、価格形成力を失った市場の価格と量販店の低価格志向によ
り、前年を 100 ｇ当たり４円、15％も下回る低価格に陥り、年間平均価格とし
ては過去にない数字となった。出荷量の増加によって、損失の一部はカバーし
たが、損益分岐点を上回る再生産価格には届かない。そこで、安定生産、安定
出荷を前提に、年間契約により月別取引量、取引単価を実需先との間で契約締
結し、年間平均単価を再生産価格に据える取り組みを進める。キノコ農業経営
者にとっては、年初に経営計画が成り立ち、取引先は年間のキノコ売り場計画
と収益計画が組めるという利点がある。
４）生産者手取りを最優先とする多元チャネル販売を展開する。特に、産直販売、
通信販売など今まで弱かった販売ルートに積極的に取り組む。具体的には、直
販センターとしての総合直売センターを設置し、インターネット販売、観光農
業、農産商品直売所、農家レストラン、地域の食と農の総合的発信機能を具備
する。
５）農産商品開発を強化する。そのため、食品業者、地元旅館、飲食店、観光業
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者、行政などと連携して主体的に目標達成を図る。
６）すべては、消費者が満足する農産物の生産と商品化に取り組むものであり、そ
のコンセプト、実践の姿を仕向け取引先、資材など仕入れ取引先、地域住民の
皆さん、マスコミに有効に発信し理解を求める。そして、都市消費者との交
流、ＪＡ間交流などは今まで以上に強化する。
７）生産コスト削減の取り組みを強化し、組合員総結集に向けた営農総合渉外活動
をステップアップする。
（４）販売取扱高目標
2010（平成 22）年度 246 億円
2011（平成 23）年度 273 億円
2012（平成 24）年度 288 億円
・目標はすぐできる目標ではいけない。現状の３割アップを基本にして、どこを
変えて現状打破するかという思考にする。
・目標に可能性のある根拠を積算する。当然、誰が、いつ、どのようにするのか
を基本に根拠を練り上げる。
・大きな目標には、予測できない困難も伴う場合がある。そのときの問題解決能
力、困難克服力が個人のマンパワー、組織力によるところとなる。そのため
の人材育成が重要である。
・第９次長期計画の４年間の取り組みは、2004 年、販売取扱高が 160 億円からス
タートした。200 億円を目指すことは難しいと考えるのが大勢であったが、困
難を乗り越えて 2009 年度には 205 億円を実現した。この教訓は今後も生かせ
る。
（５）ＪＡ中野市における中心的農業者育成プログラムの展開方向
１）農業経営者としての経営力育成の取り組みをどう進めるか。
・北信農業改良普及センター、農業委員会、行政、ＪＡによる協議会の取り組み
として、
「北信州農業道場」を開講している。この道場は、青年農業者、新規
就農者、Ｕターン農業者を対象に農業経営を学ぶところである。この強化を
図る。
・ＪＡ青年部の農業経営者育成に必要な事業を拡大する。
・生産部会における生産コストに対する意識改革、経営的視点からの発想力醸成
事業を誘導する。
・ＪＡとしての農家台帳整備、記帳代行業務、個別経営調査、経営指導を強化し
て農業者意識改革を進める。
２）園芸農業における集団化、法人化の取り組みを進める。
園芸農家の高齢化の進展、後継者の減少は加速している。管内には、地元移
出業者が農業生産法人を立ち上げ、農地の集積を進めている。また、住友化
学系の農業生産法人が進出して、イチゴ栽培を始めている。これらの動きに
対し、組合員からＪＡの対応に期待が強まっている。
そこで、意欲ある青年農業者との間で、農地集積対策、荒廃農地対策、農業
組織、法人化などの検討を開始した。当然、ＪＡの役割を明確にしたＪＡ出
資を前提に進めている。１組織、１法人１億円を目標に事業設計を進めたい。
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ＪＡが地域の力となるために
仲野 隆 三氏
ＪＡ富里市 常務理事

対談
提言

黒澤 賢治氏
元ＪＡ甘楽富岡 営農事業本部長
現在、特定非営利活動法人アグリネット 理事長
ＪＡＩＴ研究会 副代表

【司会】（社）ＪＡ総合研究所

基礎研究部長

吉田 成雄

ＪＡの事業については、他業態との競争が激化するなかで、協同組合の理念と事業展開の考え方や理念とに
大きなギャップが生じているとの指摘がなされている。
しかしながら競争（市場原理）と共同（地域社会）を踏まえ展開される多様な協同（中核にある農業協同組
合）とそのイノベーション（自己革新）という概念をきちんと整理することで、協同組合の理念と事業展開理
念とのギャップを解消して、新しい時代のＪＡが進むべき方向、イノベーションへの積極的取り組みを適切に
位置付けられるのではないか。
今回、こうしたことを意識しながら、営農経済事業を中心に、群馬県のＪＡ甘楽富岡の元営農事業本部長の
黒澤賢治さん注１）、千葉県のＪＡ富里市常務理事である仲野隆三さん注２）に、それぞれの取り組みとその考え
方をお話しいただきながら、ＪＡが地域の力となるために必要なことを浮き彫りにしてみた。
（編集部）
注１）ＪＡ甘楽富岡の取り組みについては、『ＪＡ総研レポート』vol.12、2009年冬号、「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』」参照
注２）ＪＡ富里市の取り組みについては、『ＪＡ総研レポート』vol.5、2008年春号、「現場の
実践報告 ＪＡ富里市の多様な野菜流通の実践」、『ＪＡ総研レポート』vol.11、2009年秋号、
「論説 ＪＡにとって必要な人材をどう見つけ・育てるか」参照

トは、組合員とのかかわり方だ

業をやってきた生業を考えなが

とか、地域の風土や歴史をしっ

ら、これをどういうふうにＪＡ

――組合員の方たちと接するＪ

かりと見据えていくことだと思

としてサポートしていくか、職

Ａ職員の役割は重要だと思いま

う。そこをベースにして、群馬

員としてどういうふうに組合員

す。そうしたことからまずお話

県の甘楽富岡でいえば、ここに

の皆さんとやっていくかという

しいただきたいと思います。

住んでいた人が、あの西風と浅

ことが大切だと思う。その意味

黒澤 協同組合の一番のポイン

間おろしのなかで産業として農

では一心同体の論理が出てくる

〈組合員とＪＡ職員の
一体感をつくる〉
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よね。

一方、ＪＡ富里の販売事業は

拡大ができず、地域営農は厳し
い状況でした。

仲野 私の体験を話すと、ＪＡ

2 億円程度、最盛期の専門農協

に入ったとき理事や管理職が私

の販 売 高は 56 億 円に達した。

販売事業面ではＪＡ富里に共

に求めていたことがハッキリし

周辺ＪＡはこの専門農協から販

販組織（既成組織）が明確に存

ていた。貯金共済などの事業推

売代金を組合員口座に振り替え

在していなかった。多くは西瓜

進を行わせるために採用したの

てもらっていた。そんな状況に

組合や白菜組合など組合員主導

ではなく営農指導員として採用

理事は自分たちの不甲斐無さを

型の出荷組合形態をとっており

した。その指令は３つあった。

感じていたが、加入せず地元で

販売権などは全くなかった。Ｊ

１つは「新たな作物を定着させ

Ｊ Ａ 富 里を信じる組 合 員もい

Ａの役割は主に受託精算業務が

ること」
、もう１つは「農家に

た。40 農 家 組 合が存 在し、 そ

中心となり販売代金の獲得（貯

野菜栽培技術と経営について教

の中に 30 以 上の出 荷 組 合が設

金）でした。

えること」
、最後の１つは「新

立され、独自の組合員文化が生

たな作 物の産 地 化を図るこ

まれました。

このような状況を役職員は 1
日も早くＪＡ主導にすべく共販

1966（昭 和 41） 年に特 産 ス

組 織の育 成を願 っていました

営農指導員がＪＡにもともと

イカの奇病（通称：コンニャク

が、ＪＡ職員数 38 人の体制で

いなかった時代、１人の営農指

病）が大発生、富里全域に広が

は販売事業（６〜７人のスタッ

導員に何ができるか、富里は自

り栽培面積 370haの販路が閉ざ

フ）として何から手をつけてよ

分の生まれ故郷でもなく、組合

された。スイカが畑や出荷場さ

いかもわからず、組織もなく、

員との面識もなく、最初は孤独

らにトラックの荷台や卸売市場

集荷施設もなく、スタッフもな

感に陥りやすい状況でした。そ

などで爆発（腐敗ガスにより破

くの「ないない尽くし」 でし

んなとき、各課長が外務に出か

裂）
、ほとんど販売できず廃棄

た。そんな背景から営農指導員

けるときなどの機会に誘ってく

され、販売しても富里産という

への期待感は否応なく強くなり

れた。地域の顔役的な農家組合

だけで卸売市場は受託拒否する

ました。

長や篤農家、生産組織リーダー

など組合員の経済を直撃しまし

など得意先の組合員のところに

た。

と」
、この３つでした。

今でも思いますが大 変なプ
レ ッ シ ャ ーだった。 そんなプ

連れて行かれ「今度、ＪＡに来

原因は緑斑モザイクウイルス

レッシャーを唯一和らげてくれ

た営農指導員」と紹介された。

（CGMMV）と判明。種子や植

たのが指導部長（故大沢桂一郎

これが組合員と営農指導員の顔

物体などからの接触感染をする

つなぎとなり徐 々に地 域に浸

など発病圃場（土壌）には 7 年

組合員の期待は、営農指導員

透、指導活動の基盤ができた。

間ウイルスが残ると言われ、産

の私に与えられた前述の３つの

組合員を含めＪＡ全体が営農事

地に対して「死の宣告」が告げ

指令が約束となっていた。そこ

業を支えてくれたと思います。

られました。

で、富里の農業基盤や組合員の

氏）でした。

当時、富里農協には既成の生

組合員はＪＡの総会で営農指

経営規模、土壌および気象条件

産組織がなく、隣接する山武郡

導事業の重要性を論じ、営農指

をつぶさに調べ、春ニンジンや

管内に丸朝園芸農業協同組合と

導員の設置を強く求めた。また

夏秋トマトなどを指導しました。

いう専門農協があり６カ市町村

産地復旧のため早急にウイルス

ニンジンは今でも定着してい

の農業者が組合員として加入し

撲滅対策や生産振興をＪＡ富里

ますが、夏秋トマトは任意組合

ていた。ＪＡ富里から 400 人の

に求めました。

の組合長から指導を求められ、

組 合 員が加 入していた。 昭 和

農業基盤は畑作農業が主体で

促成スイカの裏作として簡易パ

40 年代、高度経済成長期に外

サトイモやサツマイモ、それか

イプハウスで栽培できる品種や

食が定着し、野菜は作れば売れ

ら飯米としての陸稲や麦、落花

技術指導を行い地域営農モデル

た。専門農協はいち早く野菜共

生、裏作の秋冬ハクサイなどが

となりました。しかし、この組

販に力を注ぎ、この考えは北総

栽培されていたが換金性が最も

合は後にＪ Ａ 出 荷をしなかっ

地域の農業者に共感を呼び最盛

高いのはスイカだった。当時、

た。理由は当時の参事がこの組

期 2400 人の農業者が周辺ＪＡ

ス イ カは 1 戸 平 均 0.4haが栽 培

合のハウス融資を断ったことか

から専門農協に加入しました。

され労働集約型野菜として面積

ら、ＪＡと組合に溝ができた。
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後に営農指導員がこの溝を埋め

であるという視点を持ち、幅広

るため組合員への営農指導をさ

い相談に対応する心構えが必要

らに強化、いまでは共販活動の

だと思う。営農指導は組合員の

黒澤

仲間として参加するに至ってい

心のなかに入りやすいことから

な。地域の個性が、特に営農な

ます。同じ意味では専門農協に

偏った意識を持たないことが重

んかの場合はあるわけよ。で、

ＪＡ富里の組合員が 20 ％も販

要だと指摘したい。

信用事業と共済事業は地域の個

売のために加入していたが、こ

黒澤 なるほど。それは大事な

性をなくしてもできたとしても

の組合員に対して土づくりや施

ことかもしれないなあ。

営農はそうはいかない。

肥設計、病害防除など営農相談

仲野 つまり人ですよ。

仲野 信用・共済は国内外どこ

を淡々と行いました。内部批判

黒澤 うーん、人だよ。

に行っても同じサービスですか

はまったく出ず、専門農協ので

仲野 もう１つ言いたいことが

ら。

きない営農相談をカバーした。

あります。職員はＪＡに対して

黒澤 全国、同じ仕組みででき

ＪＡの利益に偏らず、組合員の

批判的な組合員のところには行

るんだよ。

悩みを解決することが営農指導

かない傾向がある。自分的には

仲野 そのとおりだと思う。

員の任務と考えていました。理

批判的な組合員は大好き、すべ

黒澤 そうすると、営農事業は

由はＪＡに入所 1 年目、組合員

ての組合員に対して公平な対応

組合員にしてもＪＡの職員にし

から営農指導員は俺たちの賦課

をすることで自分に弱点を作ら

ても、人のつくり方は当然、地

金で賄われていると聞いたと

ない。組合員が何を考えている

域最適でつくらないと、地域最

き、営農指導事業の在り方が自

か、さらに批判的な言動はその

適の産業にならないんだよ。だ

分自身のなかで大きく変化した

人の性格なのか、そうではなく

から、そういう面では営農の、

ことを今でも覚えています。

ＪＡ事業で不満があるのか、相

営農経済の事業は、全国一律の

手の懐に入らなければ分からな

仕組みで地域性まで反映してオ

い。

ペ レ ー シ ョ ンできるかという

これが後にＪＡ富里が経済事
業で反転攻勢に出る下地になっ

〈地域の個性を生かす
営農事業〉
地 域の個 性というのか

たことも事実。今でも営農指導

１つ１つ批判的な組合員とも

と、絶対無理なんだ。具体的に

課は独立部署として内部連携を

胸襟を開いて話し合い、以前に

言うと、うちなんて中山間地域

取り、 総 務 部 門の農 家 組 合

も増してＪＡとの親近感が強く

の典型で人口が少ないから本当

（39 農家組合）との連携に対し

なった組合員は大勢います。こ

は地場でやれりゃよかったんだ

て絆を保つ役割も果たしていま

の積み重ねが５ 年 後、10 年 後

けど、量販店のインショップ向

す。

に家族的な絆となる。私の自慢

け販売事業を入れてきた。会員

―― 今 す ぐ に 敵 に 回 し て し

は親子３代の夫婦が就農し、そ

の拡 大をして生 産 量を増やす

まって、もう付き合いをしない

の家族全員とのコミュニケー

と、たかが 10 万人程度の、特

となればその後もずっと関係が

ションがとれること。親子や孫

に甘楽富岡なんてすぐ飽和状態

つくれないことになりますね。

夫婦でもＪＡに対する意識は異

だよ。

仲野 今でも思いますよ。営農

なる。ＪＡは誰々さんの家は、

仲野 甘楽富岡は黒澤さんの言

指導員を目指す方は技術や経営

と一括して家長的な判断に迎合

うとおり、多様で小規模の組合

指導などのほかに生産組織（育

するきらいがある。その家の人

員が集まり地域最適な事業を構

成）や協力組織（青年部・女性

は皆同じだとする考えがある。

築したと考えるべきです。ＪＡ

部支援）さらに農政対策などに

危険な考えだ！人は家族でも考

富里市は明治開拓から戦後の農

精通しなければならない。組合

え方は違う。人と人の組織であ

地解放を経て、集約された農地

員は営農類型も異なり、その出

るとする農協理念を再認識すべ

と経営規模が出来上がった。経

荷形態も違う。100％系統に取

きです。

営規模が 1.0ha前後の組合員は

り込むのではなく、また、組合

どうしても目先のことにとら

高齢化や地域の混住化とともに

員とはＪＡの出資者であり運営

われて、そのことを忘れる。こ

農業をやめ、その結果 2.0 〜 3.0

者さらに利用者であるといった

のことを認識しなければなりま

haの経 営 規 模の組 合 員が残

理詰めの論理を持ち出すのでは

せん。

り、ＪＡ富里市の生産基盤の基

なく、地域で農業を営む農業者
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両方共有しているからさ。そう
いう面では、あのときに共有し
たやつは違うんだな。おれはよ
く言うんだけど、10 年か 15 年
に１人、意志を、価値を引き継
いでくれるのが出てくりゃよい
と考えるようになった。これは
しょうがないんだよ。組織なん
だから。

〈リーダーシップと教育〉
――事業を変革したり、地域を
引 っ 張 ったりするためのリ ー
ダーシップや変革のイノベー
ション能力はどうすれば獲得で
きるのでしょうか。
黒澤 地域も組織もそうだと思
うんだけども、実はＪＡは全国
だから、ＪＡ甘楽富岡の農業

に、ダムの穴が開いたところへ

に 700、これだけあって、その

とＪＡ富里市の農業は当然、戦

詰め込んでおいて、そのうちに

ＪＡが今現場チェックすると、

略が違うわけです。営農事業は

何とか個別経営体が成長して専

合 併をして創 成 期のＪ Ａなの

地域性や文化、さらに組合員の

業化してくれる。それまでの間

か、あるいは創成期を脱して成

生産基盤などにより大きく異な

なんとか支えてくれればそれで

長期に入ったＪＡなのか、豊か

る。だから農業協同組合ごとの

いいからと思って始めたんだ。

な都市周辺の安定した、安定期

戦略の違いはあって当然だと思

応急処置なんだ。つまりばんそ

のＪＡなのか、あるいはちょっ

うのです。

うこうだね。そしたらばんそう

と販 売 高が落ちてったりして

黒澤 たまたま私のところは、

こうがこのごろ、粘着剤がよく

いって衰退期なのか。ここから

養蚕やコンニャク生産を中心と

なったんでなかなかはげないん

何とか脱しなきゃなんないとも

する地域農業が壊滅していくな

だよ。ややもすると、プロより

がいている再生期のＪＡなのか

かでも、 しっかり経 営 基 盤が

もこの粘着剤で張ったほうが、

はさまざまだと思う。ＪＡには

あった人はそうした産業と心中

かなりの経営感覚を持っている

この創成期からのサイクルがあ

しないでずっといたんだよ。

んだなあ。

るわけだ。生 々 流転のサイク

で、中堅ぐらいから中小の規模

仲野 問題なのは、そういう私

ルがある。このサイクルをしっ

の人が先に地域からこぼれてい

たちがつくり上げてきたものを

かりと組合員と同じ目線で共有

くわけだよ。こぼれていくと地

黒澤さんのところはうまく継承

できて、ＪＡのなかで役職員が

域に残ってくれない。みんな出

している。うちもうまく継承し

共有できるということのルール

稼ぎというか他産業に出て行っ

ているんだけども、やっぱり劣

がないと教育なんかやっても無

ちゃう。それで女性だとか中高

化しつつあるんですよ。

駄だよ。まず、そこら辺がベー

年だとか、ほかの産業からお呼

黒澤 おれがＪＡで営農本部長

スだと思っているんですよ。

びのかからない人たちをまず組

をやることになったときに、一

で、確かに生々流転、これは

織化して、インショップ向けの

緒に連れて行った係長がいたん

産業も企業もそうなんだけど、

多品種少量生産・出荷の事業を

だ。これは、まだＪＡ甘楽富岡

特にリーダーシップをとってい

始めたんですよ。

にいるんだけど、バリバリの技

かなければなんなくなる時期が

仲野 そうだね。

術屋さんですよ。これが今、営

当然くるわけ。だから、安定期

黒澤 当初の狙いは、まず大き

農の本部長をやっている。彼と

の、何しても右肩上がりになる

なダムが決壊して洪水になる前

はあのスタートの大変な思いを

ときのリーダーシップと、衰退
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期の嫌な思いをしながら、１日

張り子にするだけの努力をした

思うんですよ。だから、ＪＡで

も早く再生期にしていこうとい

かどうかだよ。これだけは誰で

人間としてあるべき教育という

うサイクルにスイッチを替える

もできることだよ。意識があれ

ものをきちんと行ったら、良い

リーダーシップもある。だから

ばコツコツ努力をするというこ

原 因がイ ン プ ッ トされたこと

ね、リーダーシップって、この

とだけはできるんだよ。

で、いい結果が出る。それは、
良い素地があるからかな。

節目節目にベストのリーダー

こういうペーパーを１枚１枚

シップのとり方があるのかなと

重ねて、積み上げていく。営農

だから、おれ、ＪＡは素晴ら

思うんだよね。意外に、ずっと

なんか、そんな一足飛びにうま

しいと思うね。 大 小は別だけ

営農やったり、信用事業やった

くいくなんていうことは、 間

ど、ほぼ全産業をカバーできる

り、共済事業やったり、おれ、

違ってもないよ。だから、良い

ぐらいの、 さまざまな局 面を

さまざまやってきたなかで逆境

原因というのかな。良い原因を

持った事業をやっているわけだ

に陥るわけだよ。 孤 立 無 援に

どれだけ、 組 合 員との間でつ

よ。だから、そこで、どこかに

なったりさ。こんなことは体験

くったかが、いい結果が出る原

フィットするものがない人は、

しなくてもいいような体験まで

点なんだと思うんだよね。だか

どこの産業へ行っても、通用す

してくるわけよ。おれが現地、

ら、おれは良い原因づくりとい

るわけないんだよ。で、そうい

現場って言うのも、やっぱり逆

うのがね。これはやっぱり、教

う面では、ＪＡ的に言う座学の

境を乗り切った体験が後々、生

育なんていうのはもうまさに、

トレーニングっていうのかな、

きてくる。 組 織 運 動しようが

リーダーシップ本位で、良い原

これも確かに理論がないやつは

マーケティングやろうが、あ

因づくりなんだよ。

ダメだけど、ＪＡだからやっぱ

あ、あのときのことを乗り切れ

ＪＡに勤め始めたころのしつ

り現地、現場っていうか、職場

たんだから、と。そういう面で

けで、覚えているのは、起案文

外といわれる、そういうなかで

は逆境のリーダーシップという

書を黒いところが見えないほど

触発されながらやる人間的成長

のがかなりあったかな。だから

真っ赤に直されたことだな。当

を目指すというモチベーション

そういう面では、平面的な教育

時はものすごいショックを受け

が生まれてきて当然なんだと思

プログラムだとか、そういうこ

たんだけど、今では原稿を書く

うんですね。ほかの産業は、個

とにあまり思い入れがない。だ

ことにそれほど困難を感じるこ

人がそんなに成長しなくても組

から成功した皆さんのさまざま

とがないのは、やっぱりそうい

織でカバーしてくれるけど、Ｊ

な経緯をひもといて、モニタリ

うしつけを受けたからなんだと

Ａは人が育たない限りは組織は

ン グしてみると、 逆 境を乗り
切ってきたということが、成功
者のなかにというか、リーダー
シップをとって運動体をやって
いる連中のなかにかなりあるよ
ね。
あとは運。運もあるんだよ、
当然。きちんとした家庭の厳し
いしつけをされてきたことも大
切。これもどうも、必要要件か
な。だから端的には、いい家風
に育ったか育ってないか。この
辺もかなり影響が出てくると思
うよ。
本当にどの分野にも共通のこ
とは、紙１枚ずつ積み上げる、
１枚だから薄いけれども、これ
をどんどん積み上げていって、
JA 総研レポート／ 2010 ／夏／第１4 号

《対談＋提言》ＪＡが地域の力となるために 21

成長しませんよ。だから、そう

り、陰口をたたかれたりした。

いう面では、これ、仁義があり

いう面では、一般的な産業界の

ＪＡの組織文化と言えば仕方な

ますよ。 企 業 秘 密 見てるとこ

教育トレーニングやそういうも

いと思うが、私からすれば「批

ろ、端的に言うと、パッケージ

のと、ＪＡの教育というかな、

判するだけなら誰でもできる」

イチゴ作ろうと思ったときなん

これはやっぱり価値観が、メン

と、心のなかで叫んだこともあ

かは、全部民間なんですよ。Ｊ

バーシップだから。組合員の皆

る。

Ａに先発事例があったわけじゃ

さんも、やつがこれだけやって

そんな先輩の姿を見て、日中

ないんだから。やっぱり、１日

きてくれたんだから、成長した

は巡回指導して青年たちに声を

も早く再生期を、地域としての

んだからという喜びが共有でき

かけ、夜間は集落で営農基本技

再生期を短縮して早く創成期に

ないとダメなんだ。この人が成

術講習を実施し、そのなかで農

持っていけるか、全部そのため

長したことによって組織も成長

業の将来や各産地の取り組みな

の努力なんです。

しないと。組織は相変わらずダ

ど話した。酒を飲みひざ詰めで

だから、おれ、意外に日本一

メだけど、個人だけスーパース

とことん議論する。そんな関係

というのにこだわった。何とし

ターが１人出たって、こんなこ

から青年たちとの間に信頼が生

ても再生期やりながら、日本一

とは何の役にも立たないという

まれ、後にＪＡ青年部の若返り

やろうって。コンニャク日本一

感じが、ちょっとしてたんです

を図るときに 35 歳 以 下の青 年

だよね。原木シイタケも日本一

よ。

480 人が参加してくれた。青年

なんですよ。下仁田のネギも日

仲野 農村部では地域性が強く

部 員を市 場や先 進 産 地に案 内

本一ですよ。今はちょっと落ち

集 落（40 集 落 ） によっても古

し、三ケ日町農協の農業生産振

ましたけど、 タ ラの芽も日 本

村（管内北部）と開拓（南部）

興計画などを学んだ。現在、そ

一。だから、割合にそういう面

では組合員の性格や習わしが違

の青 年 部 員たちも 55 歳とな

では、敗れたところは、敗者復

う。その地域で生まれ育った人

り、生産部会のリーダーや農業

活 戦は絶 対 負けないぞ、 とい

間であれば、 そのク セ（地 域

指導士となっている。今だから

う。そういう面では、甘楽富岡

性）は理解できるが、私のよう

言えるが、共販路線から直販や

の人づくりでも、仕組みづくり

な外来者は知らない。組合員の

契約取引などの方向転換は、彼

でも、敗者復活戦ですから。本

顔や地域文化を知るには時間が

らとのコミュニケーションを続

業が頓 挫した後の敗 者 復 活 戦

かかる。誰が親玉（リーダー）

けてきたから可能となったと思

に、どういうふうに勝ち残って

なのか、知るよしもない。だか

う。

いくか。やっぱり独創性、オリ

ら組合員に可愛がられる半面、

リーダー育成はＪＡも組合員

ジナリティーがないと短期間で

怒られたり、怒鳴られたり、土

も同じだと思う。理屈ではなく

地域の転換なんかちょっとでき

下座させられたりといった数え

現場が大切、そのなかから新た

ないものね。

きれない経験を積んだ。

な視点やそれまでやってきたこ

仲野 営農指導員が組合員に受

そこから地域文化に根ざした

とへの疑問が生まれ、また、多

け入れられるためには、組合員

組合員の信頼を得ることができ

くを学ぶことにより新しい可能

と同じ技術水準が必要です。現

たと考えます。そのおかげで組

性を抱く、だから青年たちには

在は違いますが、 過 去 20 年 間

合員の懐に入った営農指導がで

座学より現場を見せることが大

は営農改善費に試験圃場費用

きたと思う。

切だと思う。座学は学ぶより議

200 万 円を予 算 化、 ハ ウ ス 10

1969 年ごろ、 総 勢 38 人のＪ

論する場として考える。議論の

a、 露 地 畑 20aを借り上げス イ

Ａには営農企画や総合企画など

なかからリーダーが生まれてく

カ育苗から栽培管理・収穫・選

の部署はなく、指導は２人（開

ると思います。

別・箱詰めまで営農指導員に実

拓農協出身の部長と私）
、部長

黒澤 私もね、つくづく思いま

体験させました。事前説明は座

は理事会に草案（企画）を次々

すよ。おれんとこなんて、もう

学でしますが、実地は私も参加

に諮り、生産組織育成や契約取

ほとんどね、視察は民間に行っ

して区分けで栽培管理をさせ、

引の実 現に向け強いリ ー ダ ー

ているんですよ。 Ｊ Ａを見に

収穫まで行います。それぞれ管

シップを発揮した。同僚の課長

行っているわけじゃないんだ。

理技術に違いが出ます。黙認し

たちから失敗企画を揶揄された

食品産業へ行くわけだよ。そう

て後になぜ出来高（スイカの収
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量と品質）が違うかを指摘しま

ついて、お２人は、どんなふう

黒澤

す。

に見ていらっしゃるのかという

性、全国さまざまな形態の協同

ことをお話しいただきたいと思

活動の展開の方法があるんだと

ものはない。失敗から学ぶこと

います。

思うんですね。 そういう面で

が営農指導員の能力に求められ

仲 野 2000 年 代に入 って農 業

は、これからＪＡが合併を重ね

ます。つまり原因の探求が営農

を取り巻く環境やＪＡ組織のあ

たり、県１本ＪＡだとか、これ

指導には必要なのです。そうで

り方などが大きく問われている

からもまだまだ出てくるのかな

ないと現場で論理的説明ができ

ような気がします。国民は農業

と思うんだけど、現実的には地

ず、逆に組合員の方が長年の経

協同組合に対して農産物を生産

域最適のＪＡのあり方、ＪＡの

験から学んでいることが多く、

供給する農業者の組織だと見て

つくり方、これは私、できると

組合員の相談などのニーズを満

います。

思っていますよ。これは、ほか

技術は始めから成功のための

Ｊ Ａの、 これは地 域 特

たせないこととなります。であ

しかし、そのＪＡも農業を営

の地域に広く普及、定着する手

れば、技術は必要ないと考える

む組合員の集まりから土地持ち

法じゃないだろうけど、地域自

かもしれませんが、そうではな

非農家や兼業農家の集まりが過

立という面から見れば、かなり

く農業技術は入門編から応用編

半を占めてくるようになり、そ

その辺のものはあるのかなと

までの積み上げが必要だと考え

の組織形態は国民の思っている

思っているんですよ。

るから、基本は失敗から学ぶこ

ものと違ってきています。組合

ただし、どんなにいい手法を

とだと教えます。

員の高齢化や耕作放棄地が増大

今試みても、甘楽富岡だって、

技術はマーケティングに通ず

するなかでＪＡの役割は決定打

実は高 齢 化だけは避けられな

るか、間接的には「知識資源」

に欠けた組織として映っている

い。これは１年たつと、どうし

としてあるが、売買行為にはな

ように思うのは自分だけだろう

ても１歳年をとってしまう。そ

らない。だがこの知識資源は直

かと思うことがある。農地を担

ういう面では意識をして、新し

販取引条件における営農知識

い手に斡旋するだけではダメ、

いというか、まったく県外やほ

（農法、品種適性、生産性、組

ＪＡが資本参加して農業参入機

かの産業からさまざまな人たち

織育成など）も含め現在のマー

会を促進する知恵も必要だと思

をＪＡのなかに入れてきてます

ケットニーズに生かせる知識で

います。

よね。そういう意味では、ここ

ある。そしてまた営農指導員の

専業率の高いＪＡ富里市でも

10 年や 20 年は中 高 年や女 性な

知識の偏りを避けるため、営業

10 年 先に農 業 後 継 者がいない

どの皆さんに、多様な形でＪＡ

開発や生産購買などの部署への

組合員は大勢います。彼らは農

の事業に参加していただきなが

異動を行い。常に農業経営から

地を手放さず、継承する人たち

ら、10 年 20 年かけて、本当に、

マーティングも含め、知識の重

や企 業などの利 用を求めてい

本来的な背骨になる生産組合員

層化を図りながら人材育成をし

る。それもＪＡが中に入って対

をつくっていこうとしていま

ていかなければならないと思い

応してくれることを望んでいま

す。 そういう意 識を持 ってか

ます。

す。地域外から青年が参入でき

ら、新規就農でうちに来てる皆

るような仕組みをつくらなけれ

さんが、まだ１人もこけてませ

ば営農を生業とする組合員は減

んから。そういう面では、新規

少してしまう。 そんなふうに

参入の皆さんのしっかりとした

思っています。

受け入れができるＪＡでありた

〈ＪＡのこれからを
どう見る〉
――このまま行くと米の価格も
下がりますし、人口も減ってき

ＪＡ合併が全国的に進んでい

て物が売れなくなっていく。農

るが、合併はＪＡ事業規模の効

これは地域の仕組みかな。甘

業は大切だというお題目は唱え

率性を求める意味で支所や人員

楽富岡に最適な仕組みを、ＪＡ

られますけども、現実にこのま

の削減につながり最終的には組

としてどういうふうにつくって

までは、地域もＪＡもどっちも

合員から遠ざかる組織となる。

いくか。この辺なんだと思うん

立ち行かなくなるのではない

そうしないためにＪＡは知恵

だよね。これはね、養蚕、コン

か？という問題意識を持ってい

を絞り、発想の転換をしなけれ

ニャクのことを再三言うけど、

るんですけど、そういうことに

ばならないと思います。

あれがこけたときからずーっと
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思ってました。

を比 較すれば意 識 改 革が起き

課題でもあったわけです。ＪＡ

仲野 地域最適のＪＡのあり方

る。さらに学ぼうとすればもう

職員はある意味強い信念がなけ

は黒澤さんが言うとおりだと思

1 回研修に行こうとする気持ち

れば都市近郊産地などはまとめ

います。

が湧く。常勤役員がコスト意識

られないと思います。

を持たなければ事 業 管 理 費が

商人の誘いをうける組合員は

90 ％を超え、 経 営が不 安 定に

多い。ＪＡに引きとめれば引き

なる。しかし、職員にはそのよ

とめるほど組合員はＪＡの言う

うな経営概念がない。いくらコ

ことを聞かない。だからどうぞ

――ＪＡ甘楽富岡に視察に行っ

ストがかかっても給料をもらえ

商人のところに行ってらっしゃ

たり、ＪＡ富里市に視察に行っ

ればよいという考えが横 行す

いと突き放す。そんな組合員の

たりした人たちは、みんな自分

る。農産物の荷受け作業システ

多くが再びＪＡに出荷してくる。

のところじゃできないと思って

ムをどのように効率化し、なお

やはり産地やそのシステムを組

帰るのではないかと想像してい

かつ組合員の利便性を確保する

み立てるのは容易なことではな

ます。ＪＡ富里市はたまたま首

か、多くの学ぶべき部分があっ

いのです。

都圏に近いところにあったから

たように思います。

〈ＪＡ甘楽富岡や
ＪＡ富里市の取り組みは
特殊ケースなのか〉

組合員の営農環境や流通事情

できたんだと。ＪＡ甘楽富岡に

それから農産物の売り込みを

は常に変化している。同じこと

ついては、黒澤さんがいて壊滅

するにはどうしたらよいか、他

の繰り返しは事業やシステムの

的な状況のなかからはい上がっ

のＪＡの職員が来て産地研修を

劣化に結びつく、常に学ぶこと

てきたが、小さい規模の農家の

します。すると例えばＪＡ富里

が必要だと思う。産地研修では

方が多くて、非常に団結しやす

市は大都市近郊だから需要環境

何を学ぶのか、学ぶための心構

かったからできたんだ。 だか

などの条件面が自分たちと違う

えというか、視点が必要だと思

ら、自分たちのところはできな

と言うＪＡの職員がいます。何

う。自分たちと違うから学ぶと

い、と。何か特殊な事例であっ

を学ぶか、学ぶ職員の意識の持

ころはないなどという職員がい

て、それは一般的には通用しな

ち方が重要だと思います。

るが、それは学ぶための心構え

いとか、まねができないという

売り込む技術や手法など大都

がないからだと思う。そんな職

ふうに思うとすれば、本来見る

市圏での組合員のＪＡ集約度は

員は、来なくてよいから帰れと

べきところが違っていると思う

地方などに比べまとまりがない

言いたい。

んですね。

ことなどから生じる苦労は言う

黒澤 おれは、そんなことを言

黒澤 甘楽富岡のインショップ

までもありません。例えばスイ

うとこは受け入れないよ。人が

向けの集出荷場では朝、ＪＡ職

カの共撰を何年もかけて一本化

いないとこ、これは別だよ。基

員が１人でやっていることに気

してきましたが、組合員はそれ

本的な、売る物があって、人間

付いてほしい。３人のところが

までの出荷形態がよいと思って

がいて、ある程度の仕組みがあ

１人でやると人件費３分の１だ

いるからなぜ一本化が必要かな

れば、これはもうできないなん

よね。そういう目線で、ＪＡの

どと語 っても聞く耳を持たな

てことはないよ。そりゃ、アレ

営農の仕組みを今まで眺めてい

い。ＪＡも強く言えば逃げられ

ンジしなきゃなんないけどね。

る人が少なかったから、 要は

るから言わない。だがこのこと

ＪＡぐらいだよ、本当に何十年

リーダーの、しかもトップリー

を言うことで組合員は話しを聞

も、嫌な思いをして、努力をし

ダーに近い人たちの目線の問題

くようになったということがあ

てつくってきた仕組みを、はい

だよ。

りました。

どうぞってみんな開示するんだ。

仲野

ＪＡ甘楽富岡で昨年サ

首 都 圏（40 ㎞ 程 度 ）に近い

マースクールを行った。そこ

ことで組合員は自分たちで市場

で、野菜などの集荷対応を職員

などに農産物を販売できる。さ

が 1 人で行っていたことを学ん

らにその影響で産地商人に農産

だが、それに止まらず自分のＪ

物が販売されたりもする。ＪＡ

Ａで同じことを行った場合のコ

はこのような組合員をどのよう

――最後に、一言ずつ、
「ＪＡ

ストとＪＡ甘楽富岡でのコスト

に協同組織としてまとめるかが

が地域の力となるために」とい
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仲野 ほかは教えないもんね。
黒澤 ほかは教えないよ。

〈提言――ＪＡが地域の
力となるために〉
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うテーマでご提言をお願いいた

するときに歓迎会を催し、同じ

旨を伝え、相手から当時の厚生

します。

道を受け継ぐわけですよ。

省の筑波薬用植物栽培試験場の

黒澤 そりゃね、メンバーなん

振り返れば、農業後継者を育

所長が紹介され、筑波学園都市

だから、メンバーって組合員で

てるには膨大な時間や努力が必

まで訪ねた。そして生薬業界の

すよね。まず、この組合員の本

要だと思う。その流れは地域で

慣例や可能性のある薬草栽培に

当の、多少文句なんか言っても

脈々と受け継がれています

ついて的確な指導を受けること

いいんだ、信頼関係だけできて

それから「ふるさと産品育成

ができた。このようなケースは

いれば。まず、そこができてい

協議会」をつくり、商工会や行

数えきれない。
「人は情報の塊」

ないＪＡは地域の力になんかな

政さらに 6 次産業化を手がける

でありその人の人脈をたどると

らないよね。もう１つは、商工

組合員などを交えて地域農産物

意外な業界に結びつく。ＪＡ役

会議所だとか、地方へ行くとさ

を使った産品づくりに取り組ん

員は農業とＪＡの枠のなかで現

まざまあるんだけど、やっぱり

でいます。地域では昔から商工

状を思考するが、むしろ外に出

事業化というか、オペレーショ

会とは仲が良くなかった歴史が

るべきです。外に出て数多くの

ンをやる上での事業化の仕組み

ありますが、それが縮小化した

人脈をつくるべきで、そうすれ

が存在しているのは、恐らくＪ

経済ではないが地元商工店舗は

ば必然的に自らの地域や組合員

Ａだけしかないですよ。そうい

激減している。産業ごとのカテ

に提案できるさまざまなヒント

う面では、これから地方発でさ

ゴリーを超えて知恵を絞り地域

が生まれる。ただし、１つだけ

まざまな産業をやっていく上で

活性化を図ろうとＪＡ組合長と

努力しなければならないことが

は、ＪＡは地域の共有の財産だ

商工会長が「産品づくり」で手

あります。普段から新聞や多様

と、私はそう思っている。そう

を結んでいます。

な本を読むということです。理

いう面では、そのくらいの意識

それから最後に、黒澤さんと

由は、話題や情報がない人のと

を持って事業をやっているし。

私に共通するのは多くの人脈を

ころには人は集まらないからで

これはオペレーションをしてい

持っていることだと思う。それ

す。経験的な言い方かもしれな

る人をつくる努力というか、Ｊ

も多様な産業や商社などにライ

いがＪＡでハンコ押しをするの

Ａだけじゃダメなんですよ。だ

ンを持っている。例えば千葉銀

もよいが、もっと外に出てあら

から、地域も、ＪＡも、ＪＡの

行はＪＡの競争相手だが、日本

ゆる業態との接点をつくること

メンバーの皆さんも、本当にい

経済新聞の記者などの関係で相

も役員の仕事だと思います。

いＪＡの職員をどういうふうに

談役などと交流がある。また、

そうしないとどんなに組織合

つくっていくか、これは共同作

その席にＪ Ｒ 東 日 本の役 員や

併を繰り返しても、 身 内 会 議

業ということだね。これをして

サッポロ、キリンなどのビール

（経済事業改革の議論）をして

いただきたいなと。地域の人も

会社、ビュッフェレストラン

も当の本人に人間的な意識改革

ＪＡに触らなきゃダメですよ。

オーナーなどが集い、情報交換

が起こらなければ永遠にゴール

Ｊ Ａは象みたいにでっかいか

する。また、三菱商事やニチレ

に到達できないと思います。

ら、ここ触っても、ここ触って

イなどとの定期的な交流は産業

以上述べたとおり、①人づく

も、どこ触ってんだか分からな

界の情報が入手しやすく産地と

り、②商工会や行政などとの連

い。割に、息をしてないような

して持ち駒（取引）を宣伝でき

携事業、③ＪＡ役員による外の

ＪＡがあるから。そういう面で

る。

業態との接点づくり、これら３

人は情報の塊だと常々思って

つのことをしっかりと行えれ

仲野 私は、やっぱりＪＡとい

いたが、農業と全く関係のない

ば、ＪＡは地域のなかで大きな

うのは人の集まる組織ですから

人たちとの名刺交換や交流は思

力を持てると思います。

いがけない時に活用できる。

――長時間、本当にありがとう

さっき言ったように青年を育て

例えば、企業契約を希望する組

ございました。

てきて、その青年が今では部会

合員のため生薬会社を探したこ

の役員になって、さらに農業士

とがある。 このときド ク タ ー

は、その辺がポイントなのかな。

「人づくり」 だと思います。

や農業指導士になって、今度は

（博士号）をもった人の名前を

その人たちが農業後継者に就農

検索し、その人に電話をして主
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2010 年３月 20 日（土）
ＪＡ総合研究所会議室にて
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吉田 成雄

ＪＡの事業は、単位ＪＡとその連合会などによるＪＡグループ事業として広範で
多岐にわたる。そうしたＪＡの事業として、保健・医療・高齢者福祉事業が行われ
ていること、とりわけ病院・診療所などの医療施設を設置・運営していることは、
国民一般にはあまり知られていない。
ＪＡグループのなかで厚生農業協同組合連合会（ＪＡ厚生連）がこの事業を担っ
ており、現在、ＪＡ厚生連は全国に 117 病院・64 診療所（2009 年３月 31 日現在）
もの施設を有している。この厚生連病院のうち 46％が人口５万人未満の市町村に立
地している。また、市町村内に唯一の病院となっているものが 25 施設に上る。
このことはＪＡ厚生連が農山村地域の保健・医療・高齢者福祉事業を積極的に推
進し、地域に不可欠な存在として貢献している証左でもある。
ところで、ＪＡの厚生事業と呼ばれる保健・医療・高齢者福祉事業の歴史は古い。
1900（明治 33）年に制定された産業組合法のもと、1919（大正８）年 11 月に、
窮乏する農村地域の無医地区の解消と低廉な医療供給を目的として、島根県鹿足郡
青原村の信用購買販売生産組合が医療事業を兼営したのが始まりである。その後、
この運動は全国的に広がっていった。1948（昭和 23）年には農業協同組合法に基
づき設立されたＪＡ厚生連がこの事業を継承した。また、1951 年には「全国厚生農
業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会」が、医療法第 31 条に規定
する公的医療機関の開設者として厚生大臣（当時）から指定を受けている。
こうしたＪＡグループの保健・医療・高齢者福祉事業がどのような理念・考えに
基づいて取り組まれているのかを探り、これからの農村医療とＪＡとのかかわりを
考えてみることにした。今回は、長野県にあるＪＡ長野厚生連（長野県厚生農業協
同組合連合会）が開設する病院の１つである長野県佐久市臼田にある佐久総合病院
の医師で、「農協職員」という肩書きを持つ色平哲郎氏へのインタビューを行った。
（編集部）

「家庭医」的に農民のニーズに応じて成長してきた佐久総合病院
吉田 ＪＡ長野厚生連の厚生連病院のなかでも佐久総合病院の取り組みは全国的に
有名ですが、ＪＡグループの保健・医療・高齢者福祉事業については、残念ながら
国民一般には知られていないのが事実だと思います。
色平 長野県だけではなく、各地で厚生連病院は頑張っています。
吉田 厚生連病院は全国に 117 病院・64 診療所もあります。そして農村地域の医療
を支えていると言ってよいかと思います。
ところで医療をめぐる問題はいろいろ根が深いと感じております。この兪炳 匡 著
『「改革」のための医療経済学』（メディカ出版、2006 年８月）という本を読みました
が、医療経済学という分野で一生懸命やろうとしても、日本の場合、データがそも
そもありませんから、 きちんとした政 策を組み立てることができない。 もう１つ
は、ヨーロッパやアメリカだと大改革は滅多にやらない。そんなことをやったら全
体のバランスが崩れて大失敗してしまう。それをまた直すための大改革をしなけれ
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ばならず、何度も繰り返さなければならない。そういうバカなことはしないで、事
前にじっくりと、どんな問題が起こるか考えた上で改革をする。どうも日本はそう
ではないぞという痛烈な警告が出ています。
色平 その本の著者、兪炳匡は、学生だったころ、私のところに来たことがありま
す。大阪出身で、日本で育って北大を出た医者です。学生のころ私のところに来
て、今後どうしたものかという相談を 10 数年前に受けました。その後、アメリカで
経済学の博士号を取った最初の医者になりました。日本の医師免許とアメリカ合衆
国の経済学の博士号を同時に持っているのは彼だけです。
現在、彼は、アメリカのニューヨーク州のロチェスター大学准教授で医療経済学
を研究しています。彼のような方が、日本にきちんと居続けられないというのが、
今の日本のあり方の１つの問題ではないかと大変残念に思っています。
２年ほど前に東京で再会して「本が出てよかったね」と言ったら、彼は私のとこ
ろに来ていろいろ喋ったときのことを覚えていて、
「単なる臨床医ではなくて、いろ
いろやってみたらいいのではないか」と私にハッパを掛けられたそうでした。
吉田 最近日本では、医療制度改革についていろいろな提案が出てきています。東
京医科歯科大学教授の川渕孝一先生の話（日本経済新聞、2010 年４月７日、経済教
室）は読んでいてもまともな感じがしたのですが、もう１つの財団法人癌研究会顧
問の土屋了介先生の方は、メディカルツーリズムをずいぶん持ち上げています（日
本経済新聞、2010 年４月８日、経済教室）
。こういうのがいろいろ話題になってい
て、今焦点なんでしょうね。
また、与謝野馨衆議院議員は、『日経ビジネス』（2010 年４月５日号）に介護、医
療分野で経済再生を図ることについて書いています。これは土屋先生が言っている
ことと同じです。
家庭医を育てて、病院は高度医療をということが書かれていますが、そもそも家
庭医というのは、ただ単に近くにいる町医者ではないですよね。
色平 はい、そうですね。
吉田 今、まず家庭医に診てもらいなさいと言われても、これは当研究所の小川理
恵主任研究員が『ＪＡ総研レポート』（vol.13、2010 年春号）の「編集後記」に書い
ていることとも関係するのですが、
「医療難民」となって「適切な治療に出会うまで
の遠い道のり！」となってしまうのではないかという疑念を持ってしまいます。こ
の国に「医療コーディネーター」として「地域の医療機関と患者の橋渡し役とな
り、適切な治療場所や方法を一緒に考えてくれる人」がいないのが現実ではないで
しょうか。近くの開業医や病院もやはり家庭医というわけではない。どこの病院で
もそうですけれど、そこに行っても全体にアドバイスをしてくれる方はいないです
ね。
色平 一部だけを診ることになります。
吉 田 そうだとすると結 局、 近くの医 師に診てもらっても、 そこでは検 査 漏れと
か、いろいろなアドバイスをもらえない。それならばどうせ行くんだから、多少高
くても総合病院に行って、全体的な検査をしてもらおうとなってしまいますね。
そうすると、また拠点病院がものすごく混んでしまって、ちゃんとした医療がで
きないという問題が残ります。こうしたことを解決するためには、本当の家庭医、
地域で患者の全体を見守るような、色平先生のような活動をされる方がいて、信頼
関係ができているというのが前提だと思います。急に家庭医ですと言われても、お
いそれとは行きづらいということがあるような気がしています。
色平 医療は難しいのです。難しいんですけれど皆さんにお考えいただかないとい
けないことです。それを今まで専門家に任せてきたことのツケが回っているのでは
ないかと思います。
この４月からプライマリーケア連合学会ができました。３つの家庭医療的な学会
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が統合されたところです。プライマリーケア連合学会、ここで今、吉田さんがおっ
しゃったニーズに応じたような医者たちをつくっていこうという機運がやっとでて
きたところです。同じような機運が、今から 20 数年前に家庭医構想としてあったの
ですが実現しませんでした。
それは、開業医の方々は今まで整形外科や専門医をやっていて、たまたま開業し
て全体を診るという、つまり付け焼き刃で全体を診ることになってしまうので、自
分が分からなかったら分からないというだけになってしまいます。 医 師が浅くで
あっても広く診る訓練を受けていない現状を、当時国民が知りませんでした。しか
し、自分たちこそがかかりつけ医であるということを国民に対してアピールし続け
ていましたので、本当の家庭医なるものが日本にたち現れると、自分たちの力量の
無さが露呈するのではないかということで、ギルド的なものの悪い面が働いて、20
数年前に当時の厚生省が取り組んだ家庭医構想が１度はついえたということです。
これはこのような家庭医的なコンセプトとは違いますけれど、佐久総合病院では
当たり前にやってきたことだったと申し上げることができると思います。佐久総合
病院は 60 数年の歴史があります。この岩波ジュニア新書『医療のこと、もっと知っ
てほしい』
（山岡淳一郎著、岩波書店、2009 年 10 月）にも佐久総合病院のことが詳
しく紹介されていますが、何もないところで、農民のニーズに応じて働くなかで支
持を広げていった病院です。自分がやりたい医療をやるというよりは、相手のニー
ズに応じて必要なことに取り組むということをやらざるを得ませんでした。無医地
帯での取り組みは、今様に言う家庭医的にならざるを得なかったのです。
今村奈良臣先生が昭和 30 年代にお運びいただいたころ、小さかった佐久総合病院
だと思いますけれども、 患 者、 農 民たちがやって来る、 その押し寄せて来る人の
ニーズにそこで応えられないと、長野へ送るとか、東京へ送るとか、
「医者泥棒」と
言われるような出費を農民に強いることになります。このＪＡの病院のオーナーで
ある農民たちに、できるだけのことをやってあげたいという一念で病院も大きくな
りましたし、後に家庭医と呼ばれるような、若月俊一先生は「第一線性」と言って
いましたが、プライマリーがありました。
家庭医なるものがやっと 20 数年経って社会に出ることができるかどうかという目
で、40 年前に若月先生が書かれた岩波新書の『村で病気とたたかう』（岩波書店、
1971 年）を読むと、言葉こそ違いますが、同じことを当時すでに提唱しています。
古典的な名著です。その長い取り組みの最後のところにわれわれは位置しているの
だということがよく分かります。
若 月 先 生の『村で病 気とたたかう』 は、 英 訳 本も出ています。 Together with
farmers 農民と共にという題で訳されていますが、現在途上国で役に立つと言われ
ています。
2012 年ぐらいの段階で、半世紀前の佐久総合病院の取り組みが意味あるものであ
ると言えると思います。先んじていたが故に当時きちんと理解されていなかったと
いうことが、浮き彫りになるのではないかと考えます。

メディコ・ポリス構想の実現に向けて
吉田 先生がご存じの昭和 30 年代の佐久総合病院と、当時の農村の状況について教
えていただきたいと思います。
色平 われわれは若月の弟子や孫弟子として「若月は偉い、偉い」と言っても仕方
がないわけです。現在の日本の農業やＦＴＡ（自由貿易協定）の問題が出現するな
かで、農民の暮らしを守るということを、医療や福祉でどうやるべきなのか、しか
も私たちでなくＪＡの組合員の皆さんから、オーナーである農民自身に発言いただ
きたい。このようなことを若月は昔からやり続けていたのだと思います。
吉田 人が住んでいくためには医療は不可欠で、あまりにも貧弱だと、怖くてそこ
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に住み続けられないですよね。そういうところに医師が音頭をとって福祉の分野と
かさらに広げていって、そこに新しい雇用が生まれてくるとすると、これは医師に
よる地域おこし、産業おこしになるんですか。
色平 はい。これはメディコ・ポリス構想と呼んでいます。医療によるまちづくり
と言ってもいいかもしれません。われわれのなかでは医療だけが中心ではないだろ
うということがありますが、医療を中心とした教育、福祉、さまざまな産業が若い
人の雇用に対して働くことです。
例えば佐久総合病院のブランチの１つに通称で小海駅診療所と呼ばれるものがあ
ります。50 年前は小さいものでしたがどんどん大きくなり、10 年ほど前に 100 ベッ
ドの病院がここから外に出る形で、小海分院というものができています。さらに福
祉施設、特別養護老人ホームとか、まわりにいくつもできてトータルの雇用は 200
人を超えると言われています。私の知っている 20 年前は小さかった診療所だけで数
人から 10 人ぐらいの雇用が、まちづくりのモデルになるような勢いで、若い人、特
に女性の仕事があることで子どもが地域に居続けることができます。
朝日新聞が一昨年と昨年の２回にわたってこのあたりのことを書いています。後
で差し上げようと思います。医療が前面に出てはいけないですけれど、メディカル
が核になることによって、メディコ・ポリスというまちづくりにつなげていこうと
いう若月俊一先生の構想を、小さなメディコ・ポリスということで、南の方で一足
先に実現しているというモデルケースになると思います。
現在、ＪＡ長野厚生連の理事長は盛岡正博というドクターで、長野県の厚生連 10
病院を束ねています。数百億円規模の事業のなかで佐久総合病院は 200 億円規模の
収益を毎年上げています。そういう大きなうねりのなかで、佐久総合病院自体の建
て直し、新しい病院をつくったり、切り分けていくときに、それをメディコ・ポリ
ス構想にしたいという希望があります。今回の「農村医療」という題、若月先生が
つくったのは正確には「農村医学」ですが、農村の医療、福祉の課題とＪＡ、地方
公共団体が一緒になって佐久市として次の時代をどうつくっていくのかという観点
でやっていきます。
去年４月、佐久市は 39 歳の市長が誕生しました。彼の公約の第１番は、「世界最
高健康都市」ということです。これは、彼なりにメディコ・ポリスを引き写して公
約にされたんだと思います。
吉田 時代の風がそちらの方に吹いているということですね。それを何十年も先取
りしたのが佐久の取り組みだったということですね。
色平 若月先生は病院を中心にしてやらざるを得なかったので、先に走ったと思い
ます。地域のニーズが感染症の時代から外科的な疾患の時代、成人病と言われる病
気や高齢化に伴う時代にだんだんニーズが変わってきています。『村で病気とたたか
う』は若月先生ご自身が佐久病院について書いた 40 年ほど前のものです。
『医療の
こと、もっと知ってほしい』は去年外部の人が佐久総合病院について書いてくれた
本です。この２つの上に、あと 10 年間かけて佐久総合病院の伊澤敏院長を中心にわ
れわれ若 手でできることを頑 張 ってやろうというところです。 日 本の農 民たちの
ニーズに応じた地域づくりに、病院はどういう協力ができるかというモデルになる
のではないかと思います。
吉田 単に医療の水準を高度にしようとか、患者の待ち時間を減らして医療の質を
高めようとか、そんなことだけではなくて、もっと大きな構想のなかで動いておら
れるわけですね。
色平 私どもの先駆者である若月がそういう構想を持たれた方でしたので、そのな
かで動いているにすぎません。若月の巨大な構想から時を経て、今にしてプライマ
リーケア連合学会ができるということは、時代が２まわりもして、日本医師会の反
対でついえたものがやっと実ってきたということです。単なる病院をつくるとか、
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接遇の問題を超えて、われわれの理念はどうなのか、アジアで通用するような発信
を今韓国の農民運動やＮＨ（韓国農協）などと一緒にできるのではないかと兪さん
とはお話ししています。

組合員の思いを医師・病院に伝えるＪＡに
吉田 なるほど、最初から世界を相手にやっておられて、それが雑にならずに地域
の医療もきちんと密度の高いものにしていこうというわけですね。
ところで、今までの質問になかったことですが、ＪＡを考えたとき色平先生は、
「自分は農協職員です」と名乗っておられます。長野はすごく進んでいるところで、
医療と福祉とＪＡは一緒にいい仕事、大きい仕事をやっていく面があるかもしれま
せんが、逆に限界もあると思います。医療の側は、意外とＪＡを理解していないと
か、ＪＡにとっては医療とか病院はお金も掛かるし大変だなとかいうことがある。
本当は若月先生が考えたように農民の必要から組み立てて病院をつくっていくと
いうボトムアップの発想で、協同組合としては素直に受け入れられるはずなのに、
なんで今日こんなに思いが開いてしまっているんでしょうか。
色平 日本全体がガラパゴス化しているという指摘があります。ガラパゴスのよう
に特異な国内市場の広さに甘んじてか、特異な進化を遂げるようなことがあるとい
うんです。日本文化そのものにそういう傾向があると思います。イランから届いた
シルクロード以来の物が残っているいいところもあります。
今 村 先 生がご指 摘になる競 争の「競 」 と「協 」、 こういう感 覚についても同じ
「きょう」という字を書いていますけれど、日本のなかではさまざまな文化が交じり
合って、シンクレティズム、混淆、極端に弁証法的にぶつけあって、片方を排除す
るというやり方を取らずにやってきたからこそ、今の日本文化、漢字かな混じり文
なんかになっているんだと思います。
「競」
「共」
「協」の３つについても、うまくすみ分けができれば、それぞれのいい
ところを引き出せると思います。競い合いながら共にそしてできることを協同する
ということができればいいんですけれど、まずい引き出し方もあると思います。
われわれ医療のなかには、足の引っ張り合いがあったり、まずい競い合いがあり
ます。自分の業界のことは、日本医師会を通じて悪い事をよく知っているんですけ
れど、皆さんの業界について、私はあまり知らないと申し上げなければいけないと
思います。それぐらい疎遠であったことは事実だと思います。
しかし若月俊一という一点を通じて、あるいは佐久総合病院という存在、盛岡理
事 長や伊 澤 院 長を通じて、 皆さんと今 後さまざまな語り合いができるということ
が、最初の出会いになってくれれば、これに越したことはない。少なくとも農民に
雇われてわれわれの仕事はあるのだということが、佐久総合病院のワカツキイズム
としてわれわれにはしみついているわけです。どんな声を農民に上げていただける
のかということについて、耳を澄ませようという謙虚さはまだ残っているわけです。
つまり、ニーズに応じて医療をやるという当たり前のことを、農民であるかどう
かは別にして、国民のニーズに応じてやるんだということにすれば、これは家庭医
になると思います。原点を若月先生がやっていたにもかかわらず、われわれもまた
外からのハッパが掛からないと忘れがちです。農民代表みたいな形で、ハッパを掛
けていただいていいと思います。
今のＪＡ長野厚生連の盛岡理事長が専務だった時代に理事長だった若林甫 汎 氏
は、長野県農協中央会出身の方でした。彼がわれわれに対して言うことは、素朴な
言葉遣いではあったけれども、長野県が若月先生を 60 数年前に招いたときみたいに
感じました。つまり、医師に対して、
「君、こういうところが困るんだけれど、こう
いうところをよくやってくれてうれしいよ」という農協の親方がいたから、若月は
今のところに行っているわけです。それを髣 髴とさせるようなことを、前理事長が
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われわれに対して行った訓示に感じました。この人は医療のことはそんなに分かっ
ていないと思うけれど、素朴な農民たちの思いを伝えてくれているんだから、こう
いう方たちの思いに背かないようにわれわれはやらなければいけないなという初心
を思い出した感覚があります。
皆さんのなかでも、そういうことを伝えていただくような工夫をしていただける
とよいと思います。もともと農民のものなんだと言っても、農民が直接持っている
のではないというのが、生協病院とは違うところです。いったんＪＡを経て持って
いるので、声の伝わり方が間接的です。それを分かりやすい、しかも素朴な言い方
で、こういう医療があってほしいと伝えていただけると、われわれはずいぶんモチ
ベーションが上がる可能性があります。
同じことが福祉にも言えます。ＪＡだから福祉があるわけではないと思いますけ
れど、国民のニーズに応じた福祉があるのだとすれば、こんなんだということを、
皆さんに仲人していただければ、つないでいただければ、ハッパを掛けていただけ
ればありがたい。それを聞く機会が今はあまり無いわけです。
例えば、吉田さんが、お腹が痛かったら、私は医者として対応するから患者とし
ての吉田さんは言いたいことを言えないわけです。医者はそういう人ばかりにしか
会っていないわけです。看護師とか事務職とか、共に働いていると言いながら、こ
ちらが指示を出しているわけですし、とかく鼻が高くなりがちです。患者は患者で
自分のニーズだから、どうやっても外から言われることはほとんど無い状態でしょ
う。
しかし、吉田さんが地域の代表者として言うんだと、首長としてでない立場で、
農民の立場で言うんだとまた違った聞こえ方があるわけです。そういう回路を佐久
総合病院でさえ失っているということは、全国の厚生連病院のほとんどで無いのだ
と思います。地域から浮いてしまっているんだと思います。
吉田 そこに本当の役割があるんですね。ＪＡだから病院をつくらなければとか、
ＪＡだから福祉、介護をやらなければというのではなくて、いったんＪＡがあるこ
とによって、今何を優先してやるべきか、どういうところを漏らしていて、これを
やらなければいけないのかということを発見して、専門職の医師に伝える役割があ
りますね。
色 平 そのまま伝えても、 素 朴すぎてしまって、 不 満や不 平になってしまうんで
す。若林前理事長がすごかったのは、長くＪＡのなかで仕事をした人だけあって、
その言葉は、われわれ職員や医局員にずいぶん響いたわけです。
吉田 それはそうですね。 医 師だって毎 日 一 生 懸 命 働いて、 つらい思いしながら
やっていて、人から「そんなのはとんでもない。赤字ばっかり出して高額な機器を
入れて暴走しているんだ」なんて言われたらやる気がなくなっちゃいますね。
色平 医師が狭い人であることは事実です。それは皆さんに前提として考えていた
だきたい。ただ彼らは特技を持っている。オペができるとか、処方できるとか、診
断できる。小川理恵さんが書いていた医療コーディネーターは必ず必要です。医師
の言っていることは理解できないから、誰かが翻訳してあげないと、みんなかわい
そうなことになっている。
なぜコーディネーターが必要だと小川さんが強くおっしゃるのかと言うと、問題
が２つあります。１つは、人間はぶつかるまでは分からないということです。若い
彼女は、企画をやっていても、医学のこと、医療のことなど考えたことが無かった
と思います。だけれども自分がぶつかってみたら何ていうことだろうと思ったわけ
です。もうちょっとちゃんとしているだろうという事前期待度があったが故に「な
んでだろう」と途方に暮れているところがある。それからもう１つは、医師の言っ
ていることは、意味がよく分からない。忙しいより何より、全然言葉が通じていな
い、翻訳ができていないから誰か翻訳者がいてくれないと、医者のロゴス（論理的
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な言葉）と患者のパトス（思い）をつなぐところがないと、エンストすることは明
らかだという指摘だと思います。
２つあって、彼女をしてぶつかるまで考えていなかったということは、多くの日
本人は自分がどんな医療を受けるかについて、ほとんど考えていないわけです。ど
つぼにはまってから、家族がひどい目にあってから考えるということが多い。これ
は不幸です。
次に翻訳できるような言葉ではないということが分かっていない。医者の言って
いることはナンセンスなことではないけれど、彼らのなかの趣味的なジャーゴン
（専門用語）だから、そのまま日本語になるわけがないです。そういうふうにあきら
めた方がいい。できないならばできないなりにどう使うのかと考え直していただく
しかない。そうすると、若林が言っているような言葉遣いがいい。つまりロゴスで
やったら医者的なロゴスには勝てない。情感を持って、「こんなふうにやってくれ
よ」と揺さぶるような装置、外側の地域の側から持ち上げて、医者に言う装置が現
状ない。

メディコ・ポリス構想と農村医科大学
色平 若月先生がやり遂げられなかった仕事は２つあると言われています。１つが
メディコ・ポリス構想です。もう１つが農村医科大学です。
吉田 なるほど。いろいろな物が動いているので、何とも面白い時代になってきま
したね。メディコ・ポリス構想というのも、確かに佐久総合病院を中心とするその
地域にはそれに近いものができている。医療産業の従事者の数とか。
色平 佐久総合病院の管内では南部は特にそれが成功していますね。若月の盟友で
川上武って聞いたことありますか。川上武は去年の７月に亡くなりましたが、川上
武の提案がメディコ・ポリス構想です。若月を支えて構想を打ち出したのが 20 年前
ぐらいです。
吉田 ところで日本の医療制度のどこが問題なのでしょうか。
色平 一般的には、日本の医療制度は素晴らしすぎます。
吉田 それなのによくないっていろいろなところに書かれていますよね。
色平 それは比較ができていないんでしょう。海外に行ったことがあっても、海外
の医療機関の実状を知らないんじゃないか。満足度が低いのは仕方がない。これだ
け医師がいないで治療をすれば、事故を起こさないでやるだけで精一杯で、人に説
明する時間はないです。
吉田 そうかと言って、医師の数をどんどん増やしたらまずいですか。
色平 今の政権は増やすという公約にしましたけれど、10 年後には医師は余ります。
吉田 余ってしまうんですか。
色平 余ります。南佐久郡は、高齢化率が 40％のようなわれわれの地域まで含め
て、日本の 30 年ぐらい先の未来を先取りしています。われわれのやっているトライ
アルは、都市近郊が 30 年、20 年ぐらい経ってどうなるか先取りしてしまっていま
す。都市近郊の方が大変です。私は３県問題と言っていますが、85 歳を超えると４
人に１人は認知症になりますから、東京近郊の３県は、母数がものすごいのでそう
いう人たちが大 量に出るわけです。 それが見え見えです。 統 計 的に明らかなんで
す。人口の１％は統合失調症と言われるような病気が現れることも人類共通の統計
的な真実です。
医療制度にいろいろ問題があることを私は知っていますけれど、これも皆さんに
言っていただかなければいけない。皆さんが指摘して、医療側が納得できるかとい
うのがまた難しい。諸外国と比較するととてもいいです。
吉田 『「改革」のための医療経済学』のなかにもいろいろ書いてありますけれど、
実は日本はとてもいい。しかし日本だけしか見ていないと悪い悪いということにな
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る。悪いと言っておけばいいみたいで、悪いと言う。
日 本の農 業は悪い悪いというけれど、 実はみんな真 面 目にやっていい物を作 っ
て、日本人が買えないようなすごい物を作っているかというとそうではない。ちゃ
んと買える物を作っている。それに比べて外国の物は安すぎるぐらい安い。
それと比較すると高いから日本の農業はダメ。日本の農業は努力をしてこなかっ
たからこんな状態なんだ、規制によって守られてきたからだ、補助金漬けだったか
らだと言われるんだけれどそんなことはないです。ものすごい技術開発もして、成
長しようとして頑張ってきた。
色平 農業を叩いてきたメディアのあり方と、ついこのあいだまでは医療をひどく
叩いていたメディアのあり方には、同じような問題があります。医療は最近でこそ
叩かれ方は緩くなったんですけれど。
医療制度はいろいろ問題があるんですけれど、それは皆さんのニーズに合わせて
やらなければいけないものです。つまりゆっくり診てほしい、30 分聞きたいという
んだったら、医師数を増やさなければ仕方がない。３時間待ちの３分診療がいやだ
というので、30 分医者と喋りたいと皆さんが本心で思うんだったら、現状でやると
30 時間待ちになるんです。30 時間待ちにしたくなくて、３時間待ちで 30 分聞きたい
のだったら医師を 10 倍にしてよということです。当たり前のことをなんでそう言わ
ないのか。
吉田 基本的には何を選択するか、その方策がこれですよというのがある。何を選
択するかは、当然経済学では出てこないです。何を望んでいるかというのは経済学
ではない。そのときの重要な判断材料が提供できる仕組みが重要なのですね。
色 平 こうしたいんだという、 最 初の声が病 院に対して上がるという回 路があれ
ば、その病院は、ベストは尽くすだろうと思います。
医者は準委任契約に慣れているから、痛みをどうしてほしいというのと、病院を
どうしてほしいという切実な声が寄せられれば、できてもできなくても何とかしよ
うとする。
農業という産業から考えるだけではない、地域のコミュニティーや食文化や健
康、自然、景観などと結びついたものとしての農を皆さんは打ち出したいと思うけ
れど、 われわれも同じで、 病 院という産 業だけで考えるのではなくて、 地 域のコ
ミュニティーのニーズや食生活や健康や自然や景観と結びついたものが農村の医学
だと、若月は言ったわけです。
これは私たちが非常に知りたいところで、そのためには皆さんとのコミュニケー
ションがないといけない。お叱りを受けたり、ハッパが掛かったり、その分の負担
をしますよと言っていただかなければいけない。
農村医療を支える人材は、医師については農村医科大学が切り札です。どういう
形かはお任せします。看護師については、佐久総合病院は看護学校を持ってずっと
やってきました。コメディカルスタッフ（薬剤師・臨床検査技師・理学療法士・作
業療法士・医療ソーシャルワーカー）の確保も大切です。
こういう農村医療を支える人材、事務職もそうです。単にＪＡの職員であるとい
うことを超えて、医療についてメディカルリテラシー、医療を読み解くことができ
るような人材を、意識的に育てていかないといけない。
ＪＡについては、何をすべきかということをこちらから言えませんけれど、われ
われＪＡグループのなかの一隅を担う連中と、ダイアローグ（対話）を持ってほし
い、交流を持っていただきたいというところです。
吉田 今日はどうもありがとうございました。
2010 年４月 10 日（土）、三井ガーデンホテル柏「ミーティングルーム」にて
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地域農業におけるＪＡの機能・役割
━━ 類型と事例分析

研究ノート

（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．はじめに
農業の特徴の１つは、地域の自然、風土、歴史に強く制約される地域産業という点であろ
う。こうした農業の特徴があるからこそ、国の農業政策をそれぞれの地域ごとに読み解いて、
その地域に最も適した対応策を構築することが各地域に求められる。画一的にならざるを得な
い国の農業政策を生かして、地域の農業者の具体的な取り組みへのブレークダウンが、求めら
れているのだといえよう。こうしたブレークダウンの機能は、農業者に直接に接する地方の基
礎自治体、農業関連団体、そしてＪＡに求められる。
だが、以上の地域農業者へのブレークダウンの機能は、国の農業政策を「下」に下ろしてい
くというトップダウン的手法であり、さらに踏み込んで言えば農業関連補助金、交付金への対
応としての農政浸透機能としての性格が強い。そして、ＪＡは、その事務局としての機能や、
伝達・調整機能などを果たしてきた。ＪＡが果たしている、事務局機能は「地域農業の支援機
能」であり、伝達・調整機能は「地域農業の調整機能」といえよう。
また、今日の農業を取り巻く社会的・経済的な環境の困難化に対して、地域で農業者と直接
的に接するＪＡは、自ら地域農業の再編と振興を担う一主体として、地域から期待されてい
る。こうした地域農業の再編と振興の主体としてＪＡに求められる機能は、地域の取り組みを
プロモートするボトムアップ的手法といえるだろう。ボトムアップ的な手法としては、集落営
農等すなわち農業者の組織化、担い手の育成、農用地の利用調整など「人」と「土地」にかか
わる取り組みと、販売戦略に基づく産地づくりなどの取り組みが挙げられる。前者は「地域農
業の再編機能」であり、後者は「地域農業の振興機能」といえよう。
そこで本稿では、以上の４つの機能を①地域農業支援機能、②地域農業調整機能、③地域農
業再編機能、④地域農業振興機能として類型化する。その上で、それぞれの機能について事例
を通じて分析し、地域農業におけるＪＡの機能・役割を明らかにしていきたい。

２．ＪＡの地域農業支援機能
まず、ＪＡの地域農業支援機能を見ていこう。ＪＡの地域農業支援機能とは、国の農業政策
にかかわって、多様な農業政策への対応の支援を行う機能である。具体的には、農政の政策浸
透手段としての「協議会方式」において、事務局機能や調整機能を果たすものである。
「協議会方式」におけるＪＡの取り組みとその機能を、
「農地・水・環境保全向上対策」の事
例から見ていこう。ここでは、ＪＡ兵庫六甲神戸西営農センターの取り組みを取り上げる。管
内（兵庫県神戸地域西区）の「農地・水・環境保全向上対策」の加入状況は、次のとおりであ
る。 共 同 活 動 部 分は、63 地 区（57 土 地 改 良 区・78 集 落 ） の参 加で、 協 定 農 用 地 面 積は
1988.45ha、面積参加率：60.2%である。また、先進的営農支援の取り組みは、25 地区（25 集
落）で、水稲＋果樹・茶：１地区、水稲＋葉茎菜類：２地区、葉茎菜類＋施設果菜＋果樹・
茶：22 地区となっている。
「農地・水・環境保全向上対策」の取り組みは、兵庫県・神戸市・土地改良組合連合会・Ｊ
Ａ兵庫六甲から組織される「兵庫県神戸地域農地・水・環境保全推進協議会」によって推進さ
れている。共同活動部分は、神戸市が中心的な役割を担い、土地改良区単位で実働組織が組織
化されている。営農活動部分は、ＪＡが中心的な役割を担っている。
共同活動部分は行政が主導しているため、ＪＡの役割は支店単位での情報交換などの支援の
みに限られている。ただし、西区管内の伊川地区では、ＪＡ主導によって、
「伊川○○（各集
落名）緑と水を守る会」を結成し、支店が事務局機能を担っているなど、積極的関与も見られ
る。
他方で、営農活動部分は、ＪＡの役割が大きい。ＪＡ兵庫六甲では、古くから野菜生産の減
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農薬・有機栽培の取り組みを進めてきた。こうした減農薬・有機栽培の取り組みは、ＪＡが品
目別の生産者部会を組織化し、県行政や実需者との協議で構築したガイドラインに基づいた生
産振興を行ってきた。ところが、
「農地・水・環境保全向上対策」では、地域単位での取り組
みと、新しく、かつ厳格な栽培基準のガイドラインが求められる。
こうした農政の変化に対応した生産段階での推進体制の変化（部会単位から地域単位へ、ガ
イドラインの変更）への対応は、すべてＪＡの営農指導員が行っている。地域単位で、農政に
対応した生産者の組織化を図り、新たなガイドラインに対応した栽培指導を行う。前者では、
組織再編と、新たな組織と既存組織の調整機能を担う。後者では、ＪＡのガイドラインと、県
など地方行政の独自のガイドライン、さらに実需者との協議に基づいたガイドラインを、あら
ためて農政に準拠したガイドラインへとすり合わせ、そして生産者へ伝達する機能を担う。
特筆すべき点は、野菜生産を目的とする営農活動部分における事務作業の膨大化である。Ｊ
Ａでは、営農活動部分の事務作業を、ＪＡ担当職員が中心的に担っている。しかし、野菜生
産、特に軟弱野菜においては、最大、年５作（５回転）する事例が多い。
「農地・水・環境保
全向上対策」の事務処理では、作付けごとに写真記録、書類の作成が必要となる。農業政策に
対応した膨大な事務作業は、日々の農業生産活動を抱える農家＝組合員には過重労働となる。
こうした組合員の農業政策対応への支援（事務作業支援、代替など）がＪＡの地域農業支援機
能であり、言い換えれば農政浸透機能を担っているといえる。

３．ＪＡの地域農業調整機能
次に、ＪＡの地域農業調整機能を見ていこう。ＪＡの地域農業調整機能とは、特に土地利用
型農業における農地利用調整機能が代表的なものである。なかでも水田農業における農地利用
調整にかかわる機能は、歴史的に集落組織を基礎組織とする地域社会の諸組織が担ってきた。
ところが、今日、高齢化、過疎化などの内的な社会的要因と、市場のグローバル化による農産
物価格の低下など外的な社会的・経済的要因から、地域社会の諸組織は、その自立的運営が困
難な状況が見られる。このため、歴史的に地域社会が担ってきた農地利用調整にかかわる機能
を補完する、もしくは積極的にプロモートする取り組みが進みつつある。その代表的なもの
は、1990 年代に注目を浴びた市町村農業公社である。そして、今日的なものが、地域行政や
ＪＡ、関連諸機関による機能の集中化、いわゆる「ワンフロア化」の取り組みである。ここで
は、
「ワンフロア化」の効果とそこでのＪＡの機能・役割について、ＪＡ上伊那駒ヶ根支所管
内の駒ヶ根市営農センターの事例から検討してみよう。
駒ヶ根市営農センターは、2000 年に設立された長野県駒ヶ根市の地域農業の推進組織であ
る。市長をセンター長として、81 人からなる運営委員会、31 人からなる小委員会、ＪＡのＯ
Ｂ３人による地域営農推進指導員、36 人からなる幹事会により構成されている。運営委員会
は、駒ヶ根市、農業委員会、農業改良普及センター、ＪＡ上伊那、土地改良区、各種農業団体
代表から構成される駒ヶ根市営農センターの意思決定機関であり、年に１回の総会を行う。ま
た、小委員会は、駒ヶ根市、ＪＡ上伊那、農業委員会、地区営農組合代表、組織型経営体代
表、各関係団体代表から構成され、年に３回程度随時開催され、情報の共有と意思決定の確認
が行われる。
地域農業のあり方を、具体的に検討する組織が幹事会である。幹事会は、駒ヶ根市、農業改
良普及センター、ＪＡ上伊那、農業委員会、共済組合、土地開発公社の現場レベルの職員から
構成され、月に１回開催される。この幹事会の事務局機能を、駒ヶ根市、ＪＡ上伊那、農業改
良普及センター職員で担っている。
駒ヶ根市営農センターは、農村活性化推進機構、生産対策推進会議、水田農業推進協議会、
環境保全型農業推進協議会、農業経営改善支援センター、山村振興等活性化協議会、農用地利
用改善団体協議会、担い手育成総合支援協議会、以上８協議会で構成される地域農業の中心的
な推進体制である。言い換えれば、増えすぎた「協議会」を一元化したものである。
駒ヶ根市営農センターの実践的活動は、①各種協議会の活動および情報の一元化、②品目横
断的経営安定対策（水田・畑作経営所得安定対策）に対応した集落営農の組織化、③生産調整
対応、④有害鳥獣対策の一元化、⑤地産地消の推進、⑥駒ヶ根市独自のとも補償制度の運用な
ど多岐にわたっている。現在では、水田・畑作経営所得安定対策を実現するために集落営農の
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組織化を進めており、水稲で 85％のカバー率となっている。集落営農の組織化では、管内を
５地区にブロック化し、水稲を中心とした集落営農組織化を進めている。こうした集落営農組
織化は、第１に水田・畑作経営所得安定対策へ対応するものであり、第２に地域農業の農用地
利用調整を集団的土地利用によって果たそうとする組織化を目的としている。言い換えれば、
地域行政、ＪＡ、関係諸機関の「ワンフロア化」による、広域の地域農業調整機能の発揮を目
指したものである。
駒ヶ根市営農センターは施設としての拠点をもたず、専任職員もいない。地域農業にかかわ
る多様な政策対応組織の情報の一元化と、地域農業全体にかかわる方向性の策定を行う、実態
としての総合的な協議会である。ただし、専任職員はいないものの、常に駒ヶ根市の担当職員
とＪＡの担当職員、農業改良普及センターの担当職員は、現場で顔を合わせており、情報の共
有化が高度化されている。
こうした多くの協議会の事務局機能はＪＡ職員が担っている。しかし、ほぼ毎日のように会
議があり、また、その事務局機能を担っているため、担当するＪＡ職員にとっては過重な労働
となっている。加えて、地域住民、組合員の声を直接聞き、ワンフロア化された組織に声を引
き上げる意思伝達機能（パイプ機能）は、ＪＡ職員の大きな役割である。このためＪＡ職員
は、地域に密着し、事業を通じて日々、地域住民、組合員に接するとともに、地域の多様な行
事などへの参加も欠かさない。こうした意思伝達機能としてのパイプ機能の存在からも、ＪＡ
の地域農業調整に果たす機能・役割が明らかとなる。

４．ＪＡの地域農業再編機能
次に、ＪＡの地域農業再編機能を見ていこう。ＪＡの地域農業再編機能とは、上述の地域農
業支援機能、地域農業調整機能といった、農政浸透機能、農用地利用調整機能・パイプ機能か
ら、より踏み込んだものである。地域農業支援機能や地域農業調整機能は、行政と生産者の間
をつなぐ結節機能や補完機能といった中間支援的性格が強い。これに対して地域農業再編機能
は、より踏み込んでＪＡが主体的に地域農業に働きかけ、地域農業を再編するものである。具
体的には、ＪＡ出資型農業生産法人などの取り組みの事業化である。そこでＪＡグループ広島
および、ＪＡ三次の集落型農業生産法人育成の取り組みを事例として、ＪＡの地域農業再編機
能を見ていこう。
まず、広島県の集落型農業生産法人に対応したＪＡグループ広島の取り組みである。ＪＡグ
ループ広島の担い手対策の特徴は、集落型農業生産法人や大規模農家を「地域の核となる」担
い手として位置付けた上で、兼業農家や自給的農家、高齢農家などを「地域を支える」多様な
農業者として位置付けている点にある。集落型農業生産法人を土地利用型農業における「地域
の核となる」＝地域農業の中心的担い手として位置付け、ネットワーク化や経営の高度化を進
めている。他方で、
「地域を支える」多様な農業者については、農産物直売所向けの少量多品
目生産による「農家所得アップ営農運動」を進めている。
「農家所得アップ営農運動」は、１
農家当たり年間 50 万円の所得アップを狙っており、多様な農家が無理なく地域農業を支えよ
うという取り組みである。
次に、ＪＡグループ広島の集落型農業生産法人に関する取り組みを取り上げよう。広島県の
集落型農業生産法人化の推進は、2000 年当初、広島県農政が中心的な役割を担っており、広
島県農業会が県組織の事務局機能を担ってきた。しかし、今日、県域の集落型農業生産法人育
成に関わるネットワーク化の取り組み「元気な広島県農業戦略会議事業推進部」は、ＪＡ広島
中央会地域農業対策部に設置されている。また各地域に設立された集落型農業生産法人の連絡
協議会は、ＪＡと関係各機関の連携の下で取り組まれている。また、ＪＡ全農ひろしまでは、
集落型農業生産法人によるキャベツのリレー出荷体制の確立など、集落型農業生産法人の経営
高度化へ向けた取り組みも進めている。
地域別に見ると、特にＪＡが積極的に関与している地域は三次地区である。ＪＡ三次では、
集落型農業生産法人を地域農業の中心的担い手として積極的に位置付けている。営農総合セン
ター内に営農支援課を設置し、課員２人体制に加えて、改良普及員ＯＢとの連携の下で集落型
農業生産法人の設立・経営支援を行っている。また、当ＪＡでは、ＪＡ出資型農業生産法人と
して集落型農業生産法人の設立時に出資参加する事例も多い。集落型農業生産法人への出資
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は、単にＪＡの事業利用を前提とするひも付きではなく、ＪＡ三次が、集落型農業生産法人と
ともに地域農業を支えようとする意思の表れであるという。さらに、ＪＡ管内の三次地区の集
落型農業生産法人の連絡協議会は、ＪＡ三次主導で組織化され、
「JA三次集落法人グループ」
の名称で活動している。
2009 年２月現在、ＪＡ三次管内の集落型農業生産法人は、22 法人である。このうち大規模
農家を中心とする担い手農家中心の集落型農業生産法人（担い手農家中心型）が３法人存在す
る。しかし、その他 19 法人は、すべて等質な兼業農家群による地域ぐるみ的性格が強い集落
型農業生産法人（地域ぐるみ型）である。また、ＪＡ三次管内の代表的な集落型農業生産法人
は、単なる土地利用型農業の担い手としての機能のみではなく、①地域づくりの拠点、②６次
産業化など新たな地域産業構築の拠点としての機能も内包している。
以上のＪＡ三次の集落型農業生産法人の設立・経営支援への取り組みは、ＪＡを再編主体と
した地域農業再編機能として整理できる。こうしたＪＡの地域農業再編機能は、ＪＡ三次の事
例に見るように単に農用地の利用調整機能にとどまらず、その生産の主体自体の再編成にまで
踏み込む取り組みといえよう。こうした地域農業再編機能は、一方では、水田・畑作経営所得
安定対策など、農政対応の側面が強い。他方では、地域の課題に対応した、地域主体による再
編過程としてとらえることができるだろう。

５． ＪＡの地域農業振興機能
次にＪＡの地域農業振興機能を見ていこう。前述したＪＡの地域農業再編機能は、主に農用
地の利用調整機能から、より発展して地域主体による再編成として整理した。言い換えると、
「誰が、どのように農地を利用するのか」といった農地の利用に基づく再編機能である。こう
した地域農業再編機能に対して、今日、注目を集める取り組みが、販売戦略から組み立てた地
域農業振興機能である。市場や実需者の需要を把握して、その需要に合わせた供給体制づく
り、すなわち産地づくりの機能である。
ＪＡにおける産地づくりの今日的特徴としては、①県域一元化など広域での産地づくり、②
地産地消、産直、農産物直売所など少量多品目型産地づくり、③販売戦略に基づく流通機能を
統合・内部化した流通統合型産地づくり、以上の３類型が見られる。

（１）園芸産地で進む広域産地づくり
販売一元化など県域もしくは広域での産地づくりは、主に遠隔地園芸産地を中心に進みつつ
ある。特徴があるのは、熊本県および宮崎県などの事例である。このほか、茨城県などでも進
みつつあるのは、県連合会組織が中心となって、大量ロットの農産物を確保し、安定的に市場
に供給することで産地側の価格形成力を維持しようとする販売戦略に基づく広域の産地づくり
である。
熊本県では 2008 年、県経済連内部に青果物コントロールセンターを設置し、県域での青果
物出荷を始めた。宮崎県では、県経済連が中心となって青果物一元販売を行っている。茨城県
では、ＪＡグループ茨城が一体となって、ＶＦステーションを中心とした産地づくりを行って
いる。これらの事例に共通する点は、販売戦略と分荷調整機能を県域で一元化している点にあ
る。その上で広域での産地づくりを図り、安定的な農産物供給を行っている。

（２）少量多品目型産地づくり
「地産地消」をテーマに掲げた産直、農産物直売所、アンテナショップなどの取り組みは、
全国的に広がっている。こうした産直、農産物直売所、アンテナショップで扱う農産物は少量
多品目である。全国のＪＡでは、市場出荷のみならず少量多品目の農産物を地場市場などで販
売する取り組みを進めている。
産直を核とした少量多品目型の産地づくりでは、生活協同組合を結節点にした取り組みがあ
る。こうした生活協同組合とＪＡの連携による取り組みは、1960 年代から見られた。1980 年
代までは、生活協同組合の班組織による共同購入形態が中心であった。今日では生活協同組合
店舗などでのインショップでの対応が増加しつつある。こうした取り組みには、ＪＡみどり
の、ＪＡみやぎ仙南など宮城県のＪＡグループとみやぎ生協による協同組合間連携「顔が見え
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る産直」の取り組みなど、全国に多くの事例が見られる。
直売所を核とした少量多品目型の産地づくりでは、農産物直売所向けプロ農家の出現と、女
性・高齢者など自給的少量生産者という新しい農業の主体が現れつつある。加えて、農産物直
売所以外にも、学校給食や加工などへの市場の広がりも見え始めている。また、アンテナ
ショップを核とした少量多品目型の産地づくりでは、大都市部でのアンテナショップ展開によ
る市場開拓が進みつつある。さらに、熊本県のＪＡ菊池「きくちのまんま」のように農産物の
地域ブランド化まで展開する事例も見られる。こうした農産物直売所、アンテナショップを核
とした少量多品目型の産地づくりは、専業農家から、地域の多様な農業者である女性・高齢者
など多様な主体が参画する特徴を持っている。さらには、定年帰農した 50 〜 60 歳代の人々が
農業参入する入り口となっている。ＪＡによる少量多品目型産地づくりは、地域農業の裾野を
広げ、地域の内部市場を豊富化することで、地域づくりとしての機能も発揮しているのである。

（３）流通機能を統合・内部化した流通統合型産地づくり
流通統合型産地づくりは、注目を浴びる産地づくりの様態である。流通統合型産地づくりで
は、川下の需要に応じた多様な販売チャネルを有し、川下の需要に対応した流通機能をＪＡの
事業に内部化するといった、販売戦略に基づいた産地化の取り組みが見られる。具体的には１
次加工から個包装、ピッキングまで含めた配送センター化であり、いわば卸売り機能と仲卸し
機能を統合・内部化した取り組みである。この仕組みでは流通機能の内部化によって価格形成
の主導権を生産地側に引き寄せた契約栽培が中心的である。こうした取り組みは消費者向けの
契約栽培から、加工業務用農産物の契約栽培まで広がりを見せている。また、ＪＡ全農青果セ
ンター株式会社では、全国のＪＡと実需者を結び付け、流通機能の統合・内部化による安定的
な農産物の出荷を行っている。

６．おわりに
以上、事例を通じて、地域農業におけるＪＡの機能・役割を類型化し、分析した。ここで得
られたＪＡの機能・役割とは以下の４点である。第１に、農業政策の浸透手段（トップダウン
対応）としての地域農業支援機能である。第２に、農業政策の地域への適応（ブレークダウ
ン）と調整・伝達を行う地域農業調整機能である。第３に、
「人」と「土地」にかかわるプロ
モート機能としての地域農業再編機能である。第４に、地域農業発展の一方向として地域まる
ごとの産地づくり（ボトムアップ）を行うなどの地域農業振興機能である。
これらの諸機能は、それぞれが独立した機能ではない。例えば、地域農業支援機能と地域農
業調整機能は、今日の地域行政やＪＡ、関連諸機関による機能の集中化である「ワンフロア
化」の取り組みに見られるように、パッケージングによる実践である。また、土地利用型農
業、特に水田稲作については、その農業政策対応（水田・畑作経営所得安定対策など）の要件
クリアの条件として、地域農業支援機能、地域農業調整機能と地域農業再編機能が同時進行す
る。
むしろ、機能・役割としてはそれぞれ異なるものに分解されるが、農業政策の浸透（トップ
ダウン）と調整・伝達（ブレークダウン）
、地域農業再編（プロモート）は、一体となってい
ると言えるのではないだろうか。そして、そこでは、常にＪＡが結節機能を果たしている姿が
見てとれる。さらに、その先には、販売戦略に基づいて産地づくりを進めることで、地域農業
を活性化するといったＪＡの地域農業振興機能が存在する。以上の分析から、地域農業におけ
るＪＡの機能・役割は、国の農業政策と地域農業の結節機能であり、さらに地域農業振興の中
心的な一主体と言えるであろう。
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八ヶ岳中央農業実践大学校の取り組み
━━農業者・農村リーダーの養成と農林業体験学習

現地レポート

（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）

はじめに
八ヶ岳中央農業実践大学校（以下、大学校）は、農業者の養成を主目的とする民間
農業教育施設（ほかに、鯉淵学園農業栄養専門学校、日本農業実践学園）の１つであ
る。これら民間農業教育施設は、農業後継者と呼ばれる農家出身者が自営農業に就農
する前に農業教育を受ける場として、道府県の農業大学校とともに大きな役割を果た
してきた。
しかしながら、近年では就農をめぐる状況に変化が生じてきており、その対応に迫
られている。さらには、農業者数、農家数の一貫した減少傾向を背景として、農業者
の養成に限らない新たな役割が民間農業教育施設や農業大学校にも求められるように
なってきているのである。
本稿では、大学校の農業者養成をめぐる状況変化について概説した後に、新たな取
り組みとして注目を浴びている農林業体験学習の経緯と現状についてレポートする。

１．八ヶ岳中央農業実践大学校の概要と沿革
1934（昭和９）年 12 月に設立された農村更生協会を母体として、1938 年４月に石
黒忠篤氏（後の農林大臣）を初代場長とする八ヶ岳中央修錬農場が開場した。その後
３回の改称を経て 1973 年４月から現在の「八ヶ岳中央農業実践大学校」の名称とな
る。
大学校は、標高 1300mの八ヶ岳山麓の高原地帯に位置し、総面積 273ha（耕地 30
ha、草地 70ha、放牧地 10ha、森林 100ha、その他 63ha）
、セロリ、レタス、キャベツ
などの高原野菜、果菜類、飼料作物、花卉、酪農、養鶏など幅広い部門を備えて農業
教育を行っている。また、現在の教育メニューは、研究科・専修科の課程教育、短期
研修と、後述する農林業体験学習によって成り立っている。
研究科は、大卒・短大卒等を対象とする１年制で４月入学・11 月入学と短期７カ
月の課程がある。専修科は、高卒を対象とする２年制の課程であり、農村のリーダー
的存在となるような農業者の育成を目的としている。また、研究科では、さらに地域
のまとめ役的な１段高い次元での農村リーダーの育成を目的としている。
短期研修は、一般社会人、小中高校の教員や高校生、日本政策金融公庫の職員、農
林水産省の職員など幅広い対象に向けて行われている。近年では、農家出身者のU
ターンや非農家出身の社会人の就農志向など短期研修に対するニーズも多様化してき
ているため、さまざまなメニューが整備されている。

２．時代の流れと変化
1938 年４月の設立当初にまず設置されたのは研究科である。研究科の入学者のほ
とんどは、大学農学部や高等農林学校の卒業者であり、研究科の目的は、世界恐慌後
の大不況時代を背景とした農村経済更生運動のリーダーを育成することであった。当
時の卒業生のほとんどは、市町村長、地方議員、国会議員、農業団体幹部、農業委員
会の幹部など地域の中心人物となっている。
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当時の大卒といえば、数も少なく、エリートであり、大学校を卒業したことでリー
ダーになるというよりは、リーダーになる人材を集めて、農村に入る前に農業研修を
受けさせるといった位置付けであった。
研究科が設立された翌年に農業者の養成を目的とする本科（現在の専修科）も設置
される。その後、地域で中心的に活躍する多数の農業者を輩出していくことになる。
設立当初はほとんどが農家出身者であり、その後もその状況は続いていた。しかし、
近年徐々に非農家出身者の入学が増加しており、現在は７〜８割が非農家出身者に
なっている。
【図１】卒業生数の推移
（人）
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注：合計には、研究科、本科・専 修 科 以 外 に 、 準 研 究 科 、 予 科 ・ 高 等 科 が 含 ま れ る 。
出典：八ヶ岳中央農業実践大学校 『 創 立 七 十 周 年 記 念 誌 』

卒業生の人数（図 1）は、1945 年に最初のピークを迎えるがその後減少し、1961
年度からの中卒を対象とする２年制課程の創設によって、1960 年代に再度増加して
いる。1980 年代に入ると、中卒の入学者が減り始め、1993 年度をもって中卒対象の
２年制課程の募集は休止された。
1982 年度から 1999 年度までは中国人留学生の受け入れも行われており、卒業生の
人数は増減を繰り返しながら今日に至っている。また、1971 年に初の女性卒業生が
２人出て以降、毎年１〜４人で推移してきていたが、平成に入ってからは増加し、近
年では毎年 10 人前後の女性が大学校を卒業している。
大学校の入学者は就農意向を持つ者がほとんどである。卒業後すぐに就農する者だ
けではなく、就職等のさまざまな社会経験を経た後に就農する者も多い。大学校もそ
の点を重視して、学卒就農だけにこだわらない教育を続けている。
2008 年度の専修科卒業生 23 人のうち 14 人が就農、うち９人が農業法人に就職して
いるほか、４人が研修を継続、２人が農業関連に就職（花卉卸売市場、花卉小売り）
している。また、研究科の卒業生４人のうち２人も農業法人に就職、２人が農業関連
に就職（農業高校、海外青年協力隊）している。前述のように非農家出身の入学者が
増えたこともあり、雇用就農のウエートが高まってきている。

３．農林業体験学習の始まり
大学校での農林業体験学習は、1995 年に千葉県の我孫子中学校などからの要請を
受け入れたことから始まっている。特に森林作業をやりたいとの要望があり、広大な
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森林を所有する大学校がそれに適していたようである。こうして、林業体験に農業体
験も合わせた大学校の体験学習が始まることになる。
当時の参加人数の記録は残っていないが、延べでも 1000 人弱だったとのことであ
る。その後、2003 年度には参加者が延べ 1 万人を超えている。その後さらに増加し、
2008 年度には１万 9000 人近い参加者となっている（図 2）
。
【図２】農林業体験学習・受け入れ人数（実績）
（人）
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出典：八ヶ岳中央農業実践大学校『創立七十周年記念誌』および八ヶ岳中央農業実践大学校・鯉淵学園農業栄養専門学校・日本農業
実践学園『農林業体験学習成果報告 書 （ 平 成 2 0 年 度 ）』

2009 年度は新型インフルエンザの流行や台風などの影響で参加を中止した学校も
出ているが、約１万 7500 人になっている。
参加校は 2008 年度で 184 校（図 3）となるが、東京都（府中市、調布市、小平市、
板橋区を中心に都内全域）
、神奈川県（川崎市、横浜市など）で全体の７割、ほかに千
葉県、岐阜県、愛知県などから参加している。また、地元長野県内からの参加校も増
えてきている。学校の区分では、全体の５割を中学校が、３割を小学校が占めている。
当初は参加者数がゆるやかに増加していたが、2000 年代に入ると増加が急激にな
る。 これは、 ゆとり教 育による「総 合
的な学 習の時 間 」 が導 入されたことと 【図３】2008年度農林業体験学習の参加校
も関 係している。総 合 的な学 習の時 間
その他
の１コマとして、農林業の体験学習に
12
対する需要も増加したのである。
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また、2007 年には、 文 部 科 学 省、 農
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林水産省、総務省の３省が、
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中学校
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（副大臣PT）で取りまとめ
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られた対 応 方 向に基づき、小 学 校にお
33%
ける農山漁村の長期体験学習を推進す
ることとなった。
これにより、2008 年 度からは「子ど
も農山漁村交流プロジェクト」が始ま
り、主に小学校５年生を対象とした農
出 典： 八 ヶ 岳 中 央 農 業 実 践 大 学 校・ 鯉 淵 学 園 農 業 栄 養 専 門 学 校 ・
山漁村での１週間程度の宿泊体験が推 日 本 農 業 実 践 学 園 『 農 林 業 体 験 学 習 成 果 報 告 書 （ 平 成 2 0 年 度 ）』
JA 総研レポート／ 2010 ／夏／第１4 号

《現地レポート》八ヶ岳中央農業実践大学校の取り組み 41

進され、農林業体験学習の参加者数をさらに伸ばす牽引力となった。
これだけ多数の学生の受け入れを可能にしたのは、広大な農地・森林などの経営資
源が大学校にあったことにもよる。初期から参加している学校では、森林での作業の
要望が大きかったということであるが、森林作業が農作業に比べて多人数で行えるこ
とも受け入れ能力を大きくすることに貢献している。
また、大学校のある長野県は豊かな自然環境に恵まれていることから、宿泊の体験
学習として他の自然体験等とパッケージして行うのに都合がよい。さらに、関東や東
海からの道路交通の便がよいことから、バスが主な移動手段となる小中学校にとって
大学校を体験学習の場として選択しやすいという事情もある。

４．農林業体験学習の受け入れ体制の変遷
大学校ではショップと呼ばれるグループ別に分かれて行う体験システムを整備して
おり、2008 年度は園芸、畜産、加工、森の体験の４部門 13 ショップであったが、
2009 年度は養豚経営自体の廃止に伴う養豚ショップ廃止により 12 ショップとなって
いる（表１）
。実際の申し込みでは、この 12 ショップと飯盒炊飯体験を組み合わせた
A、B、C、Dの４コース（表２）のなかから選択するようになっている。
当初は、体験学習のための特別な準備をしていたわけではなく、大学校の学生が
行っている作業を一緒にやるというものであった。しかし、参加者数の増加によっ
て、そのような対応では手が回らなくなってくるため、結果的に、体験学習を指導す
るための人員を近隣から募集することになる。こうして、大学校の担当教職員２人と
大学校外からのパート雇用者による指導体制に移行する。
2005 年度からは、継続して同じ人材を雇用し、綿密な打ち合わせもできるように
ということで、
「体験学習指導員」として委嘱契約を直接結ぶことになる。現在は、
30 数人が契約しており、ショップごとに１人の主任指導員と数人の指導員を配置し
ている。
【表１】2009年度ショップと定員
区分
森の体験部門

園芸部門
畜産部門
加工部門

ショップ名
森林
森林上級
炭焼き
木工
野菜
ハーブ
昔の農機具
酪農
養鶏
おやき
ジャム
豆腐

上限人数
−
10
20
18
40
20
20
20
13
18
20
20

最低人数
10 名以上
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

出典：八ヶ岳中央農業実践大学校 『 農 林 業 体 験 学 習 手 引 書 』 お よ び 筆 者 取 材 に よ る 。

【表２】コースの種類
コース
A コース
B コース
C コース
D コース

時間帯
午前
午後
午前
午後
午前または午後
午前
午後

内 容
全員森林体験
各ショップに分かれての体験
各ショップに分かれての体験
全員森林体験
各ショップに分かれての体験
全員飯盒炊飯
各ショップに分かれての体験

出典：八ヶ岳中央農業実践大学校 『 農 林 業 体 験 学 習 手 引 書 』
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体験学習指導員の年齢層は 50 〜 70 代で、10 年近く続けている者もいる。このなか
には、農家などの地元住民以外に、近隣に住む地元外からの移住者も多く含まれてい
る。体験学習の準備や日常の森林管理作業などでも必要な場合には出勤してもらって
いる。
圃 場 についても当初は大学校の学生が使っている圃場と兼用であったが、経験が
ない子どもたちでは、播種の不均等や収穫のロスなど多々問題が生じてくる。酪農に
ついても、多数の子どもたちが畜舎に入れば、神経質な牛たちは乳量を減らしてしま
う。結果的に、体験用の圃場は最初から区分し、体験用の搾乳も専用のジャージー牛
１頭に限定することになった。
また、大人数の受け入れでまず問題になるのがトイレである。大学校では、簡易ト
イレのリースや新設を行っている。森林体験で使用するのこぎりも 100 本常備してい
るが、多いときは１日 10 本の破損がある。加工で使う食材も、大学校で収穫したも
のや国産のものを使用しており、添加物も使用していない。そのため総体的にコスト
が高くなっている。
多様な体験メニューの整備も参加者増加の要因であるとともに、参加者増加に対応
した受け入れ体制の変化でもある。森林体験や飯盒炊飯を除けば、単一のメニューで
一度に大人数を受け入れることは難しいのである。多種類のメニューの整備は受け入
れ能力を大きくするための手法としても働いている。

５．農林業体験学習の意義と課題
農林業体験学習は人件費等の新たな負担を考えると必ずしも採算性がよいわけでは
ないが、中長期的な視野で見れば体験学習に参加した子どもたちが父母と一緒に後日
大学校を訪れて直売所で買い物をしたり、子どもたちのなかからいずれ入学者が出た
りするというメリットもある。しかし、これらはあくまでも副次的な問題である。
大学校では、体験学習の意義として「①命の尊厳と大切さを知る（生命のあるもの
とのふれあいを通じて、子どもの健全な心を育んでいくことを意味している）
。②地
球環境を守ることの大切さを知り、身近な問題として取り組めるようになる。③勤労
の意義を理解し、収穫の喜びや働くことの喜びを知る。④農林業の大切さを知り、こ
れからの日本の農林業について考える機会とする。⑤将来の進路選択の参考にする。
⑥食の大切さ、ものの大切さを身につける機会とする」を掲げており、現校長の小口
英吉氏は、農林業体験学習は教育機関としての大学校の重要な社会的役割であるとし
ている。
今の学校では、非行や不登校など多くの問題が発生しているが、農林業体験学習に
はその渦中にある子どもたちの心を健全な方向に変えていく力がある。さらに農林業
体験学習を広めていくためには、大学校外部からの支援が必要とされている。
農林業体験学習では、他の教育部門とは別に新たなコストが発生するが、教育機関
として参加費用を高く設定することはできない。また、農林業体験学習への参加は、
総合的な学習の時間を利用して取り組まれることも多いわけであるが、年に 1 回、し
かも小学校、中学校、高校でそれぞれ 1 度訪れるだけで終わってしまう。取り組みの
ない学校に入学すると、それすらないわけである。このカリキュラムを変えること
は、各学校の校長にも権限がなく、文部科学省が方針を変更するしかない。
現在実施されている子ども農山漁村交流プロジェクトの拡大も含めて、農林水産
省、文部科学省、総務省等からの農林業体験学習へのさらなる政策的支援が望まれて
いるのである。
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おわりに
農林水産省の新規就農者調査で見ても明らかであるが、すでに学卒で就農する者よ
りも一度就業してから就農する者の方が圧倒的に多く、就農する年齢層も高くなって
いるのが実情である。特に新規就農者の多数を占める自営農業就農者（農家出身者が
自営農業へ就農する場合）で、この傾向が顕著となっている。このため、若い世代の
就農者ほど、新規参入者（非農家出身者等が新たに農業経営を始める場合）や雇用就
農者（農業法人等に雇用されることで就農する場合）の割合が高くなる。相対的に若
い世代を入学対象とする大学校が、この影響を大きく受けることになるのは前述した
とおりである。今後、大学校がどのような対応をしていくかについても注目される。
また、今回大きく取り上げた農林業体験学習の取り組みは、農業者の養成という従
来の目的とはやや側面を異にすることになるが、農業関係の教育機関にとっての今日
的な意味は大きい。非農家出身者の就農意向が増えていることは前述したが、それよ
り幅広い形での農業への興味・関心が国民の間に広がっており、体験学習へのニーズ
が少なからず存在しているのである。
特に学校単位での大人数の体験学習のニーズには、豊富な農業資源が必要であり、
個別の農家では対応が難しい。体験学習と採算ベースでの農業生産を同一の農業資源
や人的資源で行うことも困難である。同時に、国内産業のなかでの農業のウエートが
縮小するなかで、国民から農業関係の教育機関に農業者の養成以外の役割が求められ
てくるのも必然的な流れといえる。
しかし、農業関係の教育機関にとっても、農業者の養成と体験学習を両立させるこ
とは簡単なことではない。政権交代に伴う事業仕分けによって、宿泊体験活動の支援
策である「農山漁村におけるふるさと生活体験推進校」は廃止され（同内容は「豊か
な体験活動推進事業」のなかで予算を縮小して措置）
、子ども農山漁村交流プロジェ
クトの予算も縮減されてしまったが、大学校が要望しているような政策的支援の重要
性はより増しているといえるだろう。
付記となるが、体験学習は多様な目的のために行われる１つの手段である。教育機
関側が明確な目的意識を持って体験学習を実施し、ノウハウを蓄積していくことも望
まれるところである。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
末尾となりますが、本稿の取材にあたっては、財団法人農村厚生協会副会長兼常務
理事の杉本忠利様、八ヶ岳中央農業実践大学校校長の小口英吉様、研修部長の梶並憲
昭様、前教務課長の高田政衞様に多大なご協力をいただきましたことに感謝の意を表
します。
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研究ノート

中山間地域の活性化に向けた理論構築の可能性（上）
（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．はじめに
注1）食料・農業・農村
基 本 法 第35条では、「 山
間地及びその周辺の地域
その他の地勢等の地理的
条件が悪く、農業の生産
条件が不利な地域」と定
義されている。詳しいこ
とは、農林水産省の農業
地域類型区分を参照のこ
と。

都市部への過度な人口の偏在は、都市地域の過密問題を、中山間地域注１）には過疎
問題を同時に引き起こす。近年、中山間地域の過疎問題は、
「限界集落」というキー
ワードに代表されるような形で進んでおり、同時に中山間地域から地方都市へ、また
地方都市から都心部へといった人口流出問題が大きな社会現象となっている。今後、
国土の均衡的発展を進めるためにも、それぞれの地域における定住問題は極めて重要
な社会・経済的な関心事である。
その意味で政策的な介入が強く求められているが、最近の経済状況や省庁間の事業
の分断もあって大きな効果を期待できない状況である。
とりわけ農林水産省においては、これまで農業の所得支持や農村地域への工場誘致
など経済的な側面からの支援を行ってきたが、数多くの政策にもかかわらず、これら
の政策介入は中山間地域の過疎化問題の決定的な解決策にはならなかった。その結果
として中山間地域の存立自体が危ぶまれている。
本稿は、これらの社会・経済情勢下で、農業生産のみならず地域の総合的視点か
ら、中山間地域が持つ内在的価値を評価し、中山間地域活性化に向けての有益な政策
的含意（political implications）ができるのか、その理論構築の可能性について考え
るものである。なお紙幅の都合から今号と次号の２回に分けて論述することをお許し
願いたい。

２．既存研究の批判的検討と示唆点

注2）
「 農 山 村 再 生の課
題 」『 世 界 』2008年8月
（No.781）、 岩 波 書 店、
「第6章 農山漁村地域再
生の課 題 」『まちづくり
読本』財団法人地域活性
化センター、1998年を参
照。

中山間地域に関する研究は広範囲に広がっており、体系的な検討はなかなか困難で
あるが、本稿の１つの視点である地域主体論に基づく内的発展論の先行研究として、
小田切徳美注２）氏の研究を取り上げながら、若干の批判的な検討を行い、そこから得
られた知見を基に、話を進めることにしたい。
まず小田切氏の研究成果の検討を行いたい。小田切氏の中山間地域の経済的自立を
促す視座は次の「４つの経済」の概念軸である。それは、①第６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小さな経済の４つで構成される。これらの
概念は、現場の経験から帰納的に理論構築され、それぞれ個別の概念として用いられ
ているように思われるが、筆者の問題意識として、これら４つの経済は果たして等質
的または並列に並べられる性格なのか否かについて、検討の余地が残ると考える。
小田切氏は４つの経済を構築するための視点（概念）として、内的発展力だけでは
限界があり、外部との連携が必要であると言及している。実際、内的発展論が持つさ
まざまな問題の歴史的体現から妥当な結論であると思われる。
これらの問題意識は、小田切氏の地域発展の３つの視点に集積されている。①暮ら
しの視点、②再生の主体的な組み立て、③地域再生の現場力、である。このことは、
これからの地域の生き残りをかけた戦略の核心であり、むしろこのような視点の不在
が中山間地域問題の取り組みを遅らせた原因の１つでもあったと思われる。ただしこ
れらの視点を持って地域の維持や活性化を図る際に、問題にしなければならないの
は、その取り組み自体に経済活動の運動法則としての確信や展望を持てるか否かであ
る。もしこのことの究明ができなければ、経済学としての意義は失われてしまう。
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小田切氏が想定している「４つの経済」は「６次産業」から「小さな経済」まで、
今、農村地域の現場で行われているさまざまな経済活動をすべて包含し、羅列したも
のにすぎないのではないかと見ることができる。
例えば、
「４つの経済」のうち、
「交流産業型」や「地域資源保全型」といった２つ
の概念はむしろ経済活動を行う上での指針的な概念にあたると考える。また地域再生
の視点に立てば当然、経験的に導かれる概念である。
他方「６次産業」と、
「小さな経済」の２つは地域の経済規模や情報の質の差を指
す言葉として理解できるものの、前者はその存立根拠が学問的に確定されているのに
対し、
「小さな経済」は非常に個別的な意味合いしか持っていない。２つの概念を同
列になお一般的な概念として取り扱うことには少々問題がある。さらに小田切氏は中
山間地域の再生への道として、農山村の新しいコミュニティーにも注目し、暮らしに
視点を置きながら、そこで行われている活動や、それによって担われている「小さな
経済」に一定の評価を下している。しかし「小さな経済」が成立する条件そのもの
が、多くの場合、経済の範 疇ではなくむしろ暮らしに基盤を置いて成り立つことに
気づいていないのではないか。あるいは「小さな経済」が指す具体的な指標が何かに
ついての説明がなされていないことから筆者がその言葉の意味を正確に理解できてい
ないのかもしれない。またいくら「小さな経済」と言ってもそれが貨幣経済として存
在し続けるためには、その前提条件として閉じた経済としてではなく、外部との関係
性のなかで成立せざるを得ない。したがって貨幣を媒介して取引される外部とのかか
わりについて論じない限り、
「小さな経済」には展望が見えないのではなかろうか。
もし「小さな経済」を地域再生の実践方策の１つとして展望するなら、
「小さな経
済」が持つ意義が、これまでの集落やＪＡの部会活動といった日常的活動と、どのよ
うに峻別・区分されるべきかについての説明が追加的に必要であると考える。もし日
常的な諸活動の延長線で考えるのではなく、積極的な評価を下すならば、
「小さな経
済」が１つの運動法則（資本）として、どのような展望が可能であるかについての論
理構成が必要であろう。もしそれができなければ、それはただ経験則から得られた事
実の羅列にすぎないことになってしまうからである。
もっと根本的な問題提起から見れば、小田切氏は地域主体論からの農業政策の理論
構築を目指しているように思われるが、それが資本主義のさらなるグローバル化を前
提として置かなければならない限り、もはや閉じた農業の分野からだけの論理構成で
は成り立たないという困難に直面してしまう。
筆者としては、このような問題意識から、これら研究で提示された問題意識を批判
的に検討し、小田切氏の３つの視点を共有しつつ、外部との接点を持ちながらいか
に、一定の経済規模をもって「資本循環型経済」への発展経路を構築できるかが、こ
れから研究すべき残された課題であると考える。そうすることで、
「小さな経済」が
集積されまた拡散性をもち、またそこから「６次産業」へ発展する経路を見いだすこ
とができると思うからである。

３.

中山間地域の衰退過程と地域活性化

人類の経済活動の歴史のなかで、産業立地条件の不利な中山間地域が相対的に衰退
していく過程は資本主義の発展様式から当然のように見られる。しかし、近年資本主
義の発展様式への批判が高まるなか、人々の価値観が徐々に変わっており、豊富な自
然がたくさん残されている中山間地域においては、新たな地域活性化に有効に利用で
きる可能性が大きくなりつつある。それは資本主義そのものの否定ではなく、資本主
義発展様式の新たな展望を含んでいるように見受けられる。 ここでは資本主義がど
のような運動様式をもって、現在体現している中山間地域問題を引き起こしてきたか
について見ることにしたい。
人類の経済活動を歴史的に概観すると、狩猟や採集段階から徐々に農耕社会へ移行
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すると、これまで経験したこともない高い人口扶養力によって人口が自然に増加す
る。人口の自然増加は資本主義発展過程の原始的蓄積を可能にする労働市場を形成
し、その地域を工業立地に有利な地域へと変容させる。
産業革命以降、いち早く工業を発展させた地域ではこれまでの 農業の労働生産
性 とは違う形で 工業の労働生産性 が飛躍的に高まり、後れをとった地域を大き
く上回るようになる。これによって農工間の賃金格差が広がり、農業地域から工業地
域へ人口移動を引き起こす。しかし、この段階までは人口の社会移動は、それほど激
しいものではない。
このことは 1900 年代の工業化の初期段階にあった日本の経験からも容易に説明で
きる。
初期段階の工業化を成し遂げた地域は、資本の自己増殖を目的とした資本主義発展
様式に沿って発展していく。当然、当該地域は「富」すなわち、人口扶養能力が増大
し、自然的かつ社会的人口増加を引き起こす。したがって、市場はますます発達し、
本格的な商業資本が形成されていく。商業資本の増大はサービス業の労働生産性を上
昇させ、工業のそれを上回るような形で発展していくと同時に、人口の社会的移動を
さらに促すこととなる。
この現象が本格的な人口の都市集中を招き、労働生産性が一番低い中山間地域の人
口流出を先に引き起こすことになる。日本は資本の原始的蓄積が終了し、本格的な世
界資本主義に再編される 1920 年代初めから 1970 年代の半ばまでの時期にあたる。
その結果、都心部への過度な人口偏在や都市地域の過密問題が起きると同時に、中
山間地域の過疎問題を引き起こす。
これに対処するために政府は政策的な介入を実施することになるが、代表的な政策
として工業の地域分散、農業の所得支持、農村地域への工場誘致などが挙げられる。
しかし、数多くの政策にもかかわらず、中山間地域の過疎化問題の解決策にはならな
かった。

４．価値観の変化と中山間地域の活性化の可能性

注３）今川拓郎「集積の
メカニズム：伝統的な都
市経済モデル」
『経済セ
ミ ナー』2003年4月、 日
本評論社を参照。

中山間地域をいかに活性化するか、その答えはこれまでの資本主義の発展様式に
沿った経済的側面からはなかなか出てこない。今後は、価値観の転換に基づいた新た
な発展様式から見る必要があると考える。
その答えを見つけるために、まず、経済的側面からの検討を行いたい。過密地域に
おいて「集積の経済（agglomeration economies）
」と「集積の不経済（agglomeration
diseconomies）
」を比較してみる。
「集積の経済」は「地域特化の経済（localization economies）
」と「都市化の経済
（urbanization economies）
」を複合した概念である。
集積地域では専門化された中間財の供給者および豊かな労働市場が存在し、また情
報の創出と流れがスムーズに行われ、外部経済
（external economies）
が発生する注３）。
集積の不経済は反対概念として、混雑の費用、例えば用水の汚染や交通費の増大など
を発生させることである。これら２つを一般的に比較してみても、依然として集積経
済が集積の不経済よりはるかに大きい。したがって、農村地域への工業誘致政策、所
得支持政策などの小規模な政策では、中山間地域の経済的活性化は難しい。なぜなら
ば、個別企業としては集積の経済が働く都市に位置したほうが、農村より有利だから
である。このように通説的な経済理論の側面からはなかなか新たな発想は生まれてこ
ない。
現在考えられる方法としては、人々の価値観の変化に基づく新たな経済活動に期待
を寄せている。人間の経済活動は一般的に「生活の物質的豊かさを追求する」ことを
目標としているが、近年、人間の欲求のなかには、物質的な欲求だけに止まらず、精
神的な欲求を含む多様な欲求を求めているのが実情である。次の図式のように、本来
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人間はいくら多くの物質を所有しても、充足することはないが、思った以上の資本主
義の生産力向上により、過去に比べより多くの人々はすでに物質的欲求の飽和状態を
体現している。

物質的欲求の充足度＝

注４）国土庁『21世紀の
国土のグランドデザイン
──地域の自立の促進と
美しい国土の創造──』
1998年３月。

注５）既存住民とニュー
カマーとの間の価値観の
差をア ブ ラ ハ ム・ マ ズ
ロー（1908-1970）の「 欲
求段階説」を借りて説明
すると、ニューカマーは
５段階を追求し、既存住
民は２または３段階の追
求に留まっている可能性
が高い。アブラハム・マ
ズローの段階説は人間の
基 本 的 欲 求を低 次から
「１段階：生理的欲求、
２段階：安全の欲求、３

所有する物質
追求する物質（欲求）

したがって上記の図式からいえば、人間の物質的欲求そのものを制約（あるいは物
質的欲求から精神的欲求への転換）することで、多様な欲求を求める人々が増えつつ
ある。彼らのなかには宗教的信仰による者もいれば、人生の価値観の変化によって行
動する者もいる。
後者の代表的存在が近年に起きている「都市住民の農村地域移住」現象である。彼
らは所得の高い都市生活を止め、所得は低くなることを受け入れて農村を生活の場と
して選ぶ。新たな農村定着地として故郷または縁故地（U-turn）と、無縁であるが、
自然が豊かに保全されている地域（I-turn）が選ばれる。このような価値観の変化が
中山間地域活性化のきっかけになり得るのかについては、今後さらなる考察が必要で
あろう。
この社会現象を日本の代表的な国土開発計画である『21 世紀の国土のグランドデ
ザイン』
（1998 年３月）で「①量よりも質、所得や収入を上げることよりもゆとり、
新しさや刺激よりもくつろぎが尊ばれるようになっている、②自由な選択と自己責任
が重視されるようになっている、③自然がかけがえのないものとして再認識され、自
然の価値により重きが置かれるようになっている、
（略）
」注４）としている。
しかし、価値観の変化という社会現象に任せておけば、中山間地域が活性化するわ
けではない。なぜならば、彼らニューカマー（new comer）は自然がより豊かに残っ
ている地域に定住することを望むし、また生活に必要な収入を新しい定住地で得なけ
ればならない。その上、彼らは全体住民の一部にすぎず、大多数を占める既存住民と
価値観がかなり異なる。一般的に既存住民のほうがニューカマーより資産が少なく、
経済的豊かさをより追い求める注５）。したがって、価値観の変化という中山間地域の
社会現象を活性化につなぐためには、自然の保全とともに産業活性化をも同時に成し
遂げる必要がある。またそのような主体性と実行力を持ち合わせない地域においては
２つの目的を同時に達成することは困難であるが、必ずしも地域だけが主体性や実行
力を持つ必要はない。
次回は、具体的な取り組みを見せている地域を事例として紹介し、中山間地域の発
展方向について提示したい。

段階：社会的欲求、４段
階：尊敬（自我）欲求、
５段 階： 自 己 実 現の欲
求」に分類した。もちろ
ん、どの社会または地域
でも住民の欲求段階は混
在しているし、必ずしも
既存住民がより低い段階
を追求しているとは限ら
ないことに留意したい。
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提

━━「地域の視点」
と
「地域主体」

言

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 客員研究員

根岸 久子（ねぎし ひさこ）

はじめに
農林業の後退で疲弊した農山村では、
「小さな政府」による「地域の自立を促す」施策
が地域の衰退を加速させ、地域生活を困難にするさまざまな問題が顕在化している。こう
した地域の現状に直面して住民自らが動かざるを得なくなったことや、政府の地域再生策
などもあり、あらためて農山村を中心とした地域の活性化問題への関心が高まっている。
そこで本稿では、各地の実践事例を通して、
「地域づくり」に必要なことは何か、そこ
でのＪＡの役割とはどのようなものかについて検討する。

１．ＪＡの地域づくりの取り組み
（１）取り組み事例
まず、本年３月 26 日に「地域社会の再生と新たな協同の可能性を考える」をテーマに
ＪＡ総研と協同組合経営研究所が共同で開催したセミナーでの実践を通してのＪＡの地域
づくりの取り組みを見てみる。
実践報告の１つは熊本県ＪＡ上益城の事例で、廃止が決まったＪＡの購買店舗を、ＪＡ
女性部支部長ら女性４人が名乗り出て、隣接のガソリンスタンドともどもＪＡから運営受
託した事例である。住民の声を聞きつつ、運営の工夫や新たな事業に取り組み、今や購買
店舗の枠を超え「地域のコンビニ」と「よりどころ」を兼ねた存在になっている。さら
に、地区内に障害者の自立を目的に農園を開設した熊本市のＮＰＯとの交流を契機に、農
産加工事業を立ち上げ、次いで交流拠点が建設されると運営母体として地元自治会も参加
する都市・農村協働型のＮＰＯを設立し、交流事業や農村レストランなどに取り組むな
ど、その活動は地域的な広がりを伴って展開されている。
もう１つは、長野県ＪＡみなみ信州の実践である。管内の松川町生田地区では、廃校計
画が表面化した地元小学校の存続を目的に住民有志が組織を結成し、山村留学などに取り
組み、さらには、住民に出資を募り、㈱活性化センター生田を設立し（現在、地域世帯の
８割が株主）
、仕事起こしを含めた地域活性化に取り組んだ。その１つが町に提案し、実
現させた宿泊・飲食・直売などを行う交流促進施設と農産物加工施設であり、同センター
が運営・管理している。その後、同センターは、ＪＡからＪＡ生田事業所内の販売店舗の
運営や女性部共同購入の配送業務を受託、さらに給油所を譲渡され、縮小するＪＡ事業を
継承している。こうした実践を土台に、現在は、ＪＡ生田事業所に同センターの拠点と、
ＪＡが働きかけ開設させた役場支所が同居し、行政・ＪＡ・住民組織の３者が協働で地域
の暮らしを支える仕組みをつくっている。以上はＪＡが組合員や地域住民の自発的活動を
支援・連携しつつ、地域づくりに取り組む事例であるが、ＪＡ福岡市の場合はＪＡ自ら地
域づくりに取り組んでいる。それはペイオフ対策としてスタートし、組合員とのきずなづ
くりと地域に存在感のあるＪＡづくりを進めるために、支店ごとに「行動計画」をつく
り、食と農を機軸とした事業活動を展開している。
「行動計画」は支店単位に職員と組合
員が協同で策定し、実践するが、組合員のニーズにきめ細かく応えるため、すべての支店
職員が事業部門と組合員組織活動の両方をセットで受け持つ「二足のわらじ」体制をと
る。いわば全員が組織担当者といえるが、こうした体制のもとで、地域を挙げた大イベン
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トに成長させた取り組みも生まれている。
さらに、わが国初の福祉専門生協で、組合員同士の助け合いで在宅福祉サービスをつく
ることを目的に、生活クラブ生協神奈川の取り組みのなかから生まれた福祉クラブ生協の
実践報告もあった。サービスを提供する組合員と受ける組合員、趣旨に賛同する組合員で
構成され、サービスを提供する組合員は、自らが「出資・労働・経営」するワーカーズ・
コレクティブ（以下「ワーカーズ」という）のメンバーとして働く。主な業種は、週１回
の消費財の宅配、家事介護、移動、食事、施設サービスなどで、現在 17 業種に 84 のワー
カーズがあり、これらで福祉生協が展開しているさまざまな事業・サービスを担う。その
取り組みの特徴としては、利用者との関係から必要なサービスを見つけ新たなサービスを
つくることと、ワーカーズをつくり活動しながらサービス提供者や利用者を見つけだし、
組合員を広げるという推進方法などがある。

（２）一貫して地域づくりに取り組んできたＪＡ
そのほかにも地域づくりに関するＪＡの取り組みは多彩だ。高齢者福祉についていえば
多彩な事業と活動を展開する長野県ＪＡ信州うえだの取り組みが知られている。そのなか
には住民の誘致運動により開設された特別養護老人ホーム（ＪＡ長野会）もあるが、誘致
にかかわった住民からの「住民が健康・福祉にかかわる力をつけることが必要」との提案
を受けＪＡが事務局となってセミナーを開講している。このセミナーはすでに 10 年余に
もなり、多数の卒業生がその力を地域で生かしている。同じく長野県ＪＡあづみも、
「助
け合いネットワークあんしん」が介護から生きがいづくりまでの広範な高齢者活動を、仕
事起こしも組み込みつつ住民参加により展開している。こうした取り組みは草の根の福祉
力を高め、地域づくりを進める確かな力となっているのであろう。
さらに、多彩な地産地消活動は地域の食と農をつなぐ結び目となっているし、生活店舗
や移動購買車により地域生活の機能維持に努めているＪＡなどもある。いずれも公益性を
有するものであり、その意味で、営農と生活を車の両輪として事業活動を展開してきたＪ
Ａは、一貫して地域づくりに取り組んできたといえよう。

２．地域づくりに必要なことは
（１）実践報告が示唆する地域づくりに必要なこと
それでは地域づくりに必要なことは何か。実践事例を参考に見てみると、共通するの
は、１つは、地域住民主体で取り組んでいることである。暮らしを脅かす事態の発生に対
し、これまでの組織の枠組みにとらわれず、目的に賛同する多様な住民が参加する仕組み
をつくり、そこでの議論や具体的な活動を通して住民力を強めつつ地域主体で推進してき
たのである。
もう１つは、取り組みが、公益的な領域を担っていることである。その活動領域はコ
ミュニティーの活性化や福祉、仕事起こし、地域資源の活用など多岐に及ぶが、暮らしや
地域の必要性が創造したものである。そして、そこには経済性だけでなく、
「安心して暮
らし続けられる」地域づくりに必要だったという、
「地域」や「暮らし」の視点が通底し
ている。農業生産にも取り組むが、生産と生活の場が一体的である農村にあっては、地域
社会の持続的発展を図る上でも、環境面からも農業の安定的展開が不可欠だからである。
さらに、行政をはじめとして地域に存在するさまざまな主体と連携していることもあ
る。地域が広域化するなかでは、それぞれの主体が事業領域ごとに取り組むのでは資源が
分散し、非効率的であるし、それは、廃止・縮小という結果を招きかねない。住民の暮ら
しの要求実現のためにも、全体的かつ持続的な地域づくりに向かうためにも、連携が必要
だったのである。
また、地域の論理を尊重し、生かしていることもある。それは地域のモノサシ（価値
観）や関係性を大切にしているということで、その活動方法にしても新しい活動主体が従
来の組織に代替するのではなく、それぞれの特質・強みを生かしている。例えば、ＪＡ上
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益城の場合、女性たちが立ち上げた新しい活動主体が、地区自治組織との連携により、そ
の人材と地縁組織の強みを生かし、活動を地域に広げている。

（２）行政の農山村活性化策を見る
次に、国の農山村活性化策について、本年３月に策定された「食料・農業・農村基本計
画」の「第１ 食料・農業及び農村に関する施策についての基本的な方針」を中心に見て
みる。
農山村活性化については「１」
（政策的な対応方向）の⑸として「活力ある農山漁村の
再生に向けた施策の総合化」を挙げ、
「農山漁村対策は、本来、農林水産業のみならず、
第２次・第３次産業、各種インフラといった関係府省の所管分野を含む施策を、地域の主
体的な努力とともに体系的に組み合わせ、関係府省の連携の下に総合的に講じられるべ
き」とうたっている。そのための政策として「６次産業化による活力ある農山漁村の再
生」
〔４−⑶〕を掲げている。
ちなみに、
「6 次産業化」については、
「第３

食料、農業及び農村に関し総合的かつ計

画的に講ずべき施策」―「３．農村の振興に関する施策」のなかで、
「農業者による生産・
加工・販売の一体化」に続き、
「農山漁村に由来する（略）あらゆる『資源』と、食品産
業、観光産業、ＩＴ産業等の『産業』とを結び付け、地域ビジネスの展開と新たな業態の
創出」
「素材・エネルギー・医薬品等の分野で先端技術を活用した新産業の創出」
「バイオ
マスを活用して、エネルギーやプラスチック等の様々な製品を生産する地域拠点の整備」
など、スケールの大きい振興策を掲げている。
また、
「第１の」
「３．政策改革の視点」として、
「農業関係団体を経由又は活用した施
策」から「可能な限り施策対象に直接作用するものに改善する」
、あるいは「意欲ある者
が主体性と創意工夫を発揮することを促す『個々の取組を大切にする施策』に転換」など
を挙げている。つまり、農業団体ではなく「個」を対象とする施策への転換といえる。
このように国の農山村活性化策の中心をなすのは、
「多様な産業による農業・農村の資
源を活用した６次産業化の推進」や、
「意欲ある農業者」という個を重視したものといえ
るが、こうした方向は、地域の視点や住民主体、地域での協同・連携による手づくり感の
ある現場の実践と比べ、かなりの温度差があるように思われる。

３．地域づくりにおけるＪＡの役割は
（１）ＪＡが地域づくりに取り組む必要性、意義
今、組合員の営農と暮らしの場では、市場原理主義的な政策のひずみが顕在化している
が、協同組合であるＪＡにとって、こうした組合員が抱える課題への対応は必須であろ
う。そして、生活空間としての地域のあり方は地域住民に共通する領域なので、地域課題
に向き合い地域づくりに取り組むことは、ＪＡの地域での存在意義を確立する上でも必要
となっているし、それは、地域住民とＪＡとの結びつきを強め、組織基盤を強化すること
にもなろう。
さらに、農政とＪＡとの関係が変化しつつあるなかで、地域社会との関係の再構築が必
要となっている今、ＪＡが地域とどのように向き合い、事業・活動を展開していくかが厳
しく問われているのである。

（２）ＪＡの役割
①地域住民が主体的にかかわれる仕組みづくり
地域づくりとは、地域住民自らが自立性の高い地域を目指して行動する営みであり、実
現に向けては多様な地域住民の参加と主体的な取り組みが欠かせない。実践事例もそのこ
とを示しているが、そのスタートはそれぞれの地域・現場において「個」の意見を聞くこ
とで、そこから生まれた具体的活動を実践しながら、人と活動を外延的に広げてきてい
る。こうした「個」としての参加が、活動への参加意識と潜在力を引き出し、地域づくり
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の推進力となっているといえる。その意味で多様な人々を地域づくり活動に誘い、主体と
しての力量を高めていくためには、
「個」としての意思反映や参加の仕組みづくりが必要
であろう。
そのためにもＪＡ組合員組織を活動目的を基本に再編することが必要であり、それによ
り多様な地域住民が活動テーマを目的に、
「個」として参加できるようにすれば、地域づ
くりの協同活動は新たな広がりと可能性を持つことになろう。

②地域づくり活動の活性化
同時に、現在取り組んでいる地域づくり活動を活性化し、参加の価値＝動機付けを強め
ることも重要であろう。その方法の１つは活動のステップアップで、ほぼ画一化された活
動の消化の繰り返しや、単発的取り組みに終わるものが少なくないが、１つの活動のなか
から次なる課題を見つけ出し、新たに活動を生み出し、活動を外延的に拡大させる工夫や
戦略が求められる。その意味で活動から事業化への可能性を追求することも必要であろう。
２つ目はグループなどの取り組み支援である。ＪＡ組織のなかにはさまざまな活動グ
ループが存在するが、趣味的・親 睦 的な範 疇にとどまっているものが少なくない。それ
らをステップアップさせるための支援であるが、例えば、活動に対する助成制度を設け、
１歩踏み出す動機付けとするなども考えられよう。すでに実施している生協によれば、助
成額が少額でも大変効果的だという。
３つ目は、ＪＡの多彩な地域活動の「見える」化である。ＪＡは、食農教育や福祉活
動、地産地消運動など、地域社会とかかわるさまざまな活動を展開しているが、残念なが
らこうした活動は外部からは見えにくく、認知度も低い。
「見える」化により反響があれ
ば実践者は意欲的になるし、知ることにより参加する人も出てこよう。ＪＡバンクだけで
ないＪＡの姿を知らせることもできる。
③事業活動の推進体制
さらに事業活動の推進方法にも工夫が必要だと思われる。実践事例が示すのは、地域の
課題から出発し、地域で対応していく、いわば地域主体で「地域」や「暮らし」の問題を
解決していることである。そこで重要になるのは、
「地域に近い」支店の役割であり、Ｊ
Ａ福岡市のように支店を軸とした活動推進が必要であろう。支店統廃合などにより地域と
ＪＡとの距離が広がっているなか、地域状況をキャッチしサポートする工夫や仕組みを講
ずるべきではなかろうか。ちなみに、退職したＪＡ職員組織（農林年金受給者組織）
、あ
るいは非常勤も含めた役員経験者の組織化を行い、店舗運営や福祉活動に取り組む事例が
あるが、そうしたＯＢ・ＯＧとの協働も検討すべきであろう。
さらに、ＪＡの総合性を生かすことも欠かせない。一般的にはＪＡ事業と地域づくり活
動がリンクしていない場合が多く、地域活動にしてもそれぞれが個別分散的な展開で、い
わばＪＡとしての一体的、総合的な取り組みになっておらず、それゆえに地域へのインパ
クトも弱い。総合性を生かした事業活動を仕掛けることで、地域づくり活動はＪＡ事業に
新たに可能性をもたらすことになるのではなかろうか。
④コーディネート機能の発揮
「安全・安心の暮らし」が脅かされている今、地域においては行政や地域組織、市民組
織などの多様な主体がさまざまな活動を展開している。しかし、それぞれの領域ごとに個
別化されている場合が多く、事例に示したような連携による地域づくり活動は、まだ少な
いのではなかろうか。
そうしたなかで、ＪＡに求められるのは、地域レベルでのさまざまな活動にアンテナを
張り、協同のネットワークを構築することや、行政や地域組織との連携・協働に必要な交
流・協議の場づくりなど、活動主体をつなぐコーディネーター役であろう。
「政策改革」
によるＪＡの役割変化が想定される今、地域におけるＪＡの存在意義を高める上でも、地
域主体の地域づくりにとっても、ＪＡはその役割を果たすことが必要だと思われる。
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読 書
の 窓 『電子書籍の衝撃 本はいかに
崩壊し、いかに復活するか？』
佐々木俊尚＝著 ディスカヴァー携書
ディスカヴァー・トゥエンティワン（2010 年４月 15 日）
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部長 主席研究員

吉 田 成 雄 （よしだ しげお）

改めて考えてみると、当たり前のことのように思っていたこ

円にして2500 円前後、だ

とが実は本当にすごいことだと思う。まず文 字の発 明であ

が、キンドルストアでは、

る。そしてその文字を書きとめる粘土板や羊皮紙、パピル

約 900円。「おまけにキンド

ス、木簡・竹簡などを経て、今日の紙の普及へとつながる

ルは一五〇〇冊も本のコンテンツを収容することができて、

意欲や努力である。製紙工業の発達が紙の大量消費を支

どんなに買ってもまったくかさばりません」。ただ残念ながら

え現代文明が成り立っているといっても過言でないだろう。

今のところは日本語のフォントが内蔵されていないので、日

もちろん筆記具の発達もすごい。それはさらにタイプライ

本語の本は購入できない。

ターから受け継いだＱＷＥＲＴＹ配列のキーボードとプリン

そして、アップル（Apple）が米国内で2010 年４月３日

ターを抜きにもはや仕 事ができないことにまでつながってい

に発売し、日本などでは５月28日に発売された「iPad」の

る。だがこれは本格的には1990 年代以降わずか 20 年程

出現である。「キンドルが書籍しか読めない専用機であるの

度で世界が変わってしまった出来事なのだ。

に対し、iPadは『汎用機』であること」が違っている。電

出版物という観点から歴史を眺めると、写本の時代が何

子書籍の購読などだけでなく、ウェブの閲覧、電子メール

千年も続いている。中国で発明されたといわれる活版印刷

の送受信、写真環境、HDビデオや音楽鑑賞、ゲームにも

術だが、活字を並べた組版による印刷は11 世紀の中国で

対応している。

行われた。ただそれが普及し世界を変えていくのは15 世紀
半ばのグーテンベルクの発明（1455 年ごろの「グーテンベ
ルク聖書」の出版）以降になる。活版の技術はその後５
世紀にわたり改良され続け、印刷の主流となってきた。
ところが、膨大な数の活字が必要な活版印刷に替わり、

こうした電子機器は今後ともさらなる改良が進み、より使
いやすくなり、世界中に普及するだろう。
先行して音楽産業が経験したことを見てみると、アナログ
のレコードがデジタルデータのＣＤに替わってしまったことにと
どまらず、音楽流通自体がドラスティックに変化してしまった。

わが国では1924 年に写真技術を応用して印画紙に文字を

AppleのiTunesミュージックストアが登場し、それまでレコー

出力して組版を行う写真植字が出現する。だがこれで終わ

ド店などで販売されていた音楽が、インターネットを介してデ

らない。わが国では、1990 年代以降ＤＴＰ（デスクトップパ

ジタルデータそのものを購入する時代になった。いまや新曲

ブリッシング）が急速に普及した。パーソナルコンピューター

も古い曲も、プロやアマチュアの曲も関係なくフラットに存在

で組版が可能になったのである。そして、活版印刷はその

するあらゆる音楽をダウンロード購入して、iPodなどの音楽

役割をほぼ終えてしまった。これもまた最近の20 年程度で

プレーヤーで再生して楽しむことができる。

生じた大変化だ。だが、この変化はこれにとどまらない。な

こうした構造変化が、出版産業にも押し寄せてきたのだ。

にしろ、ＤＴＰではすでに本そのものがデジタルデータ化され

新刊本も、古い既刊本も、プロの作家の本も、アマチュ

ているのだ。電子書籍（＝電子ブック）の出現はもはや驚く

アの書いた本も、さらにはさまざまな研究者が書いた学術書

ことではなかった。

も、たとえ紙の本としては絶版になったものでも、すべてダウ

そこに「まともな電子ブックリーダーの第一号」アマゾンの

ンロードして読むことができる。

「キンドル」 の出現である。これはアマゾン・ドット・コム

こうしたことが出版文化の否定につながると主張する人も

（Amazon.com） が 2007 年 11月19日に米 国で発 売 開

いるが、著者は「間違えてはならないのは、『電子ブックの

始。表示部は、電子ペーパーの一種であるEink（イーイン

出現は、出版文化の破壊ではない』ということです。何千

ク）を使う。携帯電話網を利用した高速通信で電子書籍

年も同じような活字形式で人々に愛されてきた本は、そう簡

や新聞記事がダウンロードできる。携帯電話会社との契約

単には崩壊はしません。（略）でも活版印刷が十五世紀に

は不要で、アマゾン・キンドルのサイトであれば通信料は

発明されて本の流通と読まれ方が劇的に変わったように、

Amazon.comが負担するので利用者には一切請求されな

電子ブックも本の流通と読まれ方を大きく変えるでしょう」と

い。

言う。

2010 年３月の時点では、42 万点もの数の書籍が購入で
きる。米国では本の多くはハードカバーで売られ価格は日本
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とにかく新たな動きから目が離せない。なにしろ変化が早
いのだから。
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《プロフィール》

『舞台と役割』
心理学博士

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）

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。

企業の発展は、
「経営」が軸になります。経営は、「生産と営業」のバランスを基本にしていま
す。生産と営業、どちらに偏っても企業にとって健全な展開や躍進は得られないでしょう。生産リ
ズムに乱れがあれば、営業は安定しません。また、営業がどんどん突出しても、生産がチグハグで
追いつかなければ、足並みがそろわず、結局安定しません。経営の躍進、躍動は期待できないで
しょう。相互に好影響をもたらすことが大切なのです。
時々妙な誤解によって起きる悲劇に出会います。会社のトップ営業社員が、新たな目標に向かっ
て退職し起業しました。営業時代のお客さまも多く居るし、人一倍の営業力もあります。前途洋々
の出発でした。しかし、１年後には破綻してしまいました。「こんなはずではなかったのに……」嘆
いても後の祭りです。何が悪かったのでしょうか。
単純な錯覚があったのです。しかし、重大なミスにつながってしまいました。お客さまも営業成
績もすべて自分の力で獲得した、という思い込みです。個人の営業力は、会社の実績を基盤にし、
会社の可能性を背景にしているのです。それを認識できず、信頼も信用も、個人の努力と実力で得
たと自分本位に勘違いをし、自立気分で動いてしまったのです。それほど思い上がっていたという
わけではないのでしょうが、自分を支えてくれている背景や環境を無視してしまったのです。
例えば、それは、
「演劇の舞台」に似ています。舞台は、主人公だけでは成り立ちません。いかに
うまい役者でも、その主人公を引き立てる脇役の存在が不可欠です。脇役は、単に脇にいる人では
ありません。脇役という役割を主体的に演じ、舞台全体にスパイスを利かせます。さらに、奥行き
ある環境を作る大道具さん、場面の強弱を効果的にする照明さんや音響さん、さまざまな役割がお
互いを引き立たせて「ハーモニー」を奏でることによって、全体に深みが増し、躍動感のある舞台
となります。
「地域」は、まるで舞台です。それぞれに個性ある「農家」そして、その個性を促進させるバック
グラウンドとしての「ＪＡ」、さらに「お客さま」、それらの気持ちのよいハーモニーによって「地
域」に躍動感が溢れ出し活性化していきます。それぞれが勝手気ままに動いていたのでは、バラン
スを欠き不協和音にしかならないのです。個々には一生懸命頑張っているものの、バラバラでチグ
ハグにしかならないからです。結果、偏ったひずみのある印象しか与えられなくなるでしょう。地
域の信頼があってこそ個々が生かされ、個々の信用が地域をさらに生かすのです。ここでも相互に
好影響をもたらすことが重要であることは、明白です。
したがって、あなたが個性を磨き上げ、果たすべき役割をしっかり演じることが、まず求められて
いるのです。そのために、あなたの心に次の５ポイントを確立してください。 そうすれば、先のエ
ピソードのように失敗したトップ営業社員になることもないでしょう。地域との「信頼と信用」を継
続してバックグラウンドとし、「地域」と共にお互いの最善の力を発揮していくことができます。
その５ポイントの心とは、
「地域と役割」のハーモニーをつくる「か・き・く・け・こ」、「か─感
動、き─気づかい、く─工夫、け─検証、こ─公共」です。
①「か─感動する心」
隣 人のしている普 通の努 力や何 気ない習 慣、 小さな成 功を素 直に受け止め、 喜びを示すことで
す。「なるほど、いいですね」と感動も表現しましょう。何か特別なことであれば、自然に感謝の心
を持つことができます。そして、感謝は「ありがとう」で表しますが、感動は、「私も君のように
やってみよう」が加わるのです。
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②「き─気づかいする心」
隣人のしている努力を助けるために、自分のできる支援、応援は何があるだろうか？と考えるこ
とです。静かに見守るのがよいのか？手を貸すのがよいのか？隣人と共に目標達成するには、何を
すればよいのか？を模索することです。「君に役立つように、ほかに何をしようかな？」と振り返る
ことです。
③「く‑─工夫する心」
自分で考えようとせず、現状に甘んじるようなマンネリを防ぎ、常に前に進むことです。努力す
るときには必ず前進を阻む障害が現れます。抑圧要因や阻害する事象、現象が起こるものです。そ
の逆境を克服し乗り切ろうとする力強さが必要です。まねや試行錯誤での前進で構いません。あき
らめず粘り強い人は、「もう１度」となります。工夫には、「次は、君と僕とで違う感じで、もう１
度」になるのです。
④「け‑─検証する心」
「思いついたら、まずは、やってしまえ」と、ひらめき第一や実践主義を優先する傾向がありませ
んか？そこで、実情を把握し一連の筋道を立てて、計画、方法を明確にします。一気に片付けるの
ではなく、１つずつ確認することです。根拠を示しながら検討をする習慣です。「これならそれぞれ
にできる。なぜならば……」が、付け加えられます。
⑤「こ‑─公共の心」
マナー、ルール、けじめ、エチケットを常に忘れないことです。遠慮したり、禁止したり、まし
て多数に埋もれていれば分からないだろうと、無視することではなく、忠告もするし、苦言も呈す
る、指摘もする、警鐘も鳴らします。ただし、相互に受容と協調、そして敬意が基本です。態度、
表情、敬語、身だしなみ、ゆとりづくりの実践が大切です。
「仲間は１人のために。１人は仲間のために。あいさつしよう」
ハーモニーの心を持って、舞台である地域において、個性の最善を発揮している自分自身をイ
メ ー ジしてみましょう。 明 日の躍 動が見えてくるはずです。 地 域（舞 台 ） の力は、 個 々を支え、
個々の力は、地域を支えます。

「地域と役割」のハーモニーをつくる5ポイント
ポイント
か─感動
き─気づかい
く─工夫

行

動

隣人の普通の努力や何気ない習慣、小さな成
功を素直に受け止め、喜びを示す
隣人の努力の推進のために、自分のできる支
援、応援を考える
マンネリを防ぎ、常に前に進む
実情を把握し一連の筋道を立てて、計画、方

け─検証

法を明確にし、根拠を示しながら検討をする
習慣をつくる

こ─公共

態度、表情、敬語、身だしなみ、ゆとりづく
りを実践する
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口

癖

「私も君のようにやってみよう」
「君に役立つように、ほかに何をしようか
な？」
「次は、君と僕とで違う感じで、もう１度」
「これならそれぞれにできる。なぜならば
……」
「仲間は１人のために。１人は仲間のために。
あいさつしよう」
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コラム

川がはぐくむ時間と空間

…某年某月
（社）ＪＡ総合研究所 専務理事

吉田 正己 （よしだ まさみ）

私は海なし県の山間部で生まれ育った。そのため、子どものころに泳いだり遊んだりした場
所はもっぱら家の裏手にある川だった。私の手元には幼いときの写真が少ないが、印象的な１
枚がある。それは、その川の小さな橋に立ち、素っ裸でおなかがぽっこり出た、３〜４歳のこ
ろの写真である。家人からは私の特徴がよく出た写真だと言っては常に大笑いされる。
私の友人の父親で写真家の島内英佑氏が、ライフワークの１つとして、四国の吉野川の風景
と人々の暮らしを 50 年間にわたり撮り続けている。50 年前の 1958（昭和 33）年〜 1959 年、30
年前の昭和 50 年代前半、10 年前、そして現在と、時代が変わる節目を定点観測の手法で、同
じ流域、時には同じ人物を追っている。この春に写真展を開催し、同時に１冊の本『セピア色
の吉野川──人と風景・定点観測 50 年』
（高知新聞社、2010 年３月）を出版した。冒頭の写真
を思い出したのは、この写真展を見ているときだった。
この作品の中には、50 年の間に全く変わってしまった風景や変わらない景色があり、そし
てそこに住む人たちの生活の変化が、撮影時の会話とともに鮮やかに再現されている。50 年
前にセピア色の写真の中ではにかんでいる少女は、当然に歳を重ね孫たちに囲まれた生活に変
わり、また、ある人は都会に出、ある人はその生涯を閉じていた。
流域の集落も同様で、道なき山奥の寒村がやがて高度成長時代に道路・橋の敷設や工場誘致
が行われ、そして現在、工場は海外に移転し過疎化や限界集落となっていく。また、上流の狭
う かい ろ

い手掘りのトンネルは、道幅ぎりぎりで自動車が行き交うようになり、いつしか迂回路の立派
な橋と引き換えに廃道となって自然に帰っていく。
この写真集を観てエッセーを読み進むうちに、心を揺さぶられるような感動を覚えた。それ
は 50 年という歳月がちょうど人間の主要なライフサイクルと合致しているためなのかもしれ
ないし、あるいは自分の歴史とオーバーラップしたせいもあるのだろう。そして何より島内氏
の半世紀以上継続する情熱と地域への想いに、だと思った。そこには時間の流れと人々の生活
のつながり、そして写真作品を通して記録物としての情報伝達力のすごさがあるからこそ、見
る者の身体にスッと染みこむように伝わるのだと思った。
当研究所の今村奈良臣所長は、常々、ものごとを研究し見極
めるには「時間軸と空間軸という２つの基本視角に立脚して思
考する」ことを教えているが、島内氏の本に触れると、その２
軸がさらに視覚に訴えることも相まってごく自然に理解できる
気がした。
くしくもこの写真集の巻頭言で作家・森村誠一氏が「川と流
域の住人との関わり合いや周辺の風物を歴史的にとらえ、川を
時間と空間の交点において立体的に再生させた」と評していた
ことと通じている。私もこの本によって自分の 50 数年にわたる
時間軸と生活・仕事・友人等の空間軸から自身を振り返るよい
機会を与えてもらったと思う。
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お知らせ
専務理事・常務理事の交代について
定款第 15 条に基づく役員任期の満了に伴い、2010 年５月 25 日に開催した通常総会において定款第 13 条
第１項に基づき理事（15 人）および監事（２人）の選任が行われ、松田克文理事（前専務理事）、丹勇夫
理事、山本雅之理事が退任し、新たに眞島誠輝理事を選任しました。
総会後の理事会において定款第 13 条第２項に基づく互選により次のとおり会長、理事長、専務理事およ
び常務理事を選任しました。なお、前専務理事の松田克文が退任し、後任の専務理事には前常務理事の吉
田正己が就任いたしました。
会

長

茂木

理事長

薄井

守（非常勤）
寛（常勤）

専務理事

吉田

正己（常勤）

常務理事

黒滝

達夫（常勤）

常務理事

眞島

誠輝（新任、常勤）

編集後記
2006（平成 18）年４月１日に発足した社団法人ＪＡ総合研究所は早くも５年目の第１四半期を終えた。
退任された松田克文・前専務理事は、当研究所の第２期「中期３カ年計画」
（2009 〜 2011〈平成 21 〜 23〉
年度）を策定し、経営理念「『食料・農業・地域・ＪＡ』等に関わる専門性の高い調査研究活動等を通じ
て、ＪＡグループや組合員はもとより広く社会に貢献できる研究所となる」を定め、その実現に向け尽力
していただいた。この理念に向かってさらに努力する覚悟をしたところである。
今号の基調テーマは、「地域の力・ＪＡの役割」として企画編集を行った。ＪＡについてさまざまな指摘
がなされる昨今であるが、ＪＡが本当はどのような役割を果たしているのかをもう一度確認してみたいと
思ったからである。
論説は、食料・農業・農村審議会企画部会長として、新たな食料・農業・農村基本計画策定に関わられ
た東京大学大学院教授鈴木宣弘氏に「新たな『基本計画』とＪＡへの期待」をご執筆いただいた。特別寄
稿として前ＪＡ中野市常務理事の前澤憲雄氏から「地域の力・ＪＡの役割──ＪＡ中野市の地域農業復権
への取り組みから」をご執筆いただいた。また元ＪＡ甘楽富岡営農事業本部長の黒澤賢治氏とＪＡ富里市
常務理事の仲野隆三氏による「対談＋提言

ＪＡが地域の力となるために」、ＪＡ長野厚生連・佐久総合病

院地域ケア科医長の色平哲郎氏への提言インタビュー「農村医療とＪＡの病院が果たす役割──佐久総合
病院とメディコ・ポリス構想」は最前線で活躍中の方々に直に語っていただいた。また、小林元主任研究
員による研究ノート「地域農業におけるＪＡの機能・役割──類型と事例分析」、および根岸久子客員研究
員による提言「地域活性化につながる地域づくりに必要なことは──『地域の視点』と『地域主体』
」も基
調テーマを意識して執筆していただいたものである。刺激に満ちた誌面ができたと考えている。特に黒澤
賢治氏の「これから地方発でさまざまな産業をやっていく上では、ＪＡは地域の共有の財産だと、私はそ
う思っている」という言葉は忘れがたい。
なお、今号の編集では、基礎研究部の藤本恭展主任研究員に、長期療養中の小川理恵主任研究員に代わ
り編集作業を助けていただいた。また私も４月半ばから５月初旬には手術などで長期間仕事ができなかっ
た。このためさまざまな方々からご忍耐と心温まるご支援を賜った。この場を借りて心から感謝を申し上
げたい。

ツバメの巣

人の情けや

薫る風
（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）

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

社団法人ＪＡ総合研究所『ＪＡ総研レポート』編集部
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光文恒産ビル７階
宛
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