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コラム

TPPは優先課題ではない〜それは極めて危険な選択〜

2010 年 11月13 〜 14日横浜市内で開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）
注１）TPPは2006年５月
に発効したチリ・ニュー
ジーランド・シンガポー
ル・ブルネイ４カ国の自
由貿易協定。原則例外無
しの完全な貿易自由化を
実 現する広 域FTAで、
限られた一部品目の輸入
関税も原則10年以内に撤
廃される。現在、アメリ
カ・オース ト ラ リ ア・
ペ ルー・ ベ ト ナ ム・ マ
レーシアが参加を表明し
ている。次いでコロンビ
アやカナダも参加の意向
を示している

首脳会議で、菅直人首相は、「環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）注１）の関係国と
協議を開始する」 方針を明らかにした。10月１日の所信表明でTPP参加に言及して以来
の短兵急の判断を、多くの国民は「あまりに唐突ではないか」と受け止めたに違いない。
なぜそれほど急ぐ必要があったのか。その背景には２つの事情があったものと思われる。
１つはアメリカの新たな通商戦略。11月の中間選挙で与党民主党の苦戦が予想された
オバマ政権は、アジア太平洋地域への輸出拡大と国内雇用増大をアピールするため、
TPPへの積極的な参加方針を打ち出し、本年（2010 年）春ごろからTPP拡大への強い
期待感を表明していた。
21 の国と地域が加盟するAPECには、東アジア自由貿易圏協定（ASEAN諸国＋日中
韓の３カ国）や東アジア包括的経済連携協定（ASEAN諸国＋日中韓など６カ国）という
複数の構想があり、これらを包括するアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の実現に向け
て検討を続けてきた。しかしAPECでの毎年の議論は前進しないまま、多くの国が２国間の
FTA（自由貿易協定）やEPA（経済連携協定）を結んで自国企業の利益拡大を追求し
てきたのである。
こうしたなかでオバマ政権は、APECの枠内で先に発足した４カ国による広域FTAの
TPPを北米自由貿易協定（NAFTA）とブリッジさせ、太平洋をまたぐ拡大TPPでの主導
権を強めようとする新たな通商戦略の実行へ踏み切った。本年１月にASEAN ６カ国との
広域FTA（ACFTA）を締結した中国を牽 制しようとするアメリカの意図は明らかである。
アメリカ側のこうした動きに相乗りし、TPPを隠れみのにして日米・日豪の実質的な２国間
FTAの利益をも実現しようとしているのが日本の輸出産業であり、このもくろみをもって菅政

注２）2009年５月18日開
催の「産業構造審議会通
商政策部会（第９回）
」
の議事録によると、委員
の１人は「今度のAPEC
について、勉強する、研
究するのはもうやめてほ
しい。『勉強』＝『やらな
い』と同義語のように見
える。やることの姿勢を
見せるためにも、TPPに
日本が入るとの方針を外
に示すべきだと思う」と
発言している（経済産業
省のホームページより）

権へ強く働きかけたものと推測される注２）。
２つ目は日本企業の生産拠点の海外移転によって２国間FTAの実効が縮減してきたと
いう状況変化である。すなわち、日本が他国との２国間FTAをいくら増やしても、世界中に
生産拠点を移転した日本企業の輸出商品にFTAの関税免除の恩恵をすべて与えることが
困難となってきた。WTOドーハ・ラウンドが漂流するなかで、主要国は２国間FTAと広域
FTAとを組み合わせた重層的な自由貿易のネットワークの拡充にしのぎを削っているが、日
本の輸出産業の間ではこれに乗り遅れるわけにはいかないとの焦りが強まってきたのである。
しかし、すべての関税撤廃が「弱肉強食の闘い」の行き着く先へつながるのは必至で
ある。TPPは日本の農林漁業全体を壊滅させる危険に加え、地方経済の崩壊、国内経
済の完全な空洞化、自然環境の疲弊などによる社会と政治のさらなる不安定化をもたらし
かねない。一部の輸出企業の「乗り遅れてはならない」との焦りを国民全体の危機感のよ
うに仕立て上げる世論誘導で、行き詰まった外交問題などを糊塗するような選択肢は長続き
しない。今こそ優先して取り組むべき課題は持続可能な日本の社会と経済の実現である。
TPPではない。
（社）ＪＡ総合研究所 理事長
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薄井 寛 （うすい ひろし）
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農業の６次産業化の先端から見えるもの
━━イノベーション、ネットワーク、コーディネーター

論 説

（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）

１．「６次産業化」の原典を読み返す
「６次産業化」という言葉を最初に使いそれを理論化したのは現在、当研究所研究
所長の今村奈良臣東京大学名誉教授である。かつて財団法人 21 世紀村づくり塾（現、
財団法人都市農山漁村交流活性化機構）の副塾長であった今村氏は 1994（平成６）年
ごろから全国各地の村づくり塾や農民塾、あるいはＪＡや市町村主催の講演会などで
地域を豊かにするために「農業の６次産業化の推進に全力を挙げよう」と説いてきて
いた。
今村氏は、この「６次産業」という概念を大分県にある大分大山町農業協同組合の
事業活動をつぶさに見ることによって発見したと語っている。
「梅栗植えてハワイに
注１）
第１次NPC運動は、
1961年に開始された。梅
栗植えて所得を増やそう
との思いをＮＰＣ＝New
Plum（ 梅 ）and Chestnuts（栗）に込めてい
る。1965年 か ら は 第2次
NPC運 動を開 始し、 所
得ばかりでなく心も豊か
な人をつくろう！という
運 動（NPC＝Neo Personality Combination）
を、1969年 か ら は 第3次
NPC運 動を開 始し、 農
村こそ真のパラダイス、
理想的な生活圏になる！
という運動（NPC＝New
Paradise Community）
として展開している。詳
細は、大分大山町農業協
同組合のWebサイト
（http
://www.oyama-nk.com）
参照
注２）『所長の部屋④』
「2010年１月13日 第128
回『農業の６次産業化』
の路線提起の歴史を問う
──年頭にあたり読者の
質問に答える──」（『Ｊ
Ａ総研レポート特別号』
22基─No.3、2010年９月、
77〜80ページ）

行こう！」というキャッチフレーズのもと、同農業協同組合が 1961（昭和 36）年に取
り組みを開始した第１次ＮＰＣ運動注１）以来、貧しかった山村、大山のムラおこしは
果樹農業や新たな「高次元農業」へと転換を図りながら組合員の所得向上への取り組
みを進めてきた。
また、
「農業者によるバザール」をうたう直売所「木の花ガルテン」の展開など新
しい販路開拓に積極的に乗り出していた。
今村氏が「６次産業」の概念を定式化したのは、1998 年３月に初版が印刷された
（財）21 世紀村づくり塾の「地域リーダー研修テキストシリーズNo.5」の『地域に活
力を生む、農業の６次産業化──パワーアップする農業・農村』においてである。そ
の前年の 1997 年 12 月に発行された同シリーズNo.4『農業の第６次産業化をめざす人
づくり』では「１次産業＋２次産業＋３次産業＝６次産業」というように考えていた
が、足し算という考え方では不十分で、
「１次産業×２次産業×３次産業＝６次産業」
というように掛け算で考えていくべきだと考え、修正している注２）。今村氏は『地域
に活力を生む、農業の６次産業化』でその理由を２つ挙げている。
「第一の理由は、農業や農村が衰退してしまっては、０×２×３＝０となって６次
産業の図式は成り立たなくなるからである。農業・農村に活力があり元気があってこ
そ６次産業が成り立つことを忘れてはならない」
「第二の理由は、６次産業が本当に
成功を収めるためには、１次産業、２次産業、３次産業の単なる寄せ集め（つまり足
し算）では不充分で、１次、２次、３次産業の有機的・総合的結合（つまり掛け算）
をはからなければならない」との考えからである。
また、
「農業の６次産業化とは判りやすく言えば、近年の農業は農業生産、食料原
料生産のみを担当するようにされてきて、２次産業的な分野である農産物加工や食品
加工は、食品製造の企業にとりこまれ、さらに３次産業的分野である農産物の流通や
農業・農村にかかわる情報やサービス、観光なども、そのほとんどは卸・小売業や情
報サービス産業、観光業にとり込まれているのであるが、これらを農業の分野にとり
もどそうではないかという提案である」と記している。

２．６次産業化と政策
今日の農業は、それを「６次産業化」と呼ぶかどうかにかかわらず、すでに「農業
経営であるからと言って、その活動の領域を狭義の農業に限定する必要はない。今日
2 《論説》農業の６次産業化の先端から見えるもの
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の農業は、食品産業（加工・流通・外食）との多様な結びつきのなかで、あるいは観
光や教育・交流のビジネスとの関係を深めるなかで、自らの活路を見出すタイプの産
注３）生源寺眞一『現代
日本の農政改革』（東京
大学出版会、2006年、９
ページ）

業となっている」注３）
こうした農業経営の領域の再定義は政策にも変化を生じさせた。2005 年度から始
まった農林水産省の「食料産業クラスター展開事業」もその１つだろう。地域の食品
産業が中核となり、農林水産業やその他関連産業などとの連携による「食料産業クラ
スター」の形成を促進し、国産農林水産物を活用した新商品開発や販路拡大の取り組
みなどへの支援を行うというものだ。

注４）
「中小企業者と農林
漁業者との連携による事
業活動の促進に関する法
律」（農商工等連携促進
法、平成20年法律第38号、
2008年５月23日公布、７
月21日施行）の目的は、
中小企業者と農林漁業者
とが有機的に連携し、そ
れぞれの経営資源を有効
に活用して行う事業活動
を促進することにより、
地域を支える中小企業の
経営の向上および農林漁
業 経 営の改 善を図るこ
と、とされている

「中小企業の
また、2008 年７月に施行された農商工等連携促進法注４） においては、
経営の向上」という目的が併せて存在するとはいえ、６次産業化を強く意識した政策
の手段としての立法措置であったといえよう。
そして、今日、６次産業化法案（2010 年３月 12 日閣議決定）において「六次産業化」
というフレーズが法律案の名称としてストレートに使われるまでに至っている注５）。
その後、同法律案は修正され、
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創
出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
（2010 年 12 月３日公布）と題名
を変えたが、新たに加えられた前文に「六次産業化の取組」や「六次産業化を推進」
といった文言が使われている。

３．デフレ経済と需要創出型６次産業化への期待
先述のとおり、農業の６次産業化とは「２次産業的な分野である農産物加工や食品

注５）「農林漁業者等に
よる農林漁業の六次産業
化の促 進に関する法 律
案」（６次産業化法案、
2010年３月12日 閣 議 決
定）は、農山漁村におけ
る６次産業化を総合的に
推進するための第１歩と
して、農林漁業者等によ
る農林漁業及び関連事業
の総合化を促進するため
の措置を講ずることによ
り、農林漁業経営の改善
を図り、農林漁業の持続
的発展と農山漁村の活性
化への寄与を目的として
いる
注６）2010年７月２日に
開催された「第８回ＪＡ
人づくり研究会」（事務
局：ＪＡ全中教育部）に
おける明治大学教授小田
切徳美氏の報告

加工は、食品製造の企業にとりこまれ、さらに３次産業的分野である農産物の流通や
農業・農村にかかわる情報やサービス、観光なども、そのほとんどは卸・小売業や情
報サービス産業、観光業にとり込まれているのであるが、これらを農業の分野にとり
もどそう」という考えであったことを示した。だが、こうした論理が生まれた当時の
経済と、デフレ経済で全体のパイが縮小している今日では、
「とりもどそう」とする
考え方だけでは片付けられない現実が存在しており、新たな論理構築が必要になって
いるといった指摘が明治大学の小田切徳美教授からなされている注６）。
農林水産省『食料・農業・農村白書』には、同省が総務省ほか９府省庁「産業連関
表」を基に試算した「食用農水産物の生産から飲食費の最終消費に至る流れ」が示さ
れている。2009 年版の同白書には 2005 年の試算値が示されている。2010 年の試算値
があれば、デフレ経済が続くなかでさらに縮小トレンドが見えるものと思われるが、
ここでは 2005 年試算値と、2000 年試算値（2008 年版の同白書掲載）との比較をしな
がら見ていくことにしたい（図参照）
。
わが国の飲食費の最終消費額は、2000 年の 80.3 兆円から 2005 年の 73.6 兆円に顕著
に縮 小した。 その最 終 消 費 額の内 訳を見ると、 生 鮮 品 等が 2000 年の 15.1 兆 円から
2005 年の 13.5 兆円に、同様に加工品が 41.5 兆円から 39.1 兆円に、外食が 23.7 兆円から
20.9 兆円にと縮小している。
デフレ経済のもとで所得が伸び悩み、経済格差の拡大と失業、貧困の問題が顕在化
している上、さらに高齢化・少子化と人口そのものの減少が始まっている。市場は確
実に顕著に縮んでいる。
では、食用農水産物の生産から順に見てみよう。2000 年には、食用農水産物の国内
生産が 12.1 兆円あったが、2005 年には 9.4 兆円と大幅に減少している。生鮮品の輸入
を見ても 2000 年の 3.2 兆円から 2005 年には 1.2 兆円に減少している。
次にその仕向け先である加工・流通を見てみると、国内生産から直接消費向けが
2000 年の 7.8 兆円から 2005 年には 3.0 兆円に減少している。また、生鮮品の輸入から
の直接消費向けは 1.4 兆円から 0.3 兆円に減少した。国内生産から加工向けを見ると、
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図注１）食用農水産物に
は、特用林産物（きのこ
等 ） を含む。 精 穀（ 精
米、精麦等）、と畜（各
種 肉 類 ）、 冷 凍 魚 介 類
は、食品製造業を経由す
る加工品であるが、最終
消費においては「生鮮品
等」に含めている
図注２）旅館・ホテル、
病院等での食事は、「外
食」ではなく、使用され
た食材費をそれぞれ「生
鮮 品 等 」 および「 加 工
品」に計上している
（資料）総務省ほか９府
省庁「産業連関表」をも
とに農林水産省が試算し
たもの

【図】 食用農水産物の生 産 か ら 飲 食 費 の 最 終 消 費 に 至 る 流 れ （ 2 0 0 0 年 、 2 005 年）
食用農水産物
2000 年
国内生産
↓
2005 年
2000 年
生鮮品の輸入
↓
2005 年

国内生産から

2000 年
↓
2005 年

直接消費向け
7.8 兆円
↓
3.0 兆円

加工向け
2.9 兆円
↓
5.8 兆円

外食向け
1.4 兆円
↓
0.6 兆円

生鮮品の輸入から

2000 年
↓
2005 年

1.4 兆円
↓
0.3 兆円

1.2 兆円
↓
0.7 兆円

0.7 兆円
↓
0.1 兆円

１次加工品の輸入
2000年 0.5兆円
↓
2005年 1.4兆円

2000 年
↓
2005 年

生鮮品等
15.1 兆円
↓
13.5 兆円

最終製品の輸入
2000 年 1.9 兆円
↓
2000 年 3.9 兆円

加工品
41.5 兆円
↓
39.1 兆円

資料：農林水産省『食料・農業・ 農 村 白 書 』 2 0 0 9 年 版 、『 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 白 書

注７）イノベーションと
は、ヨーゼフ・Ａ・シュ
ンペーターの『経済発展
の理 論 』（1912年 ） では
「新結合」とされたもの
であり、単なる技術革新
のことではない。今日、
「需要創出型のイノベー
ション（demand-creating
innovation）」が図られ
る必要があると、東京大
学大学院経済学研究科の
吉 川 洋 教 授がその著 書
『いまこそ、ケ イ ン ズと
シュンペーターに学べ─
─ 有 効 需 要とイ ノ ベー
ションの経済学』（ダイ
ヤ モ ン ド 社、2009年、
269ページ ） で強く指 摘
している。また、今村奈
良臣東京大学名誉教授
は、 イ ノ ベーションを
（１）人材革新、（２）情
報革新、
（３）技術革新、
（４）経営革新、（５）販
売革新、
（６）組織革新、
（７）地域革新という７
分 野でとらえるととも
に、農業・農村・ＪＡに
おいては、これらの７分
野の総力戦が必要である
ことを強調している

12.1 兆円
↓
9.4 兆円
3.2 兆円
↓
1.2 兆円

外食
23.7 兆円
↓
20.9 兆円

飲食費の最終消費
80.3 兆円
↓
73.6 兆円

参考統計表』2008 年版により作成

2000 年の 2.9 兆円から 2005 年には 5.8 兆円に増加している。ただし、生鮮品の輸入か
ら加工向けは、1.2 兆円から 0.7 兆円に減少している。また、１次加工品の輸入を見る
と、2000 年の 0.5 兆円から 2005 年には 1.4 兆円に増加している。さらに、最終製品の
輸入についても、2000 年の 1.9 兆円から 2005 年には 3.9 兆円に増加している。最後に、
外食向けについて見ると、国内生産からは 2000 年に 1.4 兆円であったものが 2005 年に
は 0.6 兆円に減少している。生鮮品の輸入からは 2000 年の 0.7 兆円が 2005 年には 0.1 兆
円に減少している。以上のように国内生産からの仕向け先としては、加工向けが大き
く伸びているほかは、大幅に減少している。
では、こうした全体のパイが縮小するなかで、６次産業化はその成果を期待できな
いと考えるべきなのだろうか。
「とりもどす」ことが可能な金額は年々減少している
のだ。だが、そもそも６次産業化とは、加工品の製造販売への取り組みだけにとどま
るものではない。観光や情報サービス業、農家レストランなど地域おこしへのさまざ
まな工夫が求められる総合的な取り組みなのである。確かにデフレ経済のもとで地域
の所得を増やしていくことはたやすいことではない。
ここで常識や既成概念に縛られない自由な発想が求められる。これまで思い付かな
かったような新しい組み合わせ、新結合＝イノベーションが不可欠なのだ。つまり６
次産業化は、これまでもそうであったように、そしてこれまで以上に「需要創出型の
イノベーション」 注７） を伴う取り組みとしてとらえるものではなかろうか。つまり
「とりもどす」にとどまらず、積極的なイノベーションによって新しい市場、新しい
需要を「創り出す」ことこそが今日の６次産業化である。

４．農業・農村の６次産業化の先端を見る
最後に、農業・農村の６次産業化の先端を走る取り組みから見えてくるものを指摘
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することとしたい。
今号の基調テーマは、
「農業・農村の６次産業化の先端を見る」である。以下の各
稿では、広島県の「世羅高原６次産業ネットワーク」
、北海道のＪＡ中札内村の「急
速冷凍エダマメの生産・販売と世界ブランドへの取り組み」
、熊本県のＪＡあしきた
注８） 執 筆に当たって
は、 直 接の取 材のほか
『農業協同組合新聞』
2010年10月20日号の特集
「明日の日本農業を拓く
ために」など、および2010
年10月８日に開催された
「第９回ＪＡ人づくり研
究会」
（テーマ：農業の
６次産業化で地域を興す
──人材をいかに増やす
か──）での実践報告を
参考にさせていただいた

の「農畜産物直販ネットワークの構築」を取り上げ紹介する注８）。
ここでは、これらの取り組みを、
（１）イノベーション、
（２）ネットワーク、
（３）
コーディネーター、という３つの要素で見てみよう。
まず、世羅高原６次産業ネットワークでは、組織づくりにおける新たな結合（イノ
ベーション）を見ることができる。1998 年１月に設立された世羅高原６次産業推進協
議会には当時の世羅郡内にあった３つの町をまとめ推進事務局を設け、ＪＡ尾道市世
羅地域本部、広島県の尾三地域事務所地域営農課（現、東部農林水産事務所尾道農林
事業所）を加えた担当者会議を設置している。
そして 1999 年７月には世羅高原６次産業ネットワークを設立している。このネッ
トワークには 2010 年 10 月現在、フルーツや花の観光農園、加工グループ、田舎レス
トラン、産直市場、直売農園、地域農業集団、県立世羅高校、ＪＡといった 61 団体が
参加している。2006 年４月にはこの任意団体のネットワークの会員が出資し中小企業
等協同組合法による協同組合夢高原市場を拠点施設とする新たな事業展開を開始して
いる。
世羅高原６次産業ネットワークでは、現在、町中を「日本一大きくて美しく豊かな
農村公園『せら夢高原』
」にするという新たな目標の実現に向けた取り組みを開始し
ている。ここには、
「需要創出型のイノベーション」を見ることができるのではない
かと考えている。
そしてこのケースで見逃すことができないのは、こうした取り組みを支え、継続的
に推進させるためには優れたコーディネーターの存在があったことである。
2010 年のノーベル化学賞を受賞した鈴木章・北海道大学名誉教授とアメリカの根岸
英一・パデュー大学特別教授らの業績は「有機合成におけるパラジウム触媒クロス
カップリング」である。本来ならばマイナスの電荷を持つ炭素同士は反発して「合
成」することはできないが、触媒を使うことによってその不可能を可能にする合成反
応を開発したことが高く評価されたものだ。
もちろん、世羅高原６次産業コーディネーターの後由美子氏の取り組みはそれ以上
の意味を持っているが、コーディネーターの役割を、この触媒に例えることができる
のではなかろうか。
次に、北海道ＪＡ中札内村の冷凍エダマメ事業を見てみると、現在では、同ＪＡ管
内のエダマメの作付面積 577ha、生産量 2492 ｔという大産地を形成している（2009 年
度）
。
同ＪＡは 1992 年に冷凍加工工場を新設しエダマメ事業に参入した。しかし、販路
が無く事業は 12 年連続の赤字であった。そうしたなかで 2002 年にＪＡ中札内村の代
表理事組合長に就任した山本勝博氏は、講道館柔道の７段という柔道家であり組合長
就任前は柔道の指導者として選手の育成に尽力してきた。こうした柔道で培った各界
に広がる人脈というネットワークを生かし、組合長自ら冷凍エダマメの販路を開拓し
た。販売先を確保したことにより増産が可能となった。そこで 2005 年にはより鮮度
の高い冷凍エダマメを生産しブランド力を高めるため工場を増改築した。また、フラ
ンスから高価な大型収穫機を購入し、１日 60 ｔ以上の収穫が可能となった。圃場で収
穫してから３時間で加工し冷凍保存する。つまり仕組みや技術のイノベーションであ
る。工場では選別・塩ゆで・液体窒素による瞬間冷凍が行われ、抜群の鮮度・鮮やか
な緑色の冷凍エダマメが生産される。生協や大手居酒屋チェーンなど 180 社以上と取
引があり、32 都道府県の学校給食にも使われている。また、アメリカ、ロシア、ドバ
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イなどへの輸出も行っている。これもまた「需要創出型のイノベーション」の典型例
と考えている。
山本組合長という優れたリーダーであり地域振興のコーディネーターを得て中札内
村は活力を回復している。現在、ＪＡ中札内村の組合員１戸当たり農業所得は 1844
万円（2008 年度、農林水産省北海道農政事務所調べ）だという。
もう１つのケースは、熊本県ＪＡあしきたである。特産品の甘夏やデコポンという
かんきつ類を使った加工品の生産・販売やファーマーズマーケットなどといった６次
産業化を基盤にした地域振興への取り組みが行われている。ここでは促成栽培よりも
普通栽培の生産拡大への取り組みを進めている。それは規格の集約や生産体系の見直
しにより「旬の農産物を一番いい時期に出荷しよう」というのだ。旬の時期に出荷す
ると出回り量が多くなり市場取引価格は低下し、生産者の手取り減になる。これが常
識だ。このためＪＡが買い取るシステムをつくり、生産拡大分は加工原料用とし、加
注９）柳京熙「農業のイ
ノベーションとは『気づ
き』 と『 穴 埋め』」（『 Ｊ
Ａ総研レポート』2009春
vol.9、基調テーマ「逆転
の発 想とイ ノ ベーショ
ン 」、13ページ ） で、 イ
ノベーションをもたらす
意 識と実 践に注 目し、
「それぞれの人が常に考
え、実践しているからこ
そ、それがイノベーショ
ンになり得ると考え、筆
者はそれを『気付き』と
『穴埋め』という言葉で
定 立したい」 としてい
る。本稿での「発想のイ
ノベーション」も同様の
意味で用いている
注10）川上修、高峰博
美、今村奈良臣「対談
地元の 宝探し で農業
に力を」（ 特 集「 新たな
協同」が可能にする地域
農業の再活性化──農商
工連携による地元の 宝
探し で農 業に力を）、
全国農業協同組合中央会
『 月刊ＪＡ』2009年10月
号、vol.656

工事業全体の拡大につなげるという。ここには「発想のイノベーション」注９）や「需
要創出型のイノベーション」を見ることができる。
また、加工事業拡大のために「ＪＡあしきた農産物直売ネットワーク協議会」を組
織している。熊本県内外のＪＡグループ、行政、学校、メーカーや小売店、マスコミ
関係や歌手など 120 に上る団体・個人が参加し、必要に応じ新たな加工品開発や販路
拡大、宣伝などを行っている。農業関係、産業界、官界、大学等、消費者、といった
「農・産・官・学・消」のネットワークの広がりを活用する典型であろう。ここにお
いても、ＪＡあしきたの代表理事組合長である高峰博美氏注 10） のリーダーシップと
コーディネーターとしての能力が発揮されていることが分かる。
以上のいずれの場合にも何らかのイノベーション、ネットワーク、コーディネー
ター（あるいはリーダー）の存在が農業・農村の６次産業化の起点となり、さらにそ
の先へ向かう力となっている。
本稿ではイノベーションについて、限定的な定義をすることを意識的に避けた。イ
ノベーションには、さまざまなとらえ方があるが、前掲の注７に示したとおり、農
業・農村・ＪＡにおいては、
（１）人材革新、
（２）情報革新、
（３）技術革新、
（４）
経営革新、
（５）販売革新、
（６）組織革新、
（７）地域革新、の７つの分野の総力戦
が必要であるとする今村氏の指摘をあらためて記しておきたい。これは農業の６次産
業化に取り組む最先端の人々が日夜奮闘している取り組みの広がりや深さを表すもの
でもある。
当然だが、決して最先端の取り組みに一足飛びに到達することはない。前掲の注９
に示した柳氏の指摘のとおり「それぞれの人が常に考え、実践しているからこそ、そ
れがイノベーションになり得る」のであり、
「気づき」と「穴埋め」という、日々の
真 摯で継続的な改善の積み重ねの結果がイノベーションをもたらすのだと思ってい
る。イノベーションとは天才のひらめきではない、このことを読み取っていただけれ
ば幸いである。
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現地報告

６次産業化をキーワードに豊かな地域づくりを実現
━━広島県世羅高原６次産業化の取り組み
（社）ＪＡ総合研究所 企画調整室長 主任研究員

小川 理恵（おがわ りえ）

１．はじめに
広島県中央部に広がる世羅高原。標高 350 〜 500 ｍに位置し、古くから穀倉地帯と
して栄えた典型的な中山間地である。世羅郡の旧甲山町・世羅町・世羅西町は、2004
年に合併し世羅町となったが、この世羅町一帯を世羅高原と呼ぶ。
世羅高原では、衰退しつつある地元農業の活性化を目指し、地域の特性を生かした
農業の６次産業化に、町と地域とが一体となって取り組み、生産者などによる「世羅
高原６次産業ネットワーク」を組織することで、地域農業を見事に復活させ、魅力あ
る地域づくりを実践・成功させている。
「６次産業」とは、農業や水産業などの１次産業が、食品加工（２次産業）
・流通販
売（３次産業）にも業務展開している経営形態を表す、当研究所の今村奈良臣所長が
提唱した造語で、そうした経営の多角化を「６次産業化」と呼ぶ。ここでポイントと
なるのが、１次産業＋２次産業＋３次産業＝６次産業という足し算ではなく、１×
２×３＝６という掛け算でとらえることである。これは、１次産業（農業）が衰退
（０）してしまったら、どんなに２次産業（製造）
、３次産業（販売）に力を入れよう
とも、０×２×３で結果は０になってしまう、ということと、６次産業が単なる１
次・２次・３次の寄せ集めではなく、それぞれが連携し合うことにより、より大きな
効果が生まれる、という２つの意味がある。つまり、農業に付加価値を付け、消費者
に提供するまでの広がりを農業経営のなかに取り込んだ「トータル産業」こそが「６
次産業」である。
世羅高原では、地域ぐるみで、真の「６次産業
化」を目指し、地域活性化を果たしている。その広

世羅町

がりの軌跡には、６次産業化を牽引力にして元気な
地域づくりを実現するための、多くのヒントが隠さ

広島市

れているはずである。世羅高原でいかにして６次産
業化が始まり、どのように取り組み、展開していっ
注１）本稿作成に当たっ
ては、2010年10月８日の
「第９回人づくり研究会」
における、世羅高原６次
産業コーディネーター・
後由美子氏の講演および
資料を参考とした

たのか、ここに紹介することにしよう注１）。

２．なぜ世羅高原で６次産業化か――６次産業化に取り組んだきっかけ
1977（昭和 52）年、世羅高原で、県の食料基地としての広島中部台地国営開発事
業が始まった。山の開発による農業振興が行われ、1997（平成９）年までの 21 年間
に 357haを開拓、19 団地 38 農園の開発団地農園が造成された。しかし、技術・環境・
販売などの問題から農園経営が行き詰まり、ほとんどすべての法人が倒産に追い込ま
れてしまう。一方、旧来からの農業も高齢化や兼業化、担い手不足により衰退し、農
地の荒廃が懸念されつつあった。このままでは地元農業が壊滅してしまうという危機
的状況のなか、1997 年の広島県「農村地域６次産業推進事業」を契機に、
「６次産業
化」をキーワードとした新しい農業振興を目指すこととなる。
「農村地域６次産業推進事業」の名のもとに、加工グループはふるさと１品運動
で、地元ならではの加工品をいくつか開発してみた。しかし、加工品を作ってはみた
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【図１】当時の世羅高原の課題（1997 年ごろ）
１次産業
・開発団地農園の失敗
・農業での経営不安定
・農業者の高齢化と担い手不足
・農地の荒廃

１次産業、２次産業、３次産業の
活動がばらばらで、
連携がとられていない状態

２次産業
・加工グループが開発した加工品
の売り場がない

３次産業
・直売所では商品が不足
・観光農園はグレード感に欠ける
・入り込み客の減少
・リピーターが少ない

ものの売る場所がない。そして町では農家が農産物を直接販売し、活性化を図ろうと
産直市場を３カ所造ったが、商品を集めきれない。一方、つぶれていく開発団地のな
かで、農園は花観光やフルーツ観光農園として生き残りを図ったが、道やトイレが汚
いなどグレード感に欠け、十分な観光客を集めることができなかった。
この時点の世羅高原は、１次産業、２次産業、３次産業、それぞれの活動を始めた
ものの、個別に行っているだけの状態（足し算）にあった。つまり、お互いの結びつ
きや連携（掛け算）がなされていなければ、６次産業化としての十分な結果は得られ
ない、という問題点が浮き彫りとなったわけである（図１）
。
そこで、この状況に危機感を覚えた県の開発担当や生活普及員たちは、町やＪＡな
ど、関係機関の連携を強め、効果的に６次産業化を進めることを目的とした協議会を
立ち上げることを提案した。

３．掛け算の６次産業化を目指して――世羅高原６次産業推進協議会を設立
1998（平成 10）年１月に、世羅高原にまたがる３町（世羅町、甲山町、世羅西
町）
、ＪＡ尾道市、普及センターによる「世羅高原６次産業推進協議会（以下６次産
業推進協議会）
」が設立される。これにより、６次産業化に向けての本格的な活動が
開始されることとなった。
この６次産業推進協議会の大きな特徴の１つは、３町にまたがる「広域連携」を実
現させたことである。広域連携により、①消費者にとって町の区分は無く、世羅郡全
体を広域農業公園と考えることで魅力が増大する、②観光・直売・加工に取り組む農
業者は３町全域におり、複数の農業者が協力することにより、グレード感や満足度が

【写真】工夫がこらされ
た色とりどりのパ ン フ
レット。ホームページも
充実（http://www.sera
kougen.jp/6jinet）
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アップする、③広報活動を世羅郡１本で実施することで効果的なピーアールができ
る、④人材・資源・環境・施設等を有効活用できる、といったメリットが生まれた。
町の垣根を越えた連携の実現は、地域をあげて６次産業化に取り組むための意識的な
基盤となり、６次産業推進協議会は、世羅高原６次産業化の縦軸となって地域活動を
推進することとなる。
世羅町、甲山町、世羅西町の３町は、後に合併し世羅町となるが、この６次産業推
進協議会において広域連携が先行して実現していたことは、町の合併が違和感なく進
んだ１つの要因になったといえよう。
６次産業推進協議会では、
「100 万人のお客様と一緒につくる人間優先せら高原」
をスローガンに掲げ、①啓発活動、②ふさわしい事業の導入と推進、③ビジョンの策
定、④研修会の開催、⑤ネットワークの育成、の５つの活動を柱にして、６次産業化
の効果的な推進を実践した。
100 万人のお客様と一緒につくる人間優先せら高原
①まずはネットワークづくり
②スローガンをたててイメージアップ
③イメージにあった品ぞろえ
④キーワードは健康
⑤あるものはすべて動員
⑥足りないものをつくる

豊かな地域づくり

４．生産者同士の横のつながりを――世羅高原６次産業ネットワークが誕生
６次産業推進協議会で、世羅高原における６次産業化の具体的なスローガンを掲
げ、６次産業化全体を結ぶ縦軸をつくることができた。次に、生産者同士が横のつな
がりを持ち、より密接な協力体制を整えること（横軸）を目指して、1999（平成 11）
年７月に結成されたのが「世羅高原６次産業ネットワーク（以下６次産業ネットワー
ク）
」である。
この６次産業ネットワークは、農業の６次産業化を目指す生産者たちの集まりであ
る。メンバー同士が連携を強め、資源や施設、技術を共有することで所得向上と就業
機会の増大を図り、世羅高原の６次産業化をより効果的に推進することを目的として
誕生した。年会費は 3000 円で、メンバーには、生産農家をはじめ、加工・販売グ
ループや農家レストラン、ＪＡや地元の県立世羅高等学校など、世羅高原に散在する
農業経営体が名を連ねている。結成当初は 32 団体であったが、2010 年 10 月現在で 61
団体が登録している。
ネットワーク会員は、①体験交流部会、②郷土料理部会、③イベント部会、④販売
促進部会、⑤生産商品開発部会、⑥研修情報部会、の６部会にそれぞれ所属し、産地
ブランド化やイベント企画、アンテナショップの開設などの活動を自らの事業にリン
クさせながら行い、それぞれの特徴を生かしながら６次産業化の相乗効果を高め合っ
ている。
（図２）
。
６次産業ネットワークとしての初仕事は、広島市の「ひろしま夢ぷらざ」
（県内各
地の特産品を販売するアンテナショップ）に、２週間限定で世羅高原の店舗を開設す
る、というものであった。現場の下見に行ってみると、指定された売り場は閑散とし
ていて、どうやったら人が集められるかメンバーたちは頭を悩ませた。そこで開催ま
での数週間、ポップ作りや消費者ニーズなど、専門の講師を呼び徹底して勉強した。
さらに、集客力を上げるためにはマスコミの力を借りようと、話題性づくりも考え
た。開催期間がちょうど夏休みに当たっていたため、売り場で子どもたちに宿題の工
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【図２】世羅高原６次産業ネットワークの構成（2010 年 10 月現在）

会

副会長（２人）

監査（２人）
※会長以下役員等は
会員から選出

理事（16 人）
フルーツ観光農園（10）
花観光農園（６）
加工・販売グループ（13）
農家レストラン（２）
産直市場（３）

会員 61 団体
（会費

3000 円／年）

体験交流部会

郷土料理部会

販売促進部会

直売農園（17）
福祉施設（１）
地域農業集団（７）
高等学校（１）
ＪＡ（１）
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世羅高原６次産業ネットワーク

会計（１人）

長

イベント部会

生産商品開発部会

研修情報部会

作を教えよう、というアイデアが持ち上がった。この作戦は功を奏し、いくつかの地
方テレビや新聞が取り上げてくれた。その結果、予想をはるかに超える人々が会場に
詰めかけ、６次産業ネットワークの初仕事は大成功のうちに終わった。以後ひろしま
夢ぷらざには年に２回出店し、年々客入り数を伸ばしているが、この活動のなかから
メンバーたちは消費者のニーズをつかみ、また接客のいろはを学び取ることができた
という。
また毎年９月には、６次産業ネットワーク主催で「フルーツ王国せら高原夢まつ
り」という大型イベントを開催している。せら高原夢まつりでは、産品販売テント
村、屋台食べ歩き街道、特産品を使ったクッキング体験、フルーツオリンピックな
ど、来客者に世羅高原の魅力を存分に知ってもらえるよう、メンバー総出で工夫をこ
らしている。毎年２万〜３万人の入場者が会場を訪れており、ＰＲ活動の格好の場と
なっている。
【写真】世羅町の特産品
「せら梨（赤梨）」を使った
ド リンク（１本120円）。
世羅高校は駅伝の名門校
でもあり、そこから「ラ
ンニングウォーター」と
いうネーミ ン グや、「 走
るナシ」のラベルデザイ
ンが生まれた

生産商品開発部会では多くの加工品を開発しているが、なかでも「世羅っとした梨
ランニングウォーター」は、部会とネットワーク会員である県立世羅高等学校の生徒
たちとの共同開発により生まれたスポーツ飲料で、2010 年３月の発売以来、半年で
10 万本を売り上げるヒット商品となっている。ちなみにこの世羅高校には、2010 年
４月に、農産物栽培から加工・販売、農業観光の企画・運営など、農業の６次産業化
について体系的に学ぶことのできる「農業経営科」という学科が新しく誕生してお
り、現在２クラス 51 人の生徒たちが在籍しているという。

【写真】「フルーツ王国せ
ら高原夢まつり」は、会
員総出の大イベント。参
加者たちの反応から、ま
た新たなアイデアがわい
てくる
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また、６次産業化というと加工品にばかり目が行きがちだが、世羅高原では、農産
物そのものに、いま一度立ち戻っているところも特徴の１つだ。①体にいいもの（機
能性のあるもの）
、②伝統的・珍しいもの・原種のもの、③おいしいもの、というコ
ンセプトをもとに、広島県農業ジーンバンク（1 万 8000 種のタネを収集）のタネか
ら、世羅高原の気候に合った新たな特産品を探し栽培している。最近になって、笹木
三月子大根という、天ぷらによく合う珍しいダイコンを発見し、栽培を始めたところ
だという。
これらの６次産業ネットワークの活動から、会員たちはどのような収穫を得ている
のだろうか。メンバー数人から話を伺った。
６次産業ネットワーク設立当初からの会員で、自家牛乳によるアイスクリーム加工
販売の「ジェラート工房ドナ」を営む岡田典子さんは、単なる乳しぼりにとどまらな
い、酪農の新しい経営方向として、牛乳に付加価値を付けて販売することを考え、ア
【 写 真 】やさしい木の香り
があふれるジェラート工 房
ドナ。定番商品に加え、
季節ごとのフルーツや野
菜を使ったものなど、常
時18種類ほどのアイスク
リームがそろっている

イスクリームの加工販売に取り組み始めた。
ちょうどそのころ６次産業ネットワークが設
立され、すぐに加入を決めたという。
「ネッ
トワークのセミナーやイベントでこれまで知
り合うことのなかった他の生産者たちと顔を
合わせることで、知らず知らずのうちに情報
交換を行っていた。そこから消費者ニーズや
観 光 客の動 向をつかむことができた。 メ ン
バー間で、共同でＰＲ活動を行ったり、お互
いに観光客を呼び込むなど連携が強まってい
る。６次産業ネットワークが自家の経営と地
域全体の活性化に与えた影響は大きい」と語
る。ジェラート工房ドナの商品は、自家店舗
のほか、年間を通じて地元の３カ所の産直市
場と、シーズン中には３カ所の花観光農園に
も置かれており、年間売り上げは 2500 万円

【写真】かめりあが手が
ける地 産 地 消の粋が詰
まった「せら弁 」。 味や
料理の組み合わせなどを
ネットワーク会員からモ
ニタリングすることも。
宮本さんは競合よりもむ
しろお互いに高め合う場
がネットワークだと言う

を超えるという。
また、60 品目の加工品の生産販売と手作
り弁当などを手がける加工グループ「かめり
あ」の代表を務める宮本真弓さんは、
「ネッ
トワークでは経営戦略や宣伝広告、マーケ
ティングや法律関係など、本格的な研修を開
催している。そこで学んだことを即経営に生
かすことができるのは大きな魅力。そしてな
んといっても、商品を販売する機会が増えた

【写真】（有）ゆう食品の
販売戦略は「生産性より
もおいしい卵」と「販売
商品のバラエティー」
。
主力商品の「もみじたま
ご」は黄身が大きくまろ
やかな味わい

ことで、 売り上げが伸びたのがうれしい」
と、６次産業ネットワーク加入による、経営
への直接的な影響の大きさを話してくれた。
一方、ネットワークが心の支えになったと
いうメンバーもいる。大型採卵養鶏業「有限
会社ゆう食品」を経営する吉宗八栄美さん
は、ご主人とともに採卵業を営んでいたが、
1997（平 成 ９） 年に社 長である夫が突 然 病
死。一時は廃業を考えたが、自分に与えられ
た仕事は夫が残してくれた養鶏だけだと思い
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直し、自らが社長となって（有）ゆう食品を引き継いだ。
「夫が亡くなり、先が真っ
暗になったとき、すがる思いでネットワークに加入した。引っ込み思案だった自分
に、ネットワークのメンバーが力をくれた。それまでは養鶏だけの世界だったが、目
の前がぱあっと開けたようだった。メンバーそれぞれの苦労が分かるから、自分もが
んばろうという気持ちになれた」と、ネットワークが精神的な支えとなったと話す。
吉宗さんは、強靱な精神力と、女性ならではのアイデアや細やかさを生かし、夫の遺
志を継いで（有）ゆう食品をさらに発展させている。年商は約５億 5000 万円にも上
り、今では西日本でも有数の大型養鶏場となっている。
６次産業ネットワークは、物理的に個々の経営を後押しする一方で、メンバーたち
の精神的な支えとなり、活動全体をバックアップする役割を果たしているようだ。メ
ンバーたちは、自らの事業と６次産業ネットワークをうまくリンクさせながら自家経
済の向上を図り、その結果が世羅高原地域全体の経済を上昇させる効果となって表れ
ている。
なお、今回は女性を中心に話を聞いたが、６次産業ネットワークの会員構成は男女
がほぼ半々となっており、お互いの特性を生かした役割分担のなかで、強い協力体制
を形成している。

５．ネットワークの集大成――活動拠点としての夢高原市場
ネットワークの活動が活発化しつつあるなか、2006 年、念願の活動拠点施設「夢
高原市場」が誕生する。世羅町と企業による第３セクターが運営する農業公園「せら
ワイナリー」のなかに店舗を構え、
「元気を売りますせら夢高原！元気を買いにせら
夢高原！」をキャッチフレーズに、①生産者による対面販売、②特産加工品のブース
販売、③郷土食の伝承、④農業・農村体験、⑤ネットワーク会員の情報発信、⑥ふるさ
と小包の発送、⑦レストランの食材提供、といった活動を行っている（図３）
。
店内は、世羅高原の旬な情報がタイムリーに分かる「情報コーナー」
、多彩な世羅
【写真】夢高原市場のお
や つ 庵 に あ る「 卵かけ
ごはんコーナー」
。 オー
プン以来絶大な人気を誇
り、休日には長い列がで
きるほど。 卵は前 出の
（有）ゆう食品のものだ

高原の商品をふんだんに集めた「産品売場」
、ふるさと小包の直送を行う「通信販売
コーナー」
、生産者が採れたての野菜や果物、加工品を直接販売する「新鮮産品ワゴ
ン販売」
、世羅高原ならではのおやつや飲み物を提供する「おやつ庵」
、郷土料理やク
【図３】夢高原市場組織体制

夢高原市場（協同組合夢高原市場）
組合員数：34 団体

出資口数：130 口
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【写真左】夢高原市場の
店 内。 世 羅 高 原の「 元
気」がいっぱいつまって
いる
【写真右】夢高原市場の
情報コーナーには、世羅
高校の生徒たちが作成し
た「せら高原夢マップ」
が設置されている。生徒
たちが、６次産業ネット
ワーク会員を１軒１軒訪
ね、それぞれの運営や活
動について丹念に調べて
作 成した手 作りのＰ Ｒ
カードが並ぶ

ラフトなど、ネットワーク会員が指導してくれる「体験コーナー」からなる。ネット
ワーク会員自らが接客に当たり、お客さまと直接話をしながら、販売やＰＲ活動を
行っている。

６．世羅高原における６次産業化の成果と成功のカギ
世羅高原６次産業化の取り組みは、全国的に見ても他の追随を許さないトップラン
ナーといえるだろう。その具体的な成果として、世羅高原６次産業コーディネーター
の後由美子氏は、①世羅高原のイメージ強化、②地域特産品の売り上げ増加、③入り
込み客の増加、④６次産業を通した仲間づくり、⑤消費者交流活動・施設の強化、⑥
若者の就農、⑦異業種との連携、⑧新しい町づくりへの展開、の８点を挙げている。
分かりやすいように、６次産業関係の売り上げ推移を見てみると、６次産業推進協議
会設立前の 1997（平成９）年には、８億 4700 万円程度だったものが、2008 年には 14
億 4237 万円にまで伸びている。同じく入り込み客数は、1997 年には 58 万人に満たな
注２）売り上げと入り込
み客数の推移の詳細につ
いては、『ＪＡ総研レポ
ート 』2010春vol.13、 今
村奈良臣「いま、なぜ、
農 村 女 性か」、 ８〜９
ページを参照されたい

かったが、2008 年には 127 万人を超えるまでに増加している注２）。
では、このように、世羅高原で６次産業化が成功したカギは何か。筆者はそのポイ
ントとして次の４点を挙げたい。
まずは１つに「気づき」と「明確な課題設定」があったことである。地域農業が衰
退するなか、６次産業化をキーワードとして新しい農業振興を目指したが、その際
に、自分たちが抱えている問題点は何かをつまびらかにし、新たな課題設定を行った
ことが、現在の発展の基礎をつくったといえる。
２つ目は、６次産業推進協議会で縦軸をつくり、６次産業ネットワークで横軸を固
めたことである。協議会の設立に当たっては、広域連携を実現させ、町の垣根を越え
て世羅高原全域での協力体制をつくることで、インパクトのある活動につながった。
さらに、生産者をネットワーク化することで、より強固な連携を可能としたのである。
３つ目として、国や県の推進事業をうまく利用したことである。事業を継ぎ目なく
活用することで、一定の成果が上がるまで継続して活動することができた（表）
。
さらに、４つ目として忘れてならないのが、コーディネーターの存在だ。前出の後
由美子氏は、広島県の元生活改良普及員であり、世羅高原における６次産業化の取り
【表】導入した事業一覧
1997 年

農村地域６次産業推進事業（単県）

1998 年

21 世紀農林水産業活性化総合支援事業（単県）

1999 年〜 2000 年 ３町事業
2001 年〜 2004 年 農山漁村活性化総合支援事業交付金事業（単県）
2004 年〜 2007 年 地域連携システム事業（農林水産省）
2008 年〜 2010 年 食品地域ブランド化支援事業（農林水産省）
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【写真】世羅高原６次産
業コーディネーターの後
由美子氏。氏が果たした
役割は大きい

組み当初から、当事業のコーディネーター役として、
６次産業推進協議会の立ち上げや、６次産業ネット
ワークの設立など、世羅高原６次産業化のすべてに携
わり、活動の下支えをしてきた。後氏の存在無しに、
この世羅高原６次産業化の成功は実現し得なかったか
もしれない。
コーディネーターの役割について、後氏は「地域の
人びとが何を求めているのかを見つけ、共通の目標を
設定し、それを成功に導くために、彼らの潜在能力を
引き出すこと」だと語る。
「１人１人の心のひだを読
み解き、彼らが求めるものの共通点をくし刺しにして
実行する。とにかく現場をよく見て深く掘り下げてい
くうちに、どう仕組めばうまく動いていくか、必ず方
向性が見えてくるもの」と断言する。
そして、成功体験を重ねることも大切だと後氏は言う。
「活動のプロセスのなか
で、成功した、おもしろい、という成功体験が感覚として蓄積されれば、それは次の
モチベーションにつながる。そう仕向けるのもコーディネーターの大切な仕事」
今号の「論説」で吉田成雄基礎研究部長が論じているように、農業の６次産業化を
継続的に推進するためには、優れたコーディネーター役が不可欠である。世羅高原の
６次産業化が、コーディネーター後氏の存在によってより効果的な活動へと発展した
ことは明らかである。後氏がいかにして６次産業化全体をコーディネートし、地域の
活性化につなげたのか、その具体的な活動については、あらためて後氏を取材し今後
紹介していきたいと思う。

７．おわりに――町全体を大きな農村公園に
６次産業６次産業と声高に叫ばれているが、６次産業化を本当の意味で実践し、そ
の活動が地域の発展につながっている事例は、実のところそう多くはないのではない
だろうか。世羅高原では、地域をあげて真の６次産業化に取り組み、地域住民たちが
誇りを持って暮らしていける「魅力ある地域づくり」を実現している。
「世羅高原の
出身です」とあいさつすると「いいところですね。うらやましい！」と言われるそう
だ。そのうれしさを、その誇らしさを、地域のみんなが知っている。
世羅高原６次産業化の活動の軌跡から、私たちは多くのことを学ぶことができる。
ただ残念なのが、その実質的な活動にＪＡが多くのかかわりを持てなかったことであ
る。６次産業化を通して地域の活性化を目指す日本中の町や村で、後由美子氏のよう
なコーディネーター役が必要とされている。その役割をＪＡが担うことはできないだ
ろうか。農業の６次産業化において、ＪＡにはまだ多くの課題と可能性が残されてい
るような気がするがいかがだろうか。
世羅高原では、現在「日本一大きくて美しく豊かな農村公園プラン」と銘打ち、さ
らなる６次産業化の発展を目指している。世羅町全域を農村公園とする日本で初めて
の斬新な公園ができる日は遠くないと感じている。
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急速冷凍エダマメを世界ブランドに！
実践報告

━━ＪＡ中札内村の６次産業化

◆◆◆◆◆◆◆

北海道ＪＡ中札内村 代表理事組合長

【略歴】
1942年３月 生まれ。 北
海道中札内高等学校卒
業。1965年 就 農。1987
年十勝柔道連盟理事長、
北 海 道 柔 道 連 盟 理 事、
1999年 中 札 内 村 村 議 会
議員（１期）、中札内村
農業協同組合理事を経て
2002年 代 表 理 事 組 合 長
に就 任。2008年 十 勝 農
業協同組合連合会代表理
事会長

山本 勝博（やまもと かつひろ）

１．ＪＡ中札内村の概況
中札内村は、北海道の十勝平野の南西部にあり、
帯広市内から 28 ㎞の距離にあります。中札内村の
人口は 4100 人ほどです。ＪＡ中札内村では原則、
職員は帯広市などからの通勤ではなく、中札内村に
住むこととしています。村内にＪＡ職員だけで、家
族を含めると 350 人以上いると思います。
私は 1999（平成 11）年にＪＡの非常勤理事にな
りました。それから３年たったところで当時の組合
長が任期満了で退任し、私が理事の互選で組合長に
選任されたのです。当時、村議会議員でしたから自分が選ばれるとは思っていません
でした。本当にびっくりしました。今から８年前の 2002 年のことです。
組合長になった翌日、直ちに全職員を集めあいさつをし、身だしなみやあいさつの
大切さを説きました。私は、長年、柔道の選手として、その後は選手を育成する指導
者をやってきました。講道館柔道７段の段位を持っています。礼に始まり礼に終わる
のは、柔道だけではないと思ったからです。当ＪＡの職員は皆が元気良く気持ちのい
いあいさつをします。見違えるほどやる気が出てきたと感じています。
なお、当ＪＡの概要は次のとおりです。
○ＪＡ中札内村の概要（2010年３月末現在）
①組 合 員 数

正 組 合 員222人、 准 組 合 員
648人、合計870人

②職

員

数

176人（工場職員を含む）

③販 売 品 販 売 高

約76億2000万円（2009年度）

④購 買 品 供 給 高

約25億円（2009年度）

⑤貯 金 残 高

約209億円

⑥長期共済保有高

約371億6200万円

札幌市

中札内村

また、当ＪＡ管内の主な農産物は、畑作４品目（小麦、テンサイ、バレイショ、豆
類）と「第５の作物」となったエダマメ、さらに「第６の作物」に育てたいと考えて
いるヤマゴボウです。また主な畜産物は、牛乳、養豚、食鶏（ブロイラー）
、採卵鶏
（鶏卵）です。
現在、ＪＡ中札内村の農家戸数は 171 戸（１戸当たりの農用地面積は 41ha）です
が、１戸当たりの平 均の農 業 所 得は北 海 道 平 均の 633 万 円に対して 1844 万円です
（2008 年度、農林水産省北海道農政事務所調べ）
。2009 年度の中札内村の農業粗生産
高はついに目標の 100 億円を超えました。

２．冷凍エダマメ事業
組合長になってまず考えたことは、経済的問題を理由とした離農者を絶対に出した
くないということでした。そのためには、ＪＡが生産・加工・販売に本格的に取り組
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み、組合員のために有利販売をしなければならないと思いました。
組合員の収入を安定させるためにＪＡで力を入れているのが、冷凍エダマメの販売
です。
中札内村のエダマメ生産は、1984（昭和 59）年に耕作者３人による手もぎ収穫で
始まりました。当時は生産量がたった３ｔという試験的な栽培でした（表１参照）
。
その後、ＪＡでは 1992（平成４）年に３億 3000 万円を投じて冷凍加工工場を新設し
てエダマメ事業に参入しています。生産者はエダマメをＪＡに出荷し、ＪＡが加工か
ら販売まで一手に行うというものです。ところが思うように作付けは広がらず 40ha
程度で生産は頭打ちとなり（表２参照）
、ＪＡの事業は毎年赤字が続き 12 年連続で赤
【表１】 中札内村のエダ マ メ 生 産 等 の 経 緯
1983年
1984年
1989年
1990年
1991年
1992年
1995年
1996年
2004年
2005年
2006年

2007年
2008年
2009年

2010年

マツダ樹生園種子圃場からエダマメとして少量手もぎで収穫し、十勝産業の農畜産物加工施設で試
験製造
耕作者３人が手もぎ収穫で製造開始（生産量約３ｔ）
枝豆作る会を設立。耕作者 20 人。群馬県松本農機から手持ち式収穫機導入。エダマメ品種は「さっ
ぽろみどり極早生（ごくわせ）」を栽培。帯広市民生協と商品開発。協同購入販売開始（生産量 10 ｔ）
エダマメ品種「白熊３号」を栽培。コープさっぽろ・釧路市民生協と協同購入販売開始（生産量 20 ｔ）
耕作者 30 人。本田農機の枝豆ピッカー 600 型を導入。日本生活協同組合連合会関東地域で一部試
験販売開始。エダマメ品種「白熊トップ」。「大袖の舞」ダイズ等試験栽培（生産量約 50 ｔ）
農産物加工処理施設（エダマメ冷凍加工工場）新設
アーサーリフト収穫機２台導入
アーサーリフト収穫機２台追加導入
十勝産業のエダマメ事業をＪＡに移管
「えだ豆羊羹」などの新商品開発
農産物加工処理施設（エダマメ冷凍加工工場）増改築
フランス製大型ハーベスター（さや付きエダマメの収穫機）１台導入
フランス製大型ハーベスター１台追加導入
エダマメを北海道産原料使用登録商品に登録
「えだ豆焼酎」販売開始
エダマメ加工製品（コロッケ、カレーなど）発売
エダマメ加工製品（プリン、そばなど）発売
エダマメ加工製品（冷や麦、そば寿司など）発売
農産物加工処理施設（エダマメ工場）増築
フランス製大型ハーベスター１台追加導入
第 58 回全国農業コンクール全国大会出場（「生産者と農協が一体となってエダマメのブランド化」
山本勝博組合長）名誉賞受賞
日本農業賞特別賞受賞
エダマメのさやをむき、豆のみを収穫する新たなフランス製大型ハーベスターを試験導入（豆ご飯
用の豆の収穫）

【表２】 中札内村エダマメ 生 産 実 績 推 移
年

度

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

作付面積
（ha）
23.10
31.00
35.90
31.50
22.00
34.98
41.90
43.00
42.62
30.00
41.80
44.39
50.60
137.10
217.64
254.58
351.99
577.56

単収
（㎏／ 10a）
416.0
18.7
758.5
480.0
300.0
568.0
515.7
578.5
625.6
369.0
615.8
162.5
538.8
639.5
582.7
445.4
534.6
431.5

生産量
（㎏）
96,096
5,797
281,995
151,200
66,000
198,686
216,078
248,755
266,631
110,700
257,404
72,138
272,633
876,755
1,268,136
1,133,866
1,881,784
2,492,169

買い入れ単価
（円／㎏）
260
260
260
200
200
200
200
200
200
180
180（220）
180（220）
180（220）
180（220）
180（220）
180（220）
180（220）
185（225）

生産額
（千円）
24,985
1,507
73,319
30,240
13,200
39,737
43,216
49,751
53,326
19,926
47,295
15,777
50,846
167,109
244,083
208,606
341,578
470,611

注：2002 年度から「いわい黒」導 入 に よ り 、「 大 袖 の 舞 」 と 「 い わ い 黒 」 を 合 算 。 単 価 の 欄 の （
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十勝産業

ＪＡ事業

） 内 は 「 い わ い 黒」 の 単 価
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【写真１】ＪＡ中札内村
が購入したフランス製の
超大型エダマメ収穫機。
合 計で３台 購 入してい
る。前方から収穫された
エダマメが、後方のホッ
パーに積み込まれる構造
だ
【写真２】このブラシの回
転によってさや付きのエ
ダマメとして収穫できる

写真１

写真２

字となりました。
私も当時は一生産者としてエダマメを栽培していたのですが、効率の良い作物だと
思っていました。ところが、2002 年に組合長になって赤字続きのＪＡ事業の実態を
知り驚きました。なぜ、黒字にならないかというと、とにかく売り先がないからでし
た。職員が冷凍エダマメの販路開拓のため、顧客先を訪問しても、商談会に参加して
も、相手先からは「検討します」と言われるだけで、結局門前払いされてしまうこと
を知りました。それなら組合長が直接行って話だけでも聞いてもらおうと営業に励み
ました。これには、柔道で築いた人脈が役に立ちました。
また、ＪＡの組合長が直接、冷凍エダマメを持参してトップセールスを行うのです
から相手先も門前払いはできません。このため大手外食店や量販店と次々に契約をし
ていくことができました。今では生協や大手居酒屋チェーンなど 180 社以上と取引が
あります。また、32 都道府県の学校給食にも使われています。
販売先があれば、増産に踏み切れるわけです。そこで、2005 年に 10 億円をかけて
工場を増改築しました。同時にフランスから１台 5200 万円する超大型ハーベスター
（収穫機）を購入しました（写真１）
。フランスではサヤインゲンの収穫用ですが、こ
れをそのままエダマメの収穫に使えたのです（写真２）
。これにより、１日 60 ｔ以上
の効率的な収穫が可能になりました。2009 年にも 20 億円をかけてさらに工場・冷凍
施設を増築しました。またこれは地域の雇用を生むことにつながっています。
工場増築に伴って、エダマメの作付面積・生産量も拡大しました。2004 年度には
50ha・272 ｔでしたが、 翌 2005 年 度には 137ha・876 ｔに、 その後も拡 大を続け、
2009 年度にはエダマメの生産農家は 104 戸、作付面積 577ha、生産量 2492 ｔ、生産
額は４億 7000 万円にまで増加しています。
当ＪＡが加工・販売する冷凍エダマメは収穫してから３時間以内に加熱処理・急速
冷凍処理し保存します。収穫期の８〜９月、残留農薬検査に合格したエダマメだけが
加工処理施設に運ばれ、選別した後、塩分 13％で３分 30 秒塩ゆでし、液体窒素を使
いマイナス 196℃で瞬間冷凍します。
「そのままえだ豆」
（１パック 300 ｇ）
、
「そのま
ま黒えだ豆」といったＪＡの商品だけでなく販売先契約者ごとに異なるパッケージで
の袋詰めまで全自動ライン化がなされています。畑で収穫したそのままの鮮やかな緑
色の商品が出来上がります。ただし、液体窒素は高価格で、約１カ月半ある収穫時期
だけで２億円ものコストがかかります。工場は衛生管理を重視して職員 120 人に食品
衛生責任者の資格を取得させました。2010 年 11 月にＨＡＣＣＰの認証取得を計画中
です。
エダマメも畑作物ですから連作障害があります。品質の良いエダマメの生産を拡大
するためには、畑作４品目（小麦・テンサイ・バレイショ・豆類）と飼料作物などで
４〜５年の輪作体系を維持しつつエダマメの栽培面積を増やす必要があります。これ
を実現したのは、ＪＡの営農指導と計画によるところが大きいと思います。５月初旬
から６月中旬ごろまでの１カ月半に行うエダマメの種まきの時期をずらして計画的な
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作付けを行います。生産者とＪＡが一体となって耕畜連携による堆肥を畑に還元する
など土づくりや減農薬・減化学肥料栽培の取り組みも行っています。また畜産農家・
酪農家が家畜用のデントコーンなどを作っている農地と畑作農家のエダマメ栽培の農
地とを「交換耕作」する取り組みも行っています。互いに連作障害を回避できるとい
うメリットがありますが、これもＪＡの指導あってこそ実現できたことだと思います。

３．さらに世界ブランドに向かって
私は、東京で開催される商談会などに年間 20 回以上出席します。職員では門前払
いされるところでも組合長が行けば話を聞いてくれます。ですから私は、組合長自ら
が率先して組合員のためにセールスマンとなり、売り先を探し歩くのは当然だと考え
ています。現在、国内での売れ行きは好調ですが、今後はほかの産地との競争激化が
予想されます。だから新しい販路を開拓したいと思っています。
2005 年以降、エダマメを使った加工品づくりにも力を入れてきました。規格外品
や、選別途中でキズがついたりしたものは、ペースト状にするなどして加工品の材料
として活用しています。加工品では、
「えだ豆羊羹」
「枝豆みそ」
「えだ豆焼酎」
「えだ
豆そうめん」
「えだ豆そば」
「ミネストローネスープ」
「えだ豆カレー」
「黒えだ豆コ
ロッケ」
「そのまま黒えだ豆納豆」
「えだ豆アイスクリーム」
「えだ豆ソフトクリーム」
「そのままえだ豆醤油漬け」
「えだ豆餃子」
「えだ豆そば寿司（のり巻・いなり）
」など
たくさんの商品を開発してきました（写真３）
。
【写真３】ＪＡ中札内村
で開発したエダマメ加工
品の数々

こうした加工品の製造は地元
のメーカーが行います。ＪＡの
事業だけが伸びても地域の振興
につながらなければダメだと考
えているからです。
当ＪＡには４つの直売所があ
り、こうしたエダマメ商品を販
売していますが、なかでも地元
の乳 製 品 メ ー カ ーと協 力して
作 ったむきエ ダ マ メが入 った

写真３

「えだ豆アイスクリーム」は人
気が高い商品です。
ただ、商品１種類ずつの売り上げは、多くても年 800 万円程度で、利益はその１割
です。やはりこれだけでは事業として成り立ちませんから、加工品はあくまでもエダ
マメそのもののＰＲと考えています。
また、海外への輸出も行っています。アメリカには 2007 年からロサンゼルスのす
し店などへ輸出しています。さらに輸出先を拡大するため、2009 年には、香港、ロ
シア、台湾、タイ、シンガポールなどに商談に行きました。2010 年には中近東のド
バイ（アラブ首長国連邦）の商談会にも出掛けました。現在、輸出先は、アメリカ、
シンガポール、ロシア、アラブ首長国連邦などです。日本食ブームを背景に安全で安
心できる食材を求める日系のスーパーマーケットや日本食レストランから引き合いが
あるのです。輸出量は、2008 年度に約１ｔ、2009 年度約３ｔ、2010 年（10 月現在）
５ｔと順調に伸びています。海外で評価されることは、国内でのブランド力を高める
ことにもつながります。目標は、エダマメの加工食品も含めて年間１億円を輸出する
ことと考えて努力しています。
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ＪＡあしきたの６次産業化・農商工連携の取り組み
実践報告

━━農畜産物直販ネットワークの構築

◆◆◆◆◆◆◆

熊本県ＪＡあしきた 総合直販部 部長

本山 優蔵 （もとやま ゆうぞう）

１．ＪＡあしきたの概況
あしきた農業協同組合（ＪＡあしきた）は、熊本県の南端に位置し、葦北郡芦北
町・津奈木町・水俣市の１市２町をエリアとする、熊本県内でも比較的規模の小さい
ＪＡです。管内は平地が少なく、入り江の多い不知火湾は、リアス式の丘陵地帯が海
岸線まで接近しています。温暖な気候と、この傾斜地を利用した果樹栽培が盛んで
す。特に中晩柑を代表する甘夏は、 田 （マルタ印）の甘夏と呼ばれ、日本一の生産量
を誇ります。そして、ユニークな形と、甘さが特徴のデコポンの産地です。デコポン
は 田 ブランド確立を目指し、1991（平成３）年に初売りされ、今では主力農産物とな
りました。ほかにも、タマネギ特有の辛味が少ないサラダ用のタマネギ「サラたま
ちゃん」
（商標登録・写真１）や「あしきた牛」
、米、花、茶などの生産が盛んです。
【写真１】

また、近年ではカキ「太秋」の振興に力を入れています。
農産加工品の生産については 1950（昭和 25）年から 2007 年までＪＡマーク商品の
めん類を製造販売してきた実績があり、これが当ＪＡにおける６次産業化・農商工連
携の原型となっています。
現在では、デコポンゼリーをはじめ多くの商品を開発し、
「食のオリンピック」と
いわれるモンドセレクションでは、
「デコポンプリンＤＸ」が金賞（2008 年、オース
トリア・ウィーン）
、
「デコポンぽん酢」が銀賞（2008 年、同）
、
「サラたまちゃんド
レッシング」が銀賞（2009 年、イタリア・ベネチア）
、
「でこぽんリキュール」が金
賞（2010 年、ドイツ・フランクフルト）
、
「デコポンジュレ」が銀賞（2010 年、同）
、
を受賞しています。
今後はさらに農家所得の向上のために、そしてＪＡ事業の大きな柱になるよう６次
産業化・農商工連携の取り組みを進めることとし、
「ＪＡあしきた農産物直販ネット
ワーク会員」の協力を得ながら、地元産、県内産農産物を使用した商品開発を進める
こととしています。
なお、当ＪＡの概要は次のとおりです。
○ＪＡあしきたの概要（2010年３月末現在）
①組

合

員

数

正組合員4691人、准組合員4689人、合計9380人

②職

員

数

正職員159人、嘱託・パート129人、合計288人

③出

資

金

16億2560万円

高

405億円

金

112億円

④貯

金

⑤貸

残
出

⑥農 産 物 販 売 高

36億円（2009年度）

⑦直

高

６億円（2009年度）

⑧「ファーマーズマーケット

８億円（2009年度）

販

販

売

『でこぽん』
」販売高

熊本市

芦北町
津奈木町
水俣市

２．６次産業化・農商工連携を基軸とする地域振興
戦後の食料不足の時代から農業者は食料の増産、そして安全・安心で高品質な農産
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物の供給に努め、卸売市場流通を基本にした生産流通の確立を図ってきました。しか
し、米の生産過剰による減反政策が始まり、農産物の輸入自由化の時代を迎え、卸売
市場では量販店主導の予約相対取引の導入など価格形成の仕組みが変化してきまし
た。また、農産物価格の低迷が続き、青果物を生産し、卸売市場に出荷するだけでは
農業経営が極めて困難な状況になっています。
こうした事態を解決するためには、いまや農業者はＪＡ組織関係者やさらには行政
とも強力な連携強化を図り、農業の再生とともに地域の振興に取り組むべき時に至っ
ていると考えております。これが、当ＪＡにおいて６次産業化に取り組む基本的な考
え方です。
こうした考えに基づいて当ＪＡでは以下のような取り組みを行っています。
（１）農産物の栽培体系や販売規格の見直し
従来の農業生産では高値販売を狙って促成栽培に取り組むことが当然とされてきま
した。しかし当ＪＡが現在取り組んでいるのは、促成栽培よりも旬の農産物を生産す
る普通栽培の生産を拡大することです。生産物の販売規格の集約や生産体系の見直し
により、農産物が一番良い旬の時期に出荷しようという取り組みです。
ただし、旬の時期に出荷すると卸売市場では安値で取引されるので、生産者の手取
りが減少してしまいます。このため、旬の農産物生産への取り組みを進める上で、Ｊ
Ａが旬の農産物を農産加工原料として適切な価格で買い取るシステムをつくりまし
た。生産が拡大した分を加工原料用とし、加工事業全体の拡大を図ることにしました。
食品メーカーによる農産加工品の原料の多くは輸入農産物によっています。その原
料として旬の国産農産物の供給を拡大していくことは、輸入農産物依存からの脱却と
国内の農業振興につながる重要な取り組みです。
現在、当ＪＡの加工事業では、デコポンのゼリー

写真２

やプリン、カスタードケーキ、アイス、ジャム、ま
た、
「サラたまちゃん」を使ったドレッシングや飲
料、ギョーザなど、ギフト用の詰め合わせ商品も含
めると 470 アイテムもの加工品商品を販売していま
す。なお、
「デコポン」のお菓子については国際的
な商標登録を行っていますので、全国ブランドの菓
子メーカーであっても当ＪＡに断りなく「デコポ
ン」を商品名に使うことはできません（写真２）
。
（２）ＪＡが関与した地域農業振興の取り組み
これまで農作業受委託事業をＪＡが行ってきましたが、2010 年４月に「株式会社
それいゆアグリ」
（代表取締役社長＝ＪＡあしきた代表理事組合長）を設立して、地
域農業の振興と生産事業の拡大を図ることにしました。
また、現在、水俣市にＪＡ食物工場の建設を計画中です。
「環境と融合した生産か
ら販売への一貫体系」を確立し、付加価値加工品開発を図ることとしています。この
計画では、
「行政とＪＡと生産者による三位一体の地域農業振興」
「地域活性化を図る
雇用の創出」
「
『水俣だからこそ』環境の町づくり」
、の３つをコンセプトにしていま
す。
（３）加工事業の拡大のためのネットワーク組織
加工事業拡大のために組織したのが「ＪＡあしきた農産物直販ネットワーク協議会
（以下ネットワーク協議会）
」です。熊本県内だけでなく県内外のＪＡグループや行
政、大学・高校、メーカー、小売店、マスコミ関係、さらには歌手など、現在では
20 《実践報告》ＪＡあしきたの６次産業化・農商工連携の取り組み
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【表】ＪＡあしきた農産 物 直 販 ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会 会 員 名 （ 順 不 同 、 一 部 の み）
ＪＡあしきた
ＪＡ熊本中央会
ＪＡ熊本果実連
ＪＡ阿蘇
ＪＡくま
ＪＡやつしろ
ＪＡかみましき
ＪＡ菊池
ＪＡ熊本市
山形県ＪＡ東根市
富山県ＪＡ氷見市
千葉県ＪＡ千葉みらい
熊本県学校給食会
福岡県ＪＡにじ「耳納の里」 道の駅「竜北」
（株）日本農業新聞
（社）家の光協会
九州農政局
熊本県産業技術センター 九州沖縄研究センター
芦北地域振興局
芦北町役場
津奈木町役場
熊本学園大学
熊本県中小企業団体中央会 （株）熊本日日新聞
（株）テレビ熊本
（株）熊本放送
らくのうマザーズ
熊本製粉（株）
（株）熊本菓房
（株）ほがや
（株）フジバンビ
（株）京まろん
浜田水産（株）
生活協同組合水光社
（株）キューネット
（株）イズミ
繊月酒造（株）
協同組合くまもと名産会 フンドーダイ（株）
（株）千興ファーム
オーティーティーロジスティックス（株）（有）はなまる社
（株）ベネフーズ
（有）福田屋
（株）丸美屋
阿蘇物産
イソップ製菓（株）
（株）イング
（株）長寿の里
ロイヤルホールディングス（株）熊本空港ビルディング（株）
（株）木村
ＪＲ九州リテール（株） （株）ゼンシン
（株）阿蘇ファームランド
（株）県民百貨店
（株）お茶の清香園
（株）くまライス
（株）吉原食品
熊青西九州青果（株）
（株）談
企画会社 Ｊ− slender
松永壮デザイナー
（有）優美堂
企画会社 ワークスタジオ花 （有）芦北総合印刷
（株）マインドシェア
（株）丸信
（株）大塚包装
コバシ（株）
歌手 際田まみ
タイガーフーズ（株）
亀萬酒造（資）

ＪＡ熊本経済連
ＪＡ熊本うき
（株）エーコープ熊本
福岡県ＪＡ糸島「伊都菜彩」
（株）パストラル
熊本県農林水産部
水俣市役所
芦北高校
（株）熊本県民テレビ
（株）マルミツサンヨー
（株）岩田コーポレーション
亀井通産（株）
高橋酒造（株）
凸版印刷（株）
（有）熊本ユタカ
（有）ソルトファーム
野田酒店
熊本エアポートサービス（株）
常楽酒造（株）
（株）はねや
サンコーコミュニケーションズ（株）
（株）湯前町アソシエイツ
旭印刷（株）
児島ダンボール（株）
（有）北部農園

資 料：「 第 ９ 回 Ｊ Ａ 人 づ く り 研 究 会 」（ 2 0 1 0 年 1 0 月 ８ 日 ） に お け る Ｊ Ａ あ し き た 総 合 直 販 部 部 長 本 山 優 蔵 氏 の 報 告 資 料 を も と に 編
集部が作成した

120 以上の団体・個人が加盟しています（表参照）
。2010 年 10 月８日に開催された
「第９回ＪＡ人づくり研究会」
（事務局：ＪＡ全中教育部）での報告でもお話ししまし
たが、こうした極めて広範なネットワークが組織できた背景には、当ＪＡの高峰博美
代表理事組合長による各界の人脈をコーディネートしていく積極的な取り組みがあり
ました。
ネットワーク協議会のこれまでの活動の中心は、主として当ＪＡから商品開発の提
案をし、関心を持った会員が集まって商品開発や販路開拓を行うことです。これから
はこのネットワークを活用して、さらに地域の活性化につながる展開をどのように進
めていくかが課題だと考えています。
また、当ＪＡの６次産業化・農商工連携の基本的な考え方に、
「プロの仕事はプロ
に任せる」があります。事実、加工品の生産は、ゼリーの小さな加工場は自前のもの
がありますが、多くはネットワーク協議会を活用して生産を委託しています。例えば
デコポンゼリーは福岡の会社に生産を委託しています。ＪＡが過剰な設備を持たない
のでＪＡの固定比率も悪化することがありません。
（４）県内ＪＡとの連携
現在、当ＪＡでは、県内のＪＡの農産物を活用した加工品を開発し、
「熊本彩果」
という詰め合わせ商品を販売しています（写真
３）
。
ＪＡ八代とは「新高梨ゼリー」
、ＪＡ天草と
は「晩 柑 ゼ リ ー」
、 Ｊ Ａ 阿 蘇とは「ブ ル ー ベ
リーゼリー」と「ブルーベリープリン」を連携
して開発し、それと当ＪＡの「デコポンゼリー
ピュア」
「デコポンプリン」
「甘夏ゼリー」と
「甘夏プリン」とを詰め合わせた８個入りの商
品を作っています。
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これは、2008 年度熊本県農産物加工食品コンクールで金賞を受賞しました。また、
2008 年度優良ふるさと食品中央コンクールでは「デコポンゼリーピュア」が農林水
産大臣賞を受賞しています。
（５）ファーマーズマーケット「でこぽん」
2009 年４月 19 日にオープンした熊本県内最大の直売所、ファーマーズマーケット
「でこぽん」は、青果物だけでなく、特産の「あしきた牛」や地元で水揚げされる魚
介類など豊富な食材をそろえています。
農商工連携、情報発信の拠点施設としての役割を担っており、農商工連携の新商品
を披露する場としても重要です（写真４・５）
。
オープン後１年間の実績は、総売上高が８億 3300 万円（計画では７億 9800 万円）
で、１日の売り上げ金額が 253 万 2000 円、１日客単価は 1744 円でした。来場者（レ
ジ通過者）数は約 48 万人です。
部門ごとの売り上げを見ると、①農産品売り上げが２億 2100 万円、②鮮魚売り上
げが１億 200 万円、③ＪＡ加工品売り上げ
が１億 7100 万円、④精肉売り上げが１億
3400 万円、⑤地元商工会商品売り上げが
8300 万 円、 ⑥ 総 菜の売り上げが 5100 万
円、⑦レストラン「ぎゅーぎゅー亭」の売
り上げが 7100 万円となっています。
また、ファーマーズマーケット「でこぽ
ん」の会員は、ポイントカードを作ってお
り、このカード会員数は２万人です。客単

写真４

価を会 員と会 員 外で比べると、 会 員が
2300 〜 2500 円、 会 員 外は 1700 円 程 度で
す。今後、カード会員を増やしたいと考え
ています。会員はダイレクトメール会員と
して登録し、年６回以上ＪＡからの情報提
供を行っています。また、これからは、青
果、精肉、加工品などの宅配も充実しよう
としています。

写真５

３．ＪＡあしきたが目指す６次産業化・農商工連携とは
以上述べてきたとおり、当ＪＡが目指す６次産業化・農商工連携は、農林漁業者お
よび商工業者のそれぞれの経営資源と能力を連携することによって、新商品の開発や
新しいサービスが生まれ、それが①新たな市場を創出し、②農林水産業・商工業がそ
れぞれの経営を向上させることにつながり、③それが地域の雇用・就業機会の拡大に
つながるというものです。
そのために、①地域の主な生産物は何か、②その販売先はどこか、③農産物を使っ
た加工品の生産施設は、④加工品の販売流通システム、マーケティングは、⑤加工生
産の農商工連携強化とその課題は、といった問いを発し、そこにきちんとした考えを
持ってから取り組むことが大切だと考えています。
なお多くの課 題がありますが、 Ｊ Ａあしきたは、
「小さなＪ Ａの大きな挑 戦 」 を
キーワードにして、これからも奮闘していくこととしています。
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「ＴＡＣ」の仕組みと機能

トピッ ク

━━地域農業や地域の活性化のために
ＪＡ全農 営農販売企画部 ＴＡＣ推進グループ
MINORI MINORU PROJECT リーダー

小里 司 （こざと つかさ）

はじめに
2008 年 4 月、本会は「地域農業の担い手に出向くＪＡ担当者」の全国共通呼称を公
募し、
「ＴＡＣ（タック）
」に決定した。
「ＴＡＣ」は、
「Team for Agricultural Coordination」の意味で、その名のとおり担
い手とＪＡグループが一緒になって知恵を出し合い地域農業を活性化することが本来
の役割である。しかし、そのためにはまず、担い手とのコミュニケーションが大切と
いうことで、
「
（Ｔ）とことん（Ａ）会って（Ｃ）コミュニケーション」をキャッチコ
ピーとしてスタートした。
発足から 2 年半、本会が管理運営しているＴＡＣシステム（後述：ＴＡＣ専用の活
動支援システム）によると、ＴＡＣの活動は表１のとおり着実に進展しており、2010
年 11 月 1 日現在、1552 人のＴＡＣが 7 万 7456 件の担い手を日常的に訪問して個々の要
望や悩みを伺い、その情報を蓄積・共有しながらＪＡグループの総合力で解決に当
たっている。
【表１】ＴＡＣの活動状況
2008 年 4 月〜 2009 年 3 月
2009 年 4 月〜 2010 年 3 月
2010 年 4 月〜 2010 年 10 月
2010 年 4 月〜 2011 年 3 月（見込み）

ＴＡＣ（担当者数）訪問先（担い手数）
987
33,215
1,406
67,565
1,552
77,456
1,800
85,000

面談回数
154,945
421,576
380,345
700,000

ただ一方で、全国のおよそ 7 割のＪＡが「ＴＡＣ」に取り組みながらも、活動が定
着しているのは４割に満たない実態もあり、取り組みから定着までの過程に課題があ
るようだ。その原因については、多くのＴＡＣから「ＴＡＣの定義や取り組み方がＪ
Ａグループ内部に十分浸透していない」ことが指摘されている。
そこで、
「ＴＡＣ」を広く理解していただくように、企画の背景と進め方のポイン
ト、今後の狙いについて解説したい。

１．地域農業の変化と「ＴＡＣ」
（１）地域農業の変化
本会は 2007 年度から担い手への対応強化に取り組んでいる。しかし実施当初は、
担い手や地域農業の実態に関する情報は、本会はおろか多くのＪＡでも未整理で、①
対象となる担い手、②担い手のニーズ、③対策の効果など、有効な担い手対策を検討
する具体的な材料がほとんど無かった。
そこで、筆者らはいくつかのＪＡについて具体的な調査を行った。表２に示すのは
2000 年および 2007 年の某ＪＡにおける販売農家の経営規模別件数である。
また、同時に実施したヒアリングでは、次のような回答があった。
水稲地帯においては、
「今ある農機具が壊れたら地元の○○法人に全面委託する」
など、近い将来、非販売農家となる見込みの兼業農家が非常に多い。わずかな担い手
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【表２】某ＪＡにおける販売農家の経営規模別件数
※2000年の地域農業の集
約状況は
○５ha以 上の農 家 戸 数
は全体の２％弱だが、栽
培面積の11％、管内の農
産物販売金額の15％（推
定）を占める
○1.5ha以 上の農 家 戸 数
は全体の30％で、栽培面
積の62％、管内の農産物
販売金額の80％（推定）
を占める

2000 年と 2007 年の変化

2000 年
栽培面積（ha）
0.1 未満 0.3 未満 0.5 未満 1 未満 1.5 未満 2 未満 3 未満 5 未満 7.5 未満 10 未満 15 未満 15 以上
Ａ地区
戸数
B 地区
戸数
Ｃ地区
戸数
Ｄ地区
戸数
Ｅ地区
戸数
Ｆ地区
戸数
Ｇ地区
戸数
Ｈ地区
戸数
Ｉ 地区
戸数
販売農
家戸数
栽培面
積計

0

59

167

399

286

174

159

69

18

7

3

1

1,342

0

63

162

347

195

124

125

60

12

8

7

3

1,106

1

33

90

154

198

204

228

150

24

9

5

0

1,096

0

58

178

388

318

239

257

125

36

7

1

0

1,607

0

38

126

257

185

131

146

68

18

3

0

0

972

3

144

245

413

189

95

49

18

7

1

1

0

1,165

9

155

222

274

67

26

19

5

1

0

0

0

778

3

179

302

292

64

20

15

4

1

0

0

0

880

1

34

81

172

133

77

58

12

2

0

0

0

570

17

763

1,573

2,696

1,635

1,090

1,056

511

119

35

17

4

9,516

1

229

629

2,022

2,044

1,908

2,640

2,044

744

306

213

（栽培面積 1.5 〜 5ha：
2,657 戸）
戸数降
順累計
戸数降
順割合
面積降
順累計
面積降
順割合

※2007年の地域農業の集
約状況は
○５ha以 上の農 家 戸 数
は全体の４％だが、栽培
面積の54％、販売金額の
75％以上（推定）を占める
○３ha以 上の農 家 戸 数
は全体の５％で、栽培面
積の59 ％、 販 売 金 額の
80％以上（推定）を占める
○大口の農業経営者・組
織のＪＡ利用率は購買・
販売ともに５〜６割程度
であり、事業拡大の余地
が十分にある
○大口の農業経営者・組
織がＪＡを利用しなけれ
ばＪＡの営農経済事業は
維持できない
○大口の農業経営者・組
織がＪＡを利用すること
が一般組合員へのサービ
ス維持につながる

合計

120 12,900

（栽培面積 5ha 以上：175 戸）

9,516

9,499

8,736

7,163

4,467

2,832

1,742

686

175

56

21

4

100%

100%

92%

75%

47%

30%

18%

7%

2%

1%

0%

0%

12,900 12,899 12,670 12,041 10,019

7,975

6,067

3,427

1,383

639

333

120

62%

47%

27%

11%

5%

3%

1%

100%

100%

98%

93%

78%

2007 年（作業委託された農地は委託先でカウント）
0.1 未満 0.3 未満 0.5 未満 1 未満
Ａ地区
戸数
B 地区
戸数
Ｃ地区
戸数
Ｄ地区
戸数
Ｅ地区
戸数
Ｆ地区
戸数
Ｇ地区
戸数
Ｈ地区
戸数
Ｉ 地区
戸数
販売農
家戸数
栽培面
積計

栽培面積（ha）
1.5 未満 2 未満 3 未満 5 未満

7.5 未満 10 未満 15 未満 15 以上

合計

177

130

320

399

90

35

20

35

9

7

11

23

1,256

220

150

162

320

98

30

10

13

6

8

14

14

1,045

198

88

90

254

109

50

10

14

15

9

13

16

866

160

97

178

500

200

65

13

13

14

7

12

12

1,271

150

56

126

257

104

65

26

32

12

3

12

13

856

220

201

245

213

98

23

6

18

7

1

12

13

1,057

198

190

222

100

24

6

5

5

1

0

12

9

772

204

205

302

160

0

0

5

4

1

0

6

9

896

178

65

81

172

133

25

10

12

2

0

5

9

692

1,705

1,182

1,726

2,375

856

299

105

146

67

35

97

118

8,711

85

236

690

1,781

1,070

523

263

584

419

306

1,213

4,130 11,300

（栽培面積 3ha 以上：463 戸）
戸数降
順累計
戸数降
順割合
面積降
順累計
面積降
順割合

8,711

7,006

5,824

4,098

1,723

867

568

463

317

250

215

118

100%

80%

67%

47%

20%

10%

7%

5%

4%

3%

2%

1%

11,300 11,215 10,979 10,289

8,508

7,438

6,915

6,652

6,068

5,649

5,343

4,130

75%

66%

61%

59%

54%

50%

47%

37%

100%

99%

97%

91%

注：施設園芸農家については売上 高 1 5 0 万 円 ＝ 1 h a で 換 算
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に地域農業の過半が集約されつつある。
園芸地帯では、世代間の意見の違いから歴史ある生産部会から独立する若手グルー
プや、独自の経営に取り組む担い手も数多い。生産者として指定産地制度や市場流通
機能のメリットを認めつつも、
「特定品目をＪＡに出荷して終わりではなく、実消費
者の顔が見える販売や、より収益性の高い農業を模索したい」という担い手が若手を
中心に増えている。
なお、経営面積とは関係ないが、多くの担い手が「ＪＡはほとんどやって来ない」
「ＪＡとの関係は非常に希薄である」と回答している。
（２）地域農業の変化に対応した「ＴＡＣ」
これまで組合員の大半であった兼業農家がここ数年で減少し、大多数の非販売農家
と、ごく少数ではあるが地域農業の中核となる担い手に二極化しつつある。
仮にＪＡと担い手の関係が希薄で、ＪＡに担い手の求める機能が無ければ、担い手
はＪＡとの取引をいずれはやめてしまうだろう。担い手との関係が無くなると、ＪＡ
は大きな事業実績と同時に、その地域との関係も失ってしまうかもしれない。
逆に、これまでＪＡとの取引が無い担い手であっても、熱心な訪問や担い手が求め
る機能の強化によって、大きな事業実績や新たな付き合いが始まるかもしれない。
農業基盤が激変するなか、ＪＡグループは担い手と一緒になって地域農業を活性化
し、地域を支えていかなければならない。それを実現するための仕組みが「ＴＡＣ」
である。

２．ＴＡＣの考え方
（１）ＴＡＣの基本概念
ＴＡＣの基本概念は「現場基点、担い手基点で事業や施策を実践すること」であ
り、その具体的な仕組みと流れは次項のとおりである。
なお、ＴＡＣに取り組む際は、
「担い手の意見や要望を聴く」ことがすべての基本
である。ＴＡＣシステムによる分析では、過去２年間で全国表彰を受けているＴＡＣ
のほとんどが、
「聴く」ことを徹底しており、結果として担い手にとって最も納得で
きる対応や回答ができていると考えられる。
（２）ＴＡＣの取り組み手順
図「ＪＡグループにおける担い手対応の目的と手順」は、ＴＡＣの取り組み手順を
６つのステップで示したものである。
なお、ＴＡＣを導入する際は、
「STEP別実施事項」
（表３）や以下のポイントが重
要である。
●ＴＡＣの選定
①ＴＡＣの要員数
ＴＡＣ１人当たりが担当する担い手が50件程度となるように設置する（例：担い
手件数が400件ならＴＡＣは８人）
。この50件という数字は「経営者を対象とした
営業活動」において営業マン１人当たりが担当できる限界件数といわれており、
ＴＡＣの活動においても実証されている。
②ＴＡＣの選定基準
ＴＡＣの業務の基本は、
「ＪＡの総合窓口として担い手の意見・要望を傾聴」
し、
「ＴＡＣシステムに記録」し、
「ＪＡの各事業部門や連合会と情報を共有化」
し、
「関係者の協力を得て担い手に回答・提案」することである。このため、経
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験や知識よりも「素直に聴き取る」
「きちんと記録する」
「関係者と相談する」と
いったコミュニケーション能力が求められる。
●ＪＡ内部への周知徹底
①全職員研修
ＴＡＣは、ＪＡグループのなかで十分認知されているとはいえない。全職員研修
などでＴＡＣの導入目的や活動の意義をＪＡ全職員に理解してもらい、ＴＡＣの
メンバーがモチベーションを維持できる環境をつくらなければならない。
②役員・事業部門への日報回覧
ＴＡＣが記録した面談記録を役員および各事業部門（部課長）に回覧するルール
作りが重要である。
●ＴＡＣミーティング
ＴＡＣが聴き取ったさまざまな意見・要望に対応していくには、ＪＡ事業部門な
らびに連合会事業部門の協力が不可欠である。これが無いとＴＡＣがせっかく聴き
取った意見・要望を放置することとなり、信頼関係構築どころか担い手の不評を買
【図】ＪＡグループにおける担い手対応の目的と手順
Step 1
地域農業の担い
手を明確にする

担い手の手取り拡大！

地域農業の具体的
な担い手は誰か明
らかにする

Step 2
Step 3

個別訪問と
情報収集の徹底
TAC は 担 当 す る
担い手を日常的に
訪問し、意見・要
望を聴きとる

ＪＡグループと

情報の分類と
共有化
TAC が 収 集 し た
担い手の要望や情
報を、関連部署や
連合会で共有化す
る

担い手の事業拡大！

事業を継続的に拡大するための
担い手対応のサイクル

TAC ミーティング
で関係者全員が情報
を共有化し解決策を
検討する

担い手を訪問して聴き取った情報をもとに
ＪＡグループの事業改善と担い手への提案を行い、
担い手の手取りとＪＡグループと担い手の事業を拡大する
Step 6

Step 5

Step 4

課題解決と
経営の改善

担い手への
個別提案

施策の立案

担い手の課題を一
緒になって解決
し、信頼関係強化
と担い手の経営改
善に貢献する

TAC と 事 業 担 当
者が連携し、各種
施策や要領を担い
手に個別提案する

ＪＡと連合会が相
談して、担い手の
要望を反映した改
善や対策を講ずる

ＴＡＣシステム

担い手対応のサイク
ルと情報の共有化を
効率的に進める画期
的なシステム

前例主義から脱却し
て「どうすれば出来
るか」関係者全員で
知恵を出し合う

【表３】ＴＡＣのＳＴＥＰ別実施事項
STEP
ＳＴＥＰ１
｢ 地域農業の
担い手の明確化 ｣

ＳＴＥＰ２
「個別訪問と
情報収集」

①地域農業の担い手を明確化
※ＴＡＣの訪問先選定
②ＴＡＣが担当する担い手の明確化
※担い手 50 件以内／ＴＡＣが基本
①計画訪問による「積極的傾聴」
②担い手の要望・情報の記録

ＳＴＥＰ３
①訪問面談情報の分類
「管理者が情報分類と
②訪問面談情報の迅速な伝達
共有化」
ＳＴＥＰ４
「関係者全体で
対応策を検討」
ＳＴＥＰ５
｢ 関係者全体で
担い手に提案 ｣
ＳＴＥＰ６
｢ 課題解決と
経営の改善 ｣
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実 施 事 項
地域農業の現状と今後の動向に関する調査
※各種台帳や支所、センターへのヒアリングなど
担い手の明確化（ＪＡ利用率よりも経営規模重視）
それぞれのＴＡＣが担当する担い手の決定
ＴＡＣシステムの活用（担い手台帳の整備）
ＴＡＣシステムの活用（スケジュールの入力）
担い手の苦情・意見・要望など何でも「聴く」
ＴＡＣシステムの活用（面談内容の記録、日報報告）
※役員、他部署など第三者に分かりやすい記録を徹底
※自分の行動ではなく、担い手の発言や行動を記録
ＴＡＣシステムの活用（収集した情報の抽出・分類）
分類した情報の役員、関連部署、連合会への伝達・共有化

②担い手の意見に基づく施策立案
③担い手の意見に基づく業務改革
①関係部署調整、提案方法の検討

毎週、役員・関連部署・連合会が参加するＴＡＣミーティング
実施
担い手・ＪＡグループ双方にメリットのある施策の検討
ＪＡ、連合会の業務改善
具体的な提案のための詳細協議、提案資料作成

②担い手の要望に基づいた施策提案

関係部署の担当者と同行訪問して個別に提案

①定量成果による反省

担い手の経営やＪＡグループの実績に対する結果分析

②定性成果による反省

担い手の意見や感想を訪問して確認

①情報の共有化と対応策検討
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うことになる。
①ＪＡ事業部門との連携
○各事業部門（栽培、販売、農機、融資など）にＴＡＣの日常的な相談相手とな
る担当を任命し、ＴＡＣからの問い合わせ対応を業務として位置付ける。
○ＴＡＣミーティングの課題に応じて、関係する事業部門の担当または部課長が
ＴＡＣミーティングに参加する。
②連合会事業部門との連携（県域ＴＡＣ部署が他部門に要請する）
○県域ＴＡＣは、必ずＴＡＣミーティングに参加して、ＴＡＣの活動を支援する
ことで信頼関係を築く。
○各事業部門（米穀、園芸、生産資材など）の地区担当（当該ＪＡの担当）が、
課題に応じてＴＡＣミーティングに参加するよう、連合会内部のルールを作る。
（３）ＴＡＣシステム
ＴＡＣシステムとは、ＴＡＣが行うべき基本的な活動パターンを定着させるＯＪＴ
注１） オ ン ザ ジョブ ト
レーニング。実地訓練、
現場研修など、実際に仕
事をしながら一定の技能
を修得させる訓練法

機能注１）と、担い手情報や訪問活動内容を蓄積・共有・活用するためのマーケティン
グ機能を備えたＪＡ全農の管理するＷｅｂシステムである。
●基本機能
①担い手台帳
②担い手の基本情報管理
③ＴＡＣメンバーのスケジュール管理
④面談記録の蓄積・共有化
⑤日報の自動作成
⑥面談記録の集計・検証（ＴＡＣの活動レベル向上のための分析）
⑦データベース検索（マーケティングによる事業活用）
●主な導入メリット
①ＴＡＣが担い手を訪問し、収集した情報を蓄積できる。
②蓄積した情報を共有・活用し、担い手の要望に基づく施策や手法について関係者
（担当者・管理者・役員・連合会）が意識統一できる。
③管理者が担当者と日々顔を合わせなくても、担い手情報や訪問活動内容を把握
し、適切に指示することができる。
④担い手情報を定性・定量的に把握することができる。
⑤担い手情報が蓄積されているため、担当者が異動しても、継続的な対応ができる。
●付加機能
知恵箱：ＴＡＣが担い手に出向く際、すぐに使える提案資料をダウンロードできる
機能。
掲示板：ＴＡＣ同士がＪＡ間を越えてさまざまな話題について自由にメッセージを
書きこみ、悩みや疑問を相談し合い、情報を交換できる機能。

３．これからのＴＡＣ
「
（Ｔ）とことん（Ａ）会って（Ｃ）コミュニケーション」をキャッチコピーに担い
手とのコミュニケーションを深めてきたが、冒頭で述べたように、ＴＡＣにとって
「担い手と一 緒になって地 域 農 業を振 興すること（Team for Agricultural Coordination）
」が最終的な活動目標である。すでに多くのＴＡＣが次の取り組みにチャレ
ンジしている。
（１）ＪＡグループ既存事業との連携
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ＴＡＣミーティングなどでＪＡ内部の連携が良好なＪＡでは、営農・経済関係だけ
でなく、例えばＴＡＣが融資担当と担い手のパイプ役となって、担い手の事業基盤を
支えている。
また、今年度からＴＡＣの全国大会でも表彰を予定しているが、ＴＡＣ導入３年目
以降のＪＡでは、ＴＡＣが担当している担い手の購買実績・販売実績がＪＡの全体実
績と比べても明らかに伸びているなど、ＴＡＣの活動による既存事業への実績貢献が
顕著となってきた。
（２）新たな販路の開拓
これまでＪＡの販売事業とは疎遠だった担い手からＴＡＣに情報が集まってくるよ
うになりつつある。ＴＡＣが複数の法人を結び付けて、単独法人だけでは対応できな
い通販サイトや量販店との取引を開始するなど、新しいビジネスも生まれている。そ
の反面、共選・共販を基本とするＪＡ販売部署との軋轢が生じるなど課題も多いが、
ＴＡＣがパイプ役となって担い手とＪＡが知恵を出し合い、新たな販売手法に取り組
むことはＪＡの事業にとっても重要である。
（３）ＴＡＣ同士の連携
ＪＡ域や県域を超えたＴＡＣが、お互いの地域のお薦め商品（農産物加工品など）
を相互に受発注して、それぞれの産直ショップに「ＴＡＣお奨め商品コーナー」を設
置するなど、ＴＡＣ同士の連携による新たなビジネスが始まりつつある。時期によっ
ては外部仕入れ率の高い産直ショップで、ＴＡＣの連携による商品スワップなどが可
能になれば、より魅力的なショップになると思われる。

４．ＪＡ全農としての取り組み
【写真】銀座三越の「銀
座テラス」にオープンし
たみのりカフェ（上）と
みのる食堂（下）

本会は、担い手やＴＡＣからの「ＪＡ全農
として、担い手やＴＡＣの活動を核とした新
たな販売事業やブランドを確立せよ」との意
向に沿って、
「みのりみのるプロジェクト」
を立ち上げた。
（１）みのりカフェ＆みのる食堂
2010 年９月 11 日、本会は銀座三越が既存
店舗屋上と増床９階部分をつなげて新設した
「銀座テラス」に、みのりみのるプロジェク
トの旗艦店舗となる「みのりカフェ」と「み
のる食堂」を出店した。
「収穫の実りや恵み
の喜びを味わう」をコンセプトに、生産者と
生活者のふれあいの場として国産食材にこだ
わった料理を提供するとともに、ＪＡグルー
プで取り組んでいる「みんなのよい食 プ ロ
ジェクト」の一環として「食と農」に関する
各種イベントや情報発信を行う。
（２）「みのりみのるプロジェクト」の目指すもの
●地域の活性化
指定産地などの大規模産地を除けば、農村地域から都会に農畜産物素材を出荷して
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も十分な農業所得を得られないのが実態である。ＴＡＣの活動を通じて地域農業の弱
体化に歯止めをかけ地域を元気にするために、みのりみのるプロジェクトでは、
「農
村から都会に農畜産物を出荷する」のではなく、
「都会から農村に、農畜産物を食べ
たり購入したり農作業体験するために来てもらう」ことを目指している。
「みのり＆みのる」をブランドとして確立した上で、生活者と生産者の交流の場と
して、あるいは農業を核とした複合事業の核として、全国各地の「農村」での展開を
目指す。
●各種商品開発
担い手と一緒になって地域農業を振興するＴＡＣと協力して、各地のお薦め食材を
使った加工品の商品開発とブランド化（みのりみのるＰＢ商品）
、販売チャネル（Ｗ
ｅｂおよび店舗）の改善・開発を展開する。また、ジーンズメーカーのＬｅｅと共同
開発したみのりみのるブランドの「ツナギ」や「エプロン」を都会と農村の両方で販
売（2011 年１月発売）するなど、生活者と生産者の一体感や、食や農を考える機会に
つながる各種施策を企画・実施する。
●食料自給率の向上
食料自給率向上のためには、輸入食材を多用している外食産業の基本構造を変える
必要がある。
「メニュー優先」
（提供するメニューを決めてから素材を探すため、国内
に無かったり値段が高かったりすると輸入食材を使う）から「素材優先」
（旬の国産
食材を優先的に使ったメニューを提供する）に切り替えなければならない。
生活者に、地域の旬の食材の素晴らしさ（＝生産量が多く価格も割安でおいしい）
を感じていただき、
「地域の旬の食材をメニューとして提供する飲食店」を支持して
もらいたい。そんな思いから、
「みのりカフェ」
「みのる食堂」では、ＴＡＣが紹介す
る契約農家から旬の東京野菜を毎日仕入れ、日替わりお総菜バーなどで提供している。
フードマイレージや地産地消の観点からも、全国各地のＴＡＣが担い手と連携し地
域の飲食店に旬の食材を販売することで、結果的に食料自給率が向上するよう、まず
はそのモデルとなる飲食事業やリテール事業（一般消費者向け小売り）を確立する。
【イラスト】みのりみのるプロジェク
トのエンブレム。左がみのりちゃんで
右がみのるくん

５．まとめ
日本の農業現場における担い手は、少なくとも農業に関してはその集落の取りまと
め役のようなものになってきている。これからも厳しさが増すであろう日本農業にお
いて、それぞれの集落の取りまとめ役である担い手と地域のＪＡとが、お互い尊重し
合い、協力し合うことで、農業だけでなく、地域全体を少しでも良くしていくことを
考えなければならない。その調整役がＴＡＣなのだろう。
2011 年には全国で 3000 人近いＴＡＣが活動する見込みである。その誰もが地域の
担い手の助け手であり、相談相手であり、一緒に知恵を絞ってより良いビジネスをつ
くり出す仲間となるだろう。
連合会としては、担い手とＴＡＣの意見に基づいて、新たな仕組みや場所を精いっ
ぱいつくり、地域農業や地域の活性化に取り組む皆さんの一助となりたいと考えている。
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ＪＡ経営における経済事業の今日的課題に関する考察
━━ＪＡ出資型農業生産法人を事例として

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
今日、ＪＡ出資型農業生産法人の増加が見られる。2008 年８月時点で、276 法人が
設立登記され、さらに増加している。ＪＡ出資型農業生産法人は、大きな類型区分と
して、①いわゆる農業生産法人に対してＪＡが一部出資を行う事例（ＪＡ三次など）
と、②ＪＡが中心となって設立した子会社的性格の強い事例の２類型に区分される。
さらに後者である②は、個別農業経営的法人、農作業受託会社的法人、ＪＡ現業部門
注１）李・谷口「ＪＡ出
資農業生産法人の今日的
到達点とあり方をめぐる
諸問題について」、日本
農業研究所研究報告『農
業 研 究 』 第21号、2008
年、249〜298ページ

会社的法人、集落経営体的法人、総合農企業的法人などに類型化される注１）。その経
営類型は多様化しているが、特に増加が見られる類型の１つに、地域の農地を利用権
設定によって集積し、直接的に農業経営を行う個別農業経営的法人がある。
ここで注目すべき点は、こうした個別農業経営的法人に集積される農地が、引き受
け手がない農地、すなわち条件不利圃場である点にある。もちろん、一部の事例には
積極的に農地集積を行い、団地化を果たすことで農業生産力を高める事例も見られ
る。しかし、多くの事例では、その設立の出発点は、地域の農地を維持する（守る）
ことを目的としており、その組織的な性格は「守り手」の性格が強い。
地域農業と地域の農地の維持管理機能については、1990 年代の市町村農業公社の展
開の歴史的経験があった。ところが市町村農業公社の収益構造は弱く、行政からの補
助に依存する経営であったことから衰退を迎えた。言い換えれば、引き受け手のいな
い農地を維持管理する事業は、その収益構造から経営的に大変厳しいことが予測され
る。こうした歴史的経験を踏まえつつも、ＪＡが地域農業・農地の維持を目的として
（子会社化したとはいえ）直接的に農業経営に乗り出す要因とは何か、また経営体と
して継続性があるのか、検証が必要である。
そこで、本稿では、ＪＡ出資型農業生産法人の事例を分析することで、第１にＪＡ
出資型農業生産法人の経営状態の把握、第２にＪＡがＪＡ出資型農業生産法人を設立
する意義と要因、第３にＪＡ経営におけるＪＡ出資型農業生産法人の課題析出を行
う。以上の分析をもとに、ＪＡの経済事業に求められる「公益性」
・
「公共性」と、協
同組合の社会的役割・意義について検討することを目的とする。なお、本稿は、日本
協同組合学会第 30 回大会（於佐賀大学、2010 年 10 月 23 〜 24 日）の個別論題報告（拙
稿）
「ＪＡ出資型農業生産法人にみる農協の役割と課題」をもとに作成した。

２．ＪＡ出資型農業生産法人の全国的な概況
まず、ＪＡ出資型農業生産法人の今日的概観について、先行研究をもとに見ていこ
う。表１は、年代別ＪＡ出資型農業生産法人の設立数である。これを見ると、2000 年
代に著しい増加が見られる。背景としては、①農業政策において「法人化」が進めら
れたこと、②品目横断的経営安定対策（水田･畑作経営所得安定対策）の導入、が考
えられる。

ユン ミ

次に、李侖美・谷口信和両氏によるＪＡ出資型農業生産法人の諸類型について、表
２に整理した。①「個別農業経営的法人」は、農地を利用権設定によって集積し、直
接経営を行う事例である。②「農作業受託会社的法人」は、機械共同利用によるＯＰ
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【表１】ＪＡ出資型農 業 生 産 法 人 の 設 立 数
1990 年代
2000 年
2001 年
2002 年
2003 年
2004 年
2005 年
2006 年
2007 年
2008 年

設立数
55
8
15
18
20
26
34
62
25
7

累計
55
63
78
96
116
142
176
238
263
270

注）調査および詳細な情報は、李・谷口「ＪＡ出資農業生産法人の今日
的到達点とあり方をめぐる諸問題について」、日本農業研究所研究報告
『農業研究』第 21 号、2008 年を参照
出典：ＪＡ全中調査による

【表２】李・谷口によ る Ｊ Ａ 出 資 型 農 業 生 産 法 人 の 諸 類 型
①個別農業経営的法人
②農作業受託会社的法人
③ＪＡ現業部門会社的法人
④集落経営体的法人
⑤総合農企業的法人
⑥品目横断的経営安定対策対応型法人
家族経営支援型法人
集落営農育成型法人

農業経営中心
農作業受託中心
農業関連・非農業関連事業中心
多数の出資者による集落営農
多様な事業の兼営を特徴
交付金の受け皿組織
交付金の受け皿組織から集落組織化

出典：李・谷口「ＪＡ出資農業生産法人の今日的到達点とあり方をめぐる諸問題について」、日本農業研究所研究報告『農
業研究』第 21 号、2008 年

【資料】ＪＡの農業経 営 に か か る 実 施 ・ 運 営 原 則 （ 2 0 0 9 . 1 0 ）
地域農業の振興は農家組合員が行うことが基本であるが、担い手が不
足する地域においては、ＪＡ内部や地域での合意を前提に、ＪＡ出資型
農業生産法人やＪＡ本体により、ＪＡが農業経営を行うものとする。
〈運営原則〉
①地域の他の担い手との連携をはかる。
②地権者の農地保全（農業的利用）についての責任を明確にするととも
に、地域ぐるみで農地の保全についての合意形成をはかる。
③地権者とオペレーター、ＪＡ（「ＪＡ出資型農業生産法人」を含む）
との間で、農作業や収益・リスクの分担関係について明確にする。
④運営にあたっては、事業継続に必要な利益の確保を原則とし、運営開
始当初に赤字が見込まれる場合は期間と許容される金額を明確化す
る。なお、ＪＡ本体による経営の場合は区分経理を明確に行う。
出典：「第 25 回ＪＡ全国大会議案」（2009 年 10 月）23 ページより転載

（オペレーター）組織化の事例である。③「ＪＡ現業部門会社的法人」は、農産物加
工や販売など、農業関連サービスを行う事例である。④「集落経営体的法人」は、域
内の利用権設定対象者（いわゆる農地の出し手）を組合員とした集落営農の法人化の
一事例である。⑤「総合農企業的法人」は、農業経営から加工、販売、さらには作業
受託や農業関連サービスまで幅広く手掛ける事例である。これらの５事例のほかに、
2000 年代後半には、品目横断的経営安定対策に対応すべく、⑥「品目横断的経営安定
対策対応型法人」も見られる。以上の類型のうち、特に増加が顕著な類型は①「個別
農業経営的法人」と、④「集落経営体的法人」である。
上記の類型に見た、①「個別農業経営的法人」
、④「集落経営体的法人」は、今後
のさらなる増加が予測される。その理由は、昨年度開催された第 25 回ＪＡ全国大会で
の決議である。資料は、第 25 回ＪＡ全国大会議案に記されたＪＡの農業経営にかかる
実施・運営原則である。これによると、
「担い手が不足する地域においては」と前提
した上で、ＪＡが農業経営を行う旨が明記されている。以上のようにＪＡが農業経営
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に直接的に乗り出す旨を明記した背景には、第１に農業政策の「法人化」路線、第２
に農地法改正への対応、第３に地域農業の担い手不足の問題が存在すると考えられる。

３．ＪＡ出資型農業生産法人

有限会社「Ａ」の概要

有限会社「Ａ」
（以下、
（有）
「Ａ」と表記）は、西日本に位置するＪＡ「Ａ」管内
に設立されたＪＡ出資型農業生産法人である。
ＪＡ「Ａ」は、1990 年代後半に合併した総合ＪＡである。管内は、典型的な兼業化
が進んだ米生産地帯であり、ＪＡ「Ａ」の農産物販売高の約９割は米である。主要な
米の品種はコシヒカリで、生産調整対応は小麦、大豆が中心的である。管内は集落の
結束が比較的強く、ブロックローテーションが一般化している。
（有）
「Ａ」は、2004 年の米対策大綱に対応して、耕作放棄地解消、条件不利圃場の
受け皿として、2005 年 10 月に設立されたＪＡ出資型農業生産法人である。
（有）
「Ａ」
は、ＪＡ「Ａ」管内全域を対象として、基盤整備済み圃場のみを集積し、2010 年調査
時点で利用権設定面積 22ha、うち米作付面積 16.7ha（あきたこまち 5.0ha、コシヒカリ
11.7ha）
、生産調整面積 5.3ha（秋小麦および大豆）となっている。また、生産調整の
作業受託面積が 6.8haである。なお、地代は、1 万 500 円〜 1 万 2000 円、米の単収は 8.5
〜９俵、小麦・大豆は低単収である。農業機械装備は、ＪＡ「Ａ」によるリースで、
トラクター３台（76 馬力、45 馬力、33 馬力）
、田植え機８条植え１台、コンバイン６
条刈り１台、大豆コンバイン２条刈り１台となっている。役員はＪＡ「Ａ」の理事役
員２人を含む計３人、職員は、専任職員１人、ＪＡ「Ａ」からの出向者１人、農繁期
のみシルバー人材センターから１人（時間給 1300 円）を雇用している。
米および生産調整における生産過程は、稲の苗のみＪＡ「Ａ」から購入するが、そ
のほかの春作業から秋作業（乾燥調製作業はＪＡ「Ａ」で行う）
、中間管理作業まで
一貫して一括経営が行われている。

４．有限会社「Ａ」の経営実態
表３は、
（有）
「Ａ」の経営の状況を、貸借対照表および損益計算書、製造原価報告
書より整理したものである。なお、表３の対象年次は 2009 事業年度で、2009 年４月
１日より 2010 年３月 31 日を対象としている。
表３の特徴は、第１に人件費や地代、労務費など、集落（地域）への還元額が明確
化する、第２に収益構造が明らかとなるといった点である。
（有）
「Ａ」の 2009 事業年度では、売上高が売上原価を上回っており、いわゆるｖ
注２）ｖ範疇とは、自家
労働の労賃評価である。
いわゆる家族農業経営に
おいては、「丼勘定」化
しており、農家の自家労
働の労賃評価は圧縮され
ている課題がある

範疇を圧縮した「農家経営」としては黒字経営となっている注２）。しかし、販売管理
【表３】 （有）Ａの経 営 の 実 態
作業受託売上高
売上高
26,712

3,991

小麦売上高

894

大豆売上高

2,058

その他売上高
米売上高

営業外
収益
15,812

（単位：千円）

65

売上原価

売上原価
24,583

19,704

経営所得安定対策交付金

3,676

奨励金

1,112
産地つくり交付金

助成金

売上高

農地水環境対策
その他

販売
管理費

3,522
478
6,931

その他

93

営業外
利益

営業外
費用
経常利益

販売管理費
7,750
営業外費用
経常利益

種苗費
肥料費
農薬代
リース料
支払地代
労務費
その他
人件費
役員報酬
その他

2,281
2,234
2,177
3,895
2,730
2,648
8,618
5,892
300
1,558
6,024
4,169

出典：（有）Ａ資料より加工、作成
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費を含めると、営業外収益、つまり補助金・交付金に大きく依存した経営であるとい
えよう。なお、営業外費用 602 万 4000 円のうち、600 万円は農業経営基盤強化準備金
としての内部留保の損金計上である。
（有）
「Ａ」が、20ha前後の中規模経営でありながら、おおむね安定的な経営を展開
する要因の１つは、集落（地域）への還元水準が低いことが挙げられる。
（有）
「Ａ」
では、職員および雇用労働力による一括経営であることから、農地の出し手（組合
員）への還元額（集落・地域への還元）は地代のみとなっている。
他方で、集落（地域）への還元水準が低いことは、
（有）
「Ａ」の経営展開、特に収
益構造の向上を企図したときに、支出部門で圧縮し得る項目が少ないことも意味す
る。例えば（有）
「Ａ」は、ＪＡ出資型農業生産法人であるため、苗、肥料、農薬な
ど農業資材はＪＡ事業を利用する前提となる。経営の自立性を高めるのであればＪＡ
事業に限定せずに選択の余地は広がるであろうが、ＪＡ出資型農業生産法人が一般商
系の農業資材を購入するには、よほどの理論的整理が必要であろう。言い換えれば、
現在の（有）
「Ａ」の経営実態において、支出部門の改善による収益構造の改善は厳
しいといえる。

５．有限会社「Ａ」の経営課題
（１）地力水準に基づかない地代と圃場条件
（有）
「Ａ」の経営課題の１つは、地力水準に基づかない地代設定と、その集積した
圃場条件・集積条件である。
（有）
「Ａ」の利用権設定では、地代は１地区のみ 10a当たり 1 万 2000 円、その他４
地区は 1 万 500 円となっている。この地代設定は、集落（地域）ごとに一律で、地力
水準に基づかない。こうした地力水準に基づかない地代設定は、一般的な集落型農業
生産法人に多く見られる。集落（地域）内の平等原則に基づく組織原理が強い集落維
持を目的とした生産組織では、できる限り集落（地域）への還元額を大きくするとと
もに、一律の地代設定が多い。ところが（有）
「Ａ」では、一般的な集落型農業生産
注３）中国中山間地域や
九州北部、近畿集落営農
先行地域などでは、集落
型農業生産法人は、集落
（地域）全体で利用権設定
を行う「地域ぐるみ型」
が多く見られる。このた
め集落単位で農地が集積
され、連反性が確保され
る事例が多い。これらの
事例は、営農集団組合か
らの歴史的発展形態（作
業受委託段階から利用権
設定段階へ）といえる

法人と異なり、各集落
（地域）の担い手が存在しない圃場が集積される事例が多い注３）。
分かりやすく言えば、大規模の担い手層に集積されなかった圃場が、
（有）
「Ａ」に集
まるのである。
この結果、
（有）
「Ａ」に集まる圃場は、５地区（最多 54 筆、最少 11 筆）
、計 133 筆
に分散している。その圃場の多くは、端に位置する変形整形田や、山際などの耕作条
件不利圃場、湧水などの地質条件不利圃場である。また全体の４分の１に当たる 33 筆
が 10 ａ未満圃場である。このため、
（有）
「Ａ」の作業効率は極めて低いといえる。
こうした条件不利圃場の集積にもかかわらず、地力水準に基づかない一律の地代設
定を行う理由は、
（有）
「Ａ」が、地域農業、より踏み込んで地域の農地の「最後の守
り手」の機能を果たしているためと考えられる。同時に協同組合であるＪＡ「Ａ」
が、集落（地域）の平等原則に基づかずに地代設定をすることは困難であるといえよ
う。
（２）経営的自立性の確保
（有）
「Ａ」の経営課題の１つは、その経営的自立性の確保にかかる問題である。こ
こでは、２つの課題を提示してみよう。
第１に、経営管理機能のＪＡ「Ａ」への依存である。
（有）
「Ａ」では、経営管理機
能、すなわち、会計、決算などについては、ＪＡ「Ａ」の営農経済事業に依存してい
る。つまり、先に見た表３には、いわゆる経営管理機能（総務機能、経理機能など）
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は含まれていない。
第２に、全量ＪＡ利用の課題である。
（有）
「Ａ」がＪＡ出資型農業生産法人である
以上、農業資材、販売など全量ＪＡ利用が前提となる。確かに、ＪＡ出資型農業生産
法人が一般商系を利用することや、一般商系に直接販売することは、ＪＡの他の組合
員の反発を招きかねない。このため、経営の自立的な発展性は確保されず、あくまで
全量ＪＡ利用の上での経営となる。全国的な事例を見ると、一部地域では、経営自立
性を高め、独自の販路を持つ販売戦略を進めるＪＡ出資型農業生産法人の事例が存在
する。特に、施設園芸や、露地野菜、さらに加工・販売などを行う事例に多く見られ
る。しかし、土地利用型農業、特に米生産では、集落（地域）の平等原則が強く働く
と思われ、ＪＡ出資型農業生産法人が自立的発展を行うことは難しい可能性が高い。
（３）米価低落傾向のもとでのＪＡ出資型農業生産法人の経営課題
（有）
「Ａ」の経営課題のうち、将来的課題として懸念される課題が、米価低落傾向
のもとでの経営の変化である。すでに見たように（有）
「Ａ」の経営実態は、売上高
と売上原価は拮抗しているとともに、売上高は大きく米売上高に依存している。つま
り、
（有）
「Ａ」の経営実態は、米の生産状況および、米価水準に大きく依拠すること
となる。例えば、米価格水準が１万 2000 円台まで下落したと仮定すると、
（有）
「Ａ」
の売上高は約 170 万円〜 270 万円減少すると試算される。2009 年度実績から見ると、
経常利益が半減することとなる。
米の生産状況および、米価水準に大きく依拠する経営実態は、同時に農業政策、特
に米政策に大きく左右される経営といえよう。事実、
（有）
「Ａ」の経営実態は営業外
収益、すなわち補助金、交付金に大きく依存した経営である。米の市場開放以降、米
価低落傾向は継続しているが、特に 2009 年度産の米余り状況と 2010 年度産からの米
政策の変化は、市場と政策の両面から米価低落を加速させている。土地利用型農業、
特に米生産に特化した（有）
「Ａ」の経営は、より厳しい局面を迎える可能性が内在
する。

６．有限会社「Ａ」の組織的性格と公益性・公共性
以上の分析を踏まえて、
（有）
「Ａ」の組織的性格と課題について検討してみよう。
（有）
「Ａ」の組織的性格は、広域（ＪＡ管内）の農地の「守り手」として位置付けら
れる。
（有）
「Ａ」は、地域の農業、農地の維持を目的とした担い手不足農地の受け皿
となっているのである。加えて、ＪＡからの経営的自立性が低いなかで条件不利圃場
が集積するという経営実態からは、
（有）
「Ａ」は、あくまでＪＡ「Ａ」による地域農
業維持、農地維持の事業の一環であり、ＪＡ経営からの外部化の一形態であると整理
注４）「 新しい公 共 」 円
卓会議とは、第173回国
会における所信表明演説
（2009年10月26日 ） に基
づき、「新しい公共」と
いう考え方やその展 望
を、市民・企業・行政な
どに広く浸透させるとと
もに、これからの日本社
会の目指すべき方向性や
それを実現させる制度・
政策のあり方などについ
て議論を行うことを目的
として開 催することとなっ
た会議のこと

できる。
（有）
「Ａ」の組織的性格を、ＪＡによる地域農業維持、農地維持を目的とした組織
化、外部化と整理すると、
（有）
「Ａ」の事業は大きく公益性・公共性を帯びていると
いえるだろう。ＪＡによる地域農業・地域への貢献事業と言い換えてもよい。また、
（有）
「Ａ」では、①経営管理機能の一部をＪＡに依存、②経営的自立性が低い、と
いった特徴が見られた。経営的発展を目的とするよりも、地域農業維持、農地維持が
優先された組織であり、その公益性・公共性は高い。
ここで検討すべき課題は、この公益性・公共性である。特に公共性に関する議論
は、政策課題としても内閣府の「新しい公共」円卓会議注４）で議論され、各省庁でも
「新たな公」
（国土交通省）などの議論が活発化している。ＪＡグループにおいても、
地域社会対応に積極的に踏み込んだ議論が行われている。端的には 2006 年 10 月に開
催された第 24 回ＪＡ全国大会では「安心して暮らせる豊かな地域社会の実現と地域貢
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献」を示し、具体的に「地域貢献」と踏み込んでいる。いわば、ＪＡの「地域貢献」
による公益性・公共性の発揮である。
ＪＡは地域に立脚した組織であるために、その事業は結果として公益性を有する事
業が多い。しかし、農業協同組合としてのＪＡは、メンバーシップによる共益性を追
求した組織である。具体的には、組合員の課題の共有から、課題を克服するための取
り組みが事業化する共益組織であるといえる。

７．ＪＡ事業の公益性・公共性について考える
（有）
「Ａ」の事業の実態は、条件不利圃場の集積、利用による地域農業・農地の維
持である。公益性・公共性から考えると、地域の農地の維持は地域資源の維持であ
り、地域に住む住民全体にとって農業の持つ多面的機能を含めて公益性・公共性が発
揮される。しかし、その経営実態、収益構造については、共益組織、さらには事業体
としての農業協同組合においては、課題もあるのではないか。
（有）
「Ａ」への出資は、ＪＡ「Ａ」が大半を占める〔
（有）
「Ａ」の資本金 1000 万円
のうち、ＪＡ「Ａ」出資は 940 万円〕
。つまり、
（有）
「Ａ」は、ＪＡ「Ａ」の協同に
よって得られた組合員の共益に基づいて出資されている。この限りでは、
（有）
「Ａ」
は、公益性・公共性の以前に、ＪＡ「Ａ」の組合員の共益を確保する経営が求められ
るべきではないだろうか。
組合員の共益の確保という点に踏み込んでみよう。組合員の共益の確保という点で
は、
（有）
「Ａ」の経営実態、特に条件不利圃場の集積、利用といった側面からは、組
合員の私的所有財産の維持管理（農地＝資産としての継続保有の確保）が目的といえ
る。ここで注目すべき点は、私的所有財産という点である。本来であれば、私的共有
財産の管理事業であり、その管理費用は私的所有を前提とする以上、第１に組合員自
らが出資する事業形態、第２に組合員自らが事業利用を行う事業形態、第３に組合員
自らが経営に参画する事業形態、すなわち協同組合の出資・利用・参画が確保された
協同組合的形態が望ましいと考えられる。
ところが、
（有）
「Ａ」の経営は、ＪＡ「Ａ」に依存した経営実態であるとともに、
利用する組合員は直接的な出資・利用・参画の機会が無い。つまり、
（有）
「Ａ」の事
業の実態は、組合員の私的所有財産権を確保、維持するＪＡ「Ａ」による単なるサー
ビス事業化しているのである。私的所有財産の管理事業としての側面からは、地代で
はなく、むしろ管理費・管理料（逆地代）化も検討するべきではないだろうか。ただ
し、地代の管理費・管理料化については、農業政策上また財産権の問題から検討すべ
き課題は多い。他方で、協同組合論からは、私的所有財産の「共同」管理事業という
位置付けでの課題克服は可能であると想定される。
公益性・公共性の議論は地方分権化論などと並んで、市民社会の新しい在り方、さ
らには参加型民主主義の今日的形態として、さまざまな草の根的様態を伴って展開し
注５）「 新たな公 」 など
をめぐる今 日 的な公 益
性・公共性の議論、特に
「小さな政府」論に基づ
く公共サービスのアウト
ソーシングとしての整理
は、拙稿「地域づくり組
織の協同組織的性格に関
する考察」、『協同組合経
営 研 究 誌にじ』2009年
春号、協同組合経営研究
所発行、を参照されたい

つつある。他方で、新自由主義的政策のもとでの「小さな政府」論に基づく公共サー
注５）
ビスのアウトソーシング化の一形態といった性格も忘れてはならない 。組合員の
共益組織である農業協同組合、ＪＡにとって、公益性・公共性は事業の先にある結
果・波及効果ではないだろうか。公益性・公共性を前面に出した「地域貢献」論は、
ＪＡに対する公益性・公共性の押し付けに足元をからめ捕られる可能性が存在する。
むしろ、協同組合らしい組織形態とその運営、つまり組合員の出資・利用・参画が確
保される組織形態を模索するべきであろう。
以上の公益性・公共性の議論は、単にＪＡ出資型農業生産法人に限定した議論では
ない。ＪＡの経済事業全般に通じる議論ではないだろうか。事業への組合員の参加な
きサービス事業化は、公益性・公共性、
「地域貢献」論としては聞こえがいいが、そ
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の実態は市場に外部化された領域の押し付け（公共性の押し付け）とも読み取り得
る。ＪＡの多様な事業についても、特に農と食に関しては農業の多面的機能論まで含
めて、より国民的合意形成を行った上でその費用分担を明確化する必要があるだろう。

８．おわりに
本稿では、
（有）
「Ａ」の取り組みの分析を通じて、ＪＡの経済事業における公益
性・公共性について若干の考察を行った。その本意は、公益性・公共性の名のもと
で、さらには「地域貢献」論のなかで、ＪＡに、市場から外部化されたさまざまな課
題が押し付けられつつあるのではないか、またＪＡも自ら、市場から外部化された部
分に手を伸ばしつつあるのではないかという課題提起である。
協同組合であるＪＡは、組合員の共益組織である。その共益の追求としての事業
は、農業・地域・暮らしを領域とするがために、結果として公益性・公共性を発揮す
るのではないか。組合員の参加なき、また公共サービス的な事業化は、組織の存立基
盤を揺るがせる恐れがある。公共サービス的な事業化に踏み込む上で必要な議論は、
市場に外部化された事象における国民的合意形成であり、その上での費用分担の在り
方、すなわちこの国の在り方にかかわる国民的議論である。商系資本のＣＳＲ（企業
の社会的責任）論に協同組合陣営が乗ることは必ずしも妥当ではなく、むしろ「公共
性を押し付けられる」危険性の方が高い。あらためて注意深い議論が必要であろう。
最後にＪＡ出資型農業生産法人の論点についても、若干の提起を行っておこう。Ｊ
Ａ出資型農業生産法人に限らず、ＪＡが直接農業経営を行う場合、私的土地所有の維
持・確保を目的とした公共サービス的な事業化は、極めて採算性が不安定で、経営自
立性にも欠ける恐れがある。むしろ、地域維持・地域農業維持を目指すのであるなら
ば、組合員の労働参加、運営参加、出資の参加による協同組織としての実態を持った
組織化を図るべきである。その上で、ＪＡは事業利用などを通じて協同組織を支える
注６）中国中山間地域で
は、集落法人などの広域
組織化、特に機械共同利
用などの取り組みが見ら
れる。代表的なものとし
てＪＡ三次の「法人大豆
ネット ワーク 」 の事 例
がある。 なお、 Ｊ Ａ 三
次の「 法 人 大 豆 ネット
ワーク」の詳細について
は、『ＪＡ総研レポート』
2009冬vol.12、稲垣伸司
「『集落農場型農業生産法
人』とＪＡの連携」、22
ページほか、を参照され
たい

関係を持つべきではないだろうか。例えば中国中山間地域のＪＡの事例 注６） のよう
に、集落型農業生産法人の設立を援助し、そのネットワーク化、機械共同利用など、
事業を通じて協同のネットワークを支える取り組みである。
もしくは、ＪＡ経営から自立した経営とし、自立的に経営展開を図れるような事業
形態・経営形態をとるといった方法もあるであろう。九州地方のＪＡでは、加工・販
売までの一貫経営、新規就農者育成などインキュベーター（起業支援）としての機
能、ＪＡの多様な事業の受け皿化など、農業サービス事業体としての多角化展開を
行っている事例が見られる。ただし、こうした総合的農業サービス事業体としての多
角化展開については、地域の農業環境などを含めて多様な条件によって規定されると
考えられ、一般化することは困難であると想定される。
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担い手協議会のなかで
ＪＡが果たした役割とこれからの展望

研究ノート

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 研究員

大仲 克俊 （おおなか かつとし）

１．はじめに
食料・農業・農村基本法に基づき、2005 年３月に閣議決定された食料・農業・農村
基本計画に沿って策定された「担い手育成・確保対策事業実施要領」では、
「地域農
業の担い手となるべき農業経営の育成・確保を図り、効率的かつ安定的な農業経営が
地域の農業生産の相当部分を担う農業構造を確立すること」とされた。その結果、認
定農業者・新規就農者の育成・確保、農業生産法人および農業を営む法人の育成、経
営構造対策の円滑な推進、女性・高齢者等の多様な担い手支援、農地利用集積の促進
といった事業を総合的かつ一体的な事業として実施するため、担い手育成総合支援協
議会（以下担い手協議会）が 2005 年４月に設定された。
この担い手協議会は、
「担い手育成総合支援協議会設置要領（以下、担い手協議会
要領）
」によると、全国段階、都道府県段階、市町村段階の３段階に分かれている。
担い手協議会における事業においては、各農業団体（都道府県・市町村段階では行政
も含めて）のそれぞれが役割分担を行いながら担い手の確保・育成に取り組むとして
いる。
担い手協議会の全段階において、各段階での農業協同組合（以下、ＪＡ）の参加が
必要とされており、担い手支援事業において、ＪＡが事業の実施に協力することが求
められたのである。本稿では、市町村段階における地域担い手協議会（以下、地域担
い手協）を通じて、地域のＪＡが主導し、複数の行政をカバーした広域地域の担い手
支援・育成に積極的に取り組むとともに、広域地域における土地利用計画・地域コ
ミュニティーづくりに取り組んでいる、ＪＡ道央および財団法人道央農業振興公社
（以下、道央農業振興公社）の取り組みについて報告する。

２．ＪＡ道央の主導で設立された道央農業振興公社の取り組みと役割
（１）地域およびＪＡ道央の概況
道央農業振興公社の管内は江別市、千歳市、恵庭
市、北広島市の４市で構成されている。農業所得に
おいて耕種は江別市が 40 億円、千歳市が 34 億円、
江別市

恵庭市が 40 億円、北広島市は 13 億円である。耕種
が所得全体の半数を超えるのは江別市、恵庭市の２
市である。江別市は米、麦類、野菜が中心であり、

北広島市
札幌市

恵庭市

千歳市

恵庭市は野菜、米が中心である。千歳市、北広島市
は畜産が半数を超えており、千歳市は鶏、乳用牛が
中心であり、北広島市は乳用牛が中心である。一方、経営耕地面積を見ると、水田面
積の占める割合は江別市が 67.7％、恵庭市が 70.7％であり、経営耕地面積の大きな割
合を占めている。千歳市、北広島市は水田面積よりも畑の面積が大きな割合を占めて
いる。耕種の割合が低い地域は水田よりも畑の割合が高い。
以上から、江別市、恵庭市の地域農業は耕種の農業が中心であり、千歳市、北広島
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【表１】 道央農業振興公社管内の農業状況（江別市・千歳市・恵庭市・北広島市
農業所得
合計 耕種（%）
畜産（%）
（億円）
米 麦類 野菜
乳用牛
江別市
61 66.0 17.1 16.8 19.9 34.0 29.4
千歳市
136 25.0 1.2 4.6 7.2 75.0 18.9
恵庭市
55 72.0 14.6 6.5 26.9 28.0 15.2
北広島市
49 27.6 3.1 0.4 17.7 72.4 12.0

経営耕地

水田

2005 年）

畑

（販売農家） （販売農家） （販売農家）

鶏
2.8
35.6
0.0
0.0

6,215
5,553
3,823
1,382

単位：ha
4,207
535
2,704
449

水田

畑

構成比：％
1,049 67.7 16.9
3,427 9.6 61.7
780 70.7 20.4
515 32.5 37.3

資料：2005 年農林業センサス、2005 年度生産農業所得統計より作成

市は畜産が農業の中心であることが分かる。つまり、４市の農業状況は地域により異
なっている（表１）
。
一方、これら４市を管内としているのがＪＡ道央である。ＪＡ道央は 2001 年に５
つのＪＡが合併して誕生した広域ＪＡであり、2010 年１月末時点では、正組合員数が
2408 人、准組合員数が 1 万 5977 人である。農畜産販売事業の取扱高は 142 億 7832 万
円であり、農産部門では、35 億 9234 万円である。その主な品目は、米が 48.9％、麦が
13.9％、テンサイ（種子採取含む）が 14.6％、小豆が 13.0％となっている。畜産部門は
41 億 8503 万円であり、主な品目では、生乳が 69.5％、豚が 15.2％である。青果園芸部
門は 65 億 95 万 円であり、 主な品 目では、 ハ ク サ イ・ キ ャ ベ ツ・ ブ ロ ッ コ リ ーが
23.2％、バレイショが 20.4％、ダイコンが 13.5％、ニンジンが 7.4％となっている。金
融の預金残高は 1221 億 125 万円であり、長期共済保有高は 2971 億 6451 万円である。
購買事業の取扱高は 100 億 7323 万円であり、うち生産資材が 47.7％、農機自動車が
21.9％、燃料が 18.2％である。子会社として株式会社ジャンス（青果加工・農産加
工・不動産など）
、株式会社道央ファーム（畜産）がある。
（２）道央農業振興公社の設立経緯と概要
道央農業振興公社設立の背景は、広域ＪＡであるＪＡ道央が設立されたことによ
る。ＪＡ道央の設立後、組合員から市によって農業政策が異なり、受けられる支援内
容に差があると指摘を受け、市が異なっても共通した政策が必要とＪＡ道央は考え
た。このような組合員の要望に応えるため、2002 年に千歳市との農業振興公社設立に
関する検討会の際に広域公社を設立できないか提案を行った。その後ＪＡは、４市の
担当部課長に新たな農業振興公社の設立と機能について提案し、４市とＪＡ道央で構
成するＪＡ道央・農政連絡調整協議会（ＪＡ道央および４市の代表による構成であ
り、道央農業振興公社設立後は、道央農業振興公社を加えた「道央農業振興協議会」
に変更された）において農業振興公社設立検討委員会を設立した。その後、2002 年 12
月から 2005 年４月までに 15 回にわたる会合が、ＪＡ道央を中心とした関係者の間で
行われ、2005 年５月 31 日に北海道知事の設立許可を経て設立された。
以上の経緯から、道央農業振興公社は、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市の４市
を管内とする農地保有合理化法人として設立されたのである。公社の事業内容は大き
く分けて「担い手支援事業」
「農地集積・経営支援事業」
「その他事業」となる。その
ほかには、各市における農用地利用集積計画の共通方針などを策定する「道央農用地
利用計画会議」の事務局の設置と運営を行っている。
また、道央農業振興公社は、2005 年７月に設置された、４市の地域担い手協に当た
る「道央地域担い手育成総合支援協議会」の業務委託を受けていたが、2007 年に同協
議会を解散し、新たに「地域担い手育成総合支援協議会（以下、道央地域担い手協議
会）
」を設置した。その際に、道央農業振興公社の理事会が「地域担い手協」となる
ように認可を受けている。そのため、事実上、
「道央農業振興公社＝道央地域担い手
協議会」とし、道央地域担い手協議会の事業が、道央農業振興公社の事業となってい
る。さらに、2010 年度より始まった、農地利用集積円滑化団体の認証を受けており、
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【図１】道央農業振興 公 社 組 織 図
理事会
（地域担い手育成総合支援協議会）

監事

評議会

（農地利用集積円滑化団体）

業務推進委員会
担い手アクションサポート会議

理事長

（道央農用地利用計画会議）

ＪＡ道央組合長

江別地区農用地利用計画会議
副理事長
千歳地区農用地利用計画会議
常務理事（常勤）

恵庭地区農用地利用計画会議
北広島地区農用地利用計画会議

事務局長（管理課長兼務）

業務部長

総務部長

担い手支援課

農地・経営支援課

○担い手支援業務

○農地・経営支援業務

管理課

総務課
○総務担当

○牧場受託管理
（千歳市・恵庭市）

ワンストップ支援窓口

○酪農・畜産管理受託

○江別市担い手支援センター
○千歳市担い手支援センター
○恵庭市担い手支援センター
○北広島市担い手支援センター

出典：道央農業振興公社提供資料より

道央農業振興公社の事業として取り組んでいる。
（３）道央農業振興公社の構成と業務体制
道央農業振興公社は、理事会を頂点に業務部長と総務部長がいる。業務部長は担い
手支援課、農地・経営支援課、市ごとの担い手支援センターを統括している。担い手
支援課は担い手支援業務として担い手協議会のソフト事業やさまざまな補助事業の実
施を行い、農地・経営支援課では農地保有合理化事業や農地情報共有化事業などを行
う。担い手支援センターは４市にあるＪＡ道央の営農センターに設置されており、地
域の担い手の経営相談から補助制度の活用、農地保有合理化事業など、農家からの相
談に対するワンストップ支援窓口の機能を果たしている。総務部長の下には総務課と
管理課があり、管理課は千歳市、恵庭市の公共牧場の委託管理と酪農・畜産関連事業
を受託し、酪農研修会を行っている（図１）
。
公社の予算は、ＪＡ道央および４市からの運営負担金と地域担い手協および農地保
有合理化事業などの交付金で運営されている。2009 年度の総事業収入は９億 7853 万
円であり、そのうち、運営負担金が 4772 万円（半分をＪＡ道央、残り半分を４市で
負担）
、農地保有合理化事業などの事業収入が２億 6982 万円、地域担い手協などの交
付金・補助金収入が６億 4774 万円である。一方、総事業費は９億 6014 万円であり、
そのうち人 件 費は 6934 万 円である。 人 件 費に関しては公 社による負 担だけではな
く、ＪＡ道央からの専任出向者の人件費について３分の２はＪＡ道央が負担している。
理事会および監事については、理事は４市の農政担当部長、恵庭市を除く各市の農
業委員会事務局長、ＪＡ道央の組合長と副組合長で構成されており、監事はＪＡ道央
の農業振興部の審議役、恵庭市農業委員会事務局長である。この理事会は、道央地域
担い手協議会も兼ねている。理事長は、ＪＡ道央の組合長が務めている。
また、理事長に対する諮問機関として評議会が設置されている。評議会は 25 人以上
30 人以下とされており、４市の農政担当課長、農業委員会の係長・主査、ＪＡ道央の
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【表２】 道央農業振興公 社 役 員 の 構 成
理事会（監事：２人）
評議会
○江別・千歳・恵庭・北広島市 ○江別・千歳・恵庭・北広島市
農政担当部長
農政担当課長
○江別・千歳・恵庭・北広島市 ○江別・千歳・恵庭・北広島市
農業委員会事務局長
農業委員会係長または主査
○道央農業協同組合組合長・副 ○道央農業協同組合部会長
組合長・審議役
（酪農部・青年部・女性部）
○道央農業協同組合企画指導課長
○道央地域内各土地改良区参事
○学識経験者（２人：大学教授）
○石狩改良普及センター次長
○石狩地区共済組合農作部長
○北海道農業協同組合中央札幌支所次長

業務推進委員会
○江別・千歳・恵庭・北広島市
農政担当課長
○江別・千歳・恵庭・北広島市
農業委員会係長または主査
○道央農業協同組合各営農センタ
ー長・企画指導課長
○石狩改良普及センター主任指導
員・江別分室次長

資料：道央農業振興公社資料より 作 成

課長、地域内の土地改良区参事、学識経験者、石狩改良普及センター次長などで構成
されている。
さらに、業務推進委員会が設置されており、４市の農政担当課長、農業委員会の係
長･主査、ＪＡ道央各営農センター長・企画指導課長、石狩改良普及センター主任指
導員などで構成されている。この業務推進委員会は、担い手アクションサポート会議
と道央農用地利用計画会議の役割も兼ねている（表２）
。
また、道央農用地利用計画会議のもとには、市ごとの地区農用地利用計画会議が設
置されており、各担い手支援センター（ＪＡの営農センター）が各地区の農用地利用
計画会議の事務を担当している。
道央農業振興公社の業務体制では、公社のプロパー職員が 18 人、専任の出向者はＪ
Ａ道央から６人、恵庭市から事務局長兼管理課課長として 1 人派遣されている。道央
農業振興公社の運営およびさまざまな事業を統括するのは、常勤の常務理事であり、
ＪＡ道央から出向している。この常務理事が、道央農業振興公社の設立においても主
導してきた。
また、各営農センターにおけるワンストップ支援窓口では、道央農業振興公社のプ
ロパー職員７人と、常勤ではないが、必要に応じて、４市の職員、農業委員会の職員
が１人ずつ兼任で業務を行っている。さらに担い手支援センターにおいては、窓口の
業務を、公社の出向者だけではなく、ＪＡ道央各営農センターの営農振興課職員がＪ
Ａの仕事と兼務して担当している。そのため、道央農業振興公社が行う地域担い手協
の事業は、道央農業振興公社が全体的な事業の企画・調整・実施を行い、各市での担
い手相談のワンストップ支援窓口や地域担い手協などを通じて行われる各種補助事業
の申請などの窓口業務では、公社のプロパー職員とＪＡ道央の営農センターに配属さ
れている営農振興課の職員を中心に業務を遂行しており、必要に応じて市および農業
委員会職員が担当している。
（４）道央農業振興公社が取り組む事業と役割
道央農業振興公社の主要な業務は「担い手支援事業」と「農地集積・経営支援事
業」の２つである。2009 年度の予算執行の合計金額は９億 4982 万円であり、そのう
ち、担い手支援業務で６億 5194 万円、農地集積・経営支援で２億 4006 万円であり、
執行予算における全体の 93.9％を占めている（図２）
。次に、
「担い手支援事業」と
「農地集積・経営支援事業」について述べるとともに、道央農業振興公社が事務局と
して事業を行っている「道央農用地利用計画会議」について述べる。
１）道央農業振興公社の「担い手支援事業」の取り組み
2009 年度の担い手支援事業では、ソフト事業として担い手アクションサポートを中
心に事業を行っており、担い手へのスキルアップ研修としてのパソコン・簿記講習、
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【図２】道央農業振興 公 社 の 2 0 0 9 年 度 の 事 業 実 績 お よ び 2 0 1 0 年 度 事 業 計画
2009 年度事業（実績）
担い手支援業務
①担い手アクションサポート
◇体制整備
◇経営相談・指導
◇新たな人材の育成・確保
◇スキルアップ支援
◇集中的な技術・経営支援
◇ワンストップ支援窓口（営
農センター）
②地域担い手経営基盤総合対
策実験事業
◇施設・機械信用供与補助
③新規参入定着促進事業
④新規参入促進支援事業（道）
→新規就農希望者の研修費補
助など
2009 年度実績：6 億 5194 万円
（人件費：2328 万円）

担い手への農地 ･ 経営支援
①農地保有合理化事業
◇農地利用権設定
→ 2009 年度実績
･ 新規貸付（借入）：80 件
→ 290.0ha
②農地情報共有化促進事業
◇農地情報のデータベース
化
③労働人材確保業務
◇担い手へのパート人材の
あっせん

その他
①酪農・畜産関連受託事業
◇牧場運営受託管理
・千歳市営牧場
・恵庭市営牧場
②総務

2009 年度実績：2 億 4006 万円
（人件費：1337 万円）

2009 年度実績：5782 万円
（人件費：3269 万円）

2010 年度事業（予算）
担い手支援業務
①担い手アクションサポート
◇体制整備
◇経営相談・指導
◇新たな人材の育成・確保
◇スキルアップ支援
◇集中的な技術・経営指導
◇ワンストップ支援窓口
②新規参入促進支援事業（道）

2010 年度予算：3008 万円
（人件費：1990 万円）

担い手への農地・経営支援
①農地保有合理化事業
◇農地利用権設定
②農地制度実施円滑化事業
◇農地利用関係の調整
◇農地相談員の設置
③農地利用集積円滑化事業
④農地利用集積事業
（農用地利用計画会議も含む）
⑤労働人材確保業務
◇担い手へのパート人材の
あっせん
2010 年度予算：2 億 4050 万円
（人件費：1661 万円）

その他
①酪農・畜産関連受託事業
◇牧場運営受託管理
・千歳市営牧場
・恵庭市営牧場
②総務

2010 年度予算：5853 万円
（人件費：3291 万円）

水稲技術向上などの研修会やワンフロア・ワンストップ支援窓口での担い手支援を
行っている。このほかに、ハード事業における支援である「地域担い手経営基盤総合
対策実験事業」を 260 経営体で実施、新規就農者向けの機械・設備投資補助を行う
「新規参入定着促進事業」を９件実施している。さらに、都道府県担い手協議会を通
して行う「担い手経営革新事業」を実施している。
また、これらの国の補助事業だけではなく、公社独自予算と北海道の「新規参入促
進支援事業」による新規就農者の育成研修を行っている。これは、３年から４年かけ
て行う新規就農希望者向けの研修プログラムであり、就農基礎研修として公社施設で
の技術研修および座学で１年間、就農技能研修として指導農家での研修および農業経
営計画、居住予定地の策定を１年から２年間、就農地域研修として経営移譲農家およ
び新規就農予定地域で研修と就農を１年間行うものである。この３年ないし４年間の
研修期間は、研修生が月々 15 万円の支給を受けられるようにしている（研修受け入
れ農家および公社で 15 万円を負担している）
。また、公社は研修生に技術研修だけで
はなく、経営計画の策定や農地・住居のあっせん、さらに、地域担い手協などが実施
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する国の補助事業などを活用し、就農支援を行っている。
２）道央農業振興公社の「農地集積・経営支援事業」の取り組み
農地集積・経営支援事業では、農地保有合理化事業による農用地の利用権の設定、
農地情報共有化促進事業による農地情報のテータベース化と共有、労働人材確保業務
として地域内の担い手の労働支援のため、パート希望者の登録などを行っている。
2009 年度の農地保有合理化事業の新規利用権設定件数は 80 件、面積では 290.0haであ
る。そのほかに、経営支援事業として土壌診断や作物の品種試験・農薬試験を道央農
業振興公社の保有する実験圃場で行っている。
以上の業務から、道央農業振興公社としては、担い手支援業務において実施する各
種事業により担い手育成・確保を行い、農地・経営支援業務における事業により、育
成・確保した担い手へ農地の集積を進めている。また、2010 年度から農地利用集積円
滑化事業に取り組んでいる。一方、経営支援事業における実験圃場において、大手薬
品企業の薬品原材料生産（栽培）における試験栽培（品種の地域・土壌での適正や農
薬の試験）を行っている。これは、大手薬品企業の製造する薬品の原料となる薬草の
生産および出荷をＪＡ道央が行っており、この薬草生産における生産性向上や農薬適
正のチェックを行うことにより、地域の薬草生産農家の生産性向上や、地域の農家の
畑作輪作体系に新しい収益を見込める品目を増加させることができるとの判断による。
３）
「道央農用地利用計画会議」の位置付けと道央農業振興公社の役割
道央農用地利用計画会議は、2008 年５月に地域内における農用地利用集積プランと
地域コミュニティーづくりの策定を目的に設置されている。事務局・運営は道央農業
振興公社にあり、表２における業務推進委員会と同じ構成員で構成されている。ま
た、この道央農用地利用計画会議のもとに、市ごとに地区農用地利用計画会議が設置
されている。
この道央農用地利用計画会議の目的は、地域内における農用地利用集積プランの方
針の策定である。その際に、農地利用集積円滑化事業に基づく地域内の農家に対する
将来的な農業・農地に関する意向調査を 2009 年 12 月に行っており、このデータと農
地情報共有化の事業などを用いて将来的な地域農業の予測を行い、今後の担い手育成
や農用地の維持・確保・集積に必要な計画を策定している。このなかで、地域を集落
機能と生産活動地区として、500 haを１ブロックとし、地域内の主たる担い手として
「認定農業者・農業生産法人・新規就農者」の育成・確保を行うとともに、地域農業
を補完する多様な担い手として「兼業農業者・生涯現役農業者・定年帰農者・農業参
入企業・雇用従事者（法人・担い手での農業就業者）
」を想定し、将来的に必要な経
営体の数を試算している。そして、試算した将来育成すべき経営体の数と必要な面的
集積を行うための農用地利用集積の方針を地区農用地利用計画会議に示している。
地区ごとの農用地利用計画会議は、ＪＡ道央の各支所長が事務局長を担当してお
り、道央農用地利用計画会議の農用地利用集積プランの方針に基づき、農用地利用集
積プランの策定・実践を行っている。また、策定されたプランに基づいて、農業経営
基盤強化促進法における農用地利用集積計画に反映させることになっている。
４）事業の廃止による対応状況
道央農業振興公社は、業務におけるソフト事業の人件費などにおいて、担い手アク
ションサポート事業をもとに実施してきたが、2010 年度から行われる予定であった後
継事業が無くなり、ワンストップ支援窓口などの人件費の確保が困難になっている。
しかし、2010 年度の道央農業振興公社の予算は３億 2911 万円であり、前年度と比較
して６億 2071 万円の減少であるが、人件費は、ほぼ同額を計上している。これは、
事業は廃止されても、ワンストップ支援窓口などの事業の維持を決めているからであ
る。そのため、必要となる経費は、公社の運営負担金および繰越金、さらに、農地利
用集積円滑化事業における交付金で補填するとしている。そのため、担い手支援事業
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における人件費は 2328 万円から 1990 万円まで減少しているが、農地集積・経営支援
事業における人件費は 1337 万円から 1661 万円に増額しており、農地利用集積円滑化
事業の交付金を人件費負担に当てている（前出図２）
。

３．まとめ
まとめとして、地域担い手協、道央農業振興公社におけるＪＡ道央の役割について
指摘したい。
「地域担い手協＝道央農業振興公社」であり、地域担い手協設立時点に
おいても、道央農業振興公社が事業を受託しており、地域担い手協の開始時点から、
道央農業振興公社が事業を担っていた。このように、道央農業振興公社の設立、地域
担い手協である道央農業振興公社の事業遂行における運営面・事業実施面において、
ＪＡ道央は主体的な役割を果たしてきた。また、道央農業振興公社は地域内の農業政
策の共通化の枠を超えた役割を果たしており、地域農業における担い手育成・確保の
機能から、地域における農用地利用計画や地域コミュニティーづくりなど、地域農業
における地域マネジメントの役割を果たしている。つまり、ＪＡ道央は、道央農業振
興公社（地域担い手協）を通じて、農地・担い手における政策推進だけではなく、地
域のコミュニティーづくりなどの「地域政策」に対しても重要な役割を果たしている
のである。
その一方で、課題も指摘したい。道央農業振興公社は、公社の運営を地域担い手協
に対する交付金などに頼っている。先述したように、2010 年度において地域担い手協
のソフト事業における交付金が廃止された。本年度は繰越金や他事業の交付金で対応
したが、将来的な財源の確保見通しが困難である。千歳市の担当者へのヒアリングで
も、運営交付金の大幅な積み増しは厳しいと答えており、事業継続への財政基盤の脆
弱さが課題である。
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今こそ日本人の食文化を取り戻すとき
━━野菜・果物の消費行動に関する調査結果から

Ｗｅｂ調査

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

藤本 恭展（ふじもと やすひろ）

１．家で調理をしないので、野菜を購入しない単身男性が16.7％
ＪＡ総合研究所は 2010 年 7 月 23 〜 27 日に「野菜・果物の消費行動に関する調査」
を行い、10 月 28 日に、その調査結果を公表した。
このデータから浮き彫りになったのは、前回の 2009 年調査と比較して、単身男性
が野菜を嫌いになっていること、また、家庭で調理をしなくなっていることである。
図１の生鮮野菜の購入状況を見ても、単身男性が「家で調理をしないので、野菜は
購入しない」と回答したのは 16.7％と、主婦の 0.6％、単身女性の 1.9％と比較しても
大きく引き離している。前回調査の 13.7％と比較しても３ポイントの増加となってい
る。逆に単身女性が 5.3％から 1.9％へと、3.4 ポイント減少、すなわち「家で調理をす
る」割合が増加していることと対照的である。
この設問においてはその理由を聞いていないので推測するしかないが、2008 年の
リーマン・ショックのあおりを受け、わが国経済は停滞または下降傾向をたどってき
た。さらにデフレ傾向が続くなかで、雇用情勢は悪化し、給与所得も伸び悩むことと
注１）2 0 1 0年1 0月2 5日
付日本経済新聞の「経済
教室」欄によると、男性
フルタイム雇用者の平日
１日当たりの労働時間は
1996年の8.80時間から20
06年 の9.12時 間 に 増 加
し、 逆に睡 眠 時 間は19
96年の7.40時間から2006
年の7.22時間に減少して
いる
注２）2010年7月30日 総
務省公表。２人以上の世
帯では97.5％

なった。一方、労働時間は増加する傾向にある注１）。つまり、若年層の割合が高い単
身男性は、所得が減少または伸び悩むなかで、労働時間は増加している。このことか
ら、食材や外食を含め、なるべく安いものを購入し、趣味以外のあらゆるものに手間
と金をかけないことを基本としているように見受けられる。
この結果、
「料理が趣味」という人を除いて、単身男性は野菜を食べない、料理を
しない、という状況になっていると推測される。また、今回調査では、単身男性は冷
凍野菜の使用や買い置きの割合が概して前回調査よりも増加しており、手軽に食事を
済ませていることが推測される。単身世帯の電子レンジの普及率が 91.9％注２）であれ
ば、それもうなずけることではあるが、冷凍食品に頼りきるのは、栄養の適正な摂取

【図１】生鮮野菜の購入 状 況 （ 上 段 2 0 0 9 、 下 段 2 0 1 0 調 査 ）
2009 ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝1286）

79.9

2010 ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝1302）

80.3

2009 主婦
（ｎ＝914）

80.4

2010 主婦
（ｎ＝866）

79.6

11.0

10.0

5.4 3.0

0.7

5.6 3.5

0.6
0.3

13.0

0.7

5.7

0.6

2009 単身女性
（ｎ＝189）

7.0

0.6

3.7 5.3

0.5

12.2

81.5

9.0

1.9
2010 単身女性
（ｎ＝214）

90.2

2009 単身男性
（ｎ＝183）

4.2 3.3

75.4

3.3 6.5

13.7

6.8

16.7

0.5

1.1
1.9

2010 単身男性
（ｎ＝222）
0%

73.9
20%

40%

60%

通常は、
ほとんど購入している

自給もあるが、
半分以上は購入している

自給等でほとんど購入しない

家で調理をしないので、
野菜は購入しない

80%

0.9
100%

その他

注）四捨五入の関係で、合計は必ずしも 100％にならない（以下図同様）
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に不安があると思われる。

２．喫食感度と実際の喫食頻度のずれ
野菜をどの程度食べていると思うか、
「よく食べる方だ」
「まあ食べる方だ」
「あま
り食べない方だ」
「食べない方だ」の４段階に分けて聞いたところ、図２で見るよう
に、単身男性は「よく食べる方だ」が前回調査の 34.4％から 36.5％と増加している。
「まあ食べる方だ」と合算しても、前回調査の 74.8％から 73.9％と、0.9 ポイントの減
少でしかない。
しかし、図３の実際の野菜の喫食頻度を見ると、単身男性では「ほぼ毎日」食べる
人が前回調査の 48.1％から今回の 42.4％と明らかに減少しており、
「週に４〜５日」食
べる人も 15.3％から 13.5％と減少している。これはどういうことか。
【図２】野菜の喫食感 度 （ 上 段 2 0 0 9 、 下 段 2 0 1 0 調 査 ）
2009 ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝1286）

50.4

2010 ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝1302）

45.9

2009 単身女性
（ｎ＝189）

2010 単身女性
（ｎ＝214）

2010 単身男性
（ｎ＝222）

34.4

36.5

0%

20%

まあ食べる方だ

0.5

12.1

40.4

24.0

1.1

37.4

23.9

2.3

40%

よく食べる方だ

2.1

14.8

46.7

0.4

0.5

8.4

36.5

40.7

0.8

5.6

41.5

46.6

0.8

11.7

39.6

49.7

2010 主婦
（ｎ＝866）

9.6

41.6

54.5

2009 主婦
（ｎ＝914）

2009 単身男性
（ｎ＝183）

39.3

60%
あまり食べない方だ

80%

100%

食べない方だ

【図３】野菜の喫食頻 度 （ 上 段 2 0 0 9 、 下 段 2 0 1 0 調 査 ）
2.3
2009 ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝1286）

71.9

2010 ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝1302）
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6.7

8.0

3.5

1.5
79.9

2009 主婦
（ｎ＝914）

9.3

5.3

4.0

2.4
72.8

2010 主婦
（ｎ＝866）

2009 単身女性
（ｎ＝189）

56.6

2010 単身女性
（ｎ＝214）

57.5

12.5

18.0

5.3

6.9

14.3

3.2

7.9
2.3

2009 単身男性
（ｎ＝183）

14.5

48.1

2010 単身男性
（ｎ＝222）

15.3

42.4

0%

20%
ほぼ毎日

週に４〜５日

19.1

13.5
40%
週に２〜３日

17.1
60%
週に１日

8.4

17.3

5.5

8.6
80%

12.0

18.6
100%

週に１日未満／食べない

これを分析するため、
「よく食べる方だ」と「まあ食べる方だ」と回答した人の喫食
頻度を属性別にクロス集計したのが図４である。
これによると、
「よく食べる」
「まあ食べる」と回答した人のうち、主婦では「ほぼ
毎食」と「ほぼ毎日」の合計で 77.9％に達するが、単身男性では 54.9％と、主婦より
23.0 ポイント少ない結果となった。すなわち、どの程度食べる必要があるかの知識が
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【図４】「よく食べる」「 ま あ 食 べ る 」 と 回 答 し た 人 の 喫 食 頻 度
主婦
（ｎ＝789）

35.4

単身女性
（ｎ＝187）

42.5

27.8

単身男性
（ｎ＝164）

11.2

36.9

19.5

13.9

35.4

0%

20%
ほぼ毎食

ほぼ毎日

12.8

17.1

40%

週に２〜３日

6.6

8.6

12.2

15.9

60%

週に４〜５日

4.4

80%

100%

週に１日以下／食べない

不足していることもあろうが、目標重量（厚生労働省の提唱する「健康日本 21」では
１日 350 ｇ）に達していなくても、それなりに食べていると比較的甘めの自己診断を
していることがうかがえる。この結果が図２と図３のギャップになって表れている。
単身女性も主婦と比較すると喫食感度と実際の喫食頻度に差はあるが、単身男性ほ
どではない。また、今回の調査では単身女性だけが前回調査よりも野菜や果物を食べ
る頻度が増加しており、単身女性の方が単身男性よりは時間の余裕があり、健康や美
容に対する意識が高いことが分かる。

３．食べたいけれど、どちらかというと他力本願の単身男性
このことからすると、やはり心配なのは単身男性である。先に述べたように、全体
的に労働時間が増加し、ストレスも増加するなかで、体調を整えるミネラルやビタミ
ンを多く含む野菜の摂取量が減少することは、単身男性が健康を損ねる確率が上が
る、ということである。とはいえ、単身男性もこれで良いと思っているわけではな
く、図５に見られるように、
「もっと食べたい・食べる必要あり」と答えた単身男性
は前回調査より明らかに増加している。
こうした流れから、表に見るように、
「野菜をもっと食べるようになるきっかけ」
の設問のなかで、
「野菜料理を作ってくれる人がいれば」と答えた割合が、単身男性
が一番高いのも納得できるのである。
ところが、
「野菜料理を作ってくれる人がいれば」と言いながら、そのことに対す
る努力はどうか、となると、これが若干怪しくなる。図６の｢『野菜不足解消』に対
する取り組み｣を見ると、
「野菜不足」と感じていながら、
「解消の必要性を感じない
ので、特に何もしない」＋「解消の必要性は感じるが、特に何もしないと思う」単身
男性が、なんと 35.0％に上るのである。これは主婦の 18.6％（これはこれで問題かも
【図５】野菜の喫食に 関 す る 満 足 度 （ 上 段 2 0 0 9 、 下 段 2 0 1 0 調 査 ）
2009 ＴＯＴＡＬ
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2010 単身男性
（ｎ＝222）

13.5
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6.3

8.3

34.5
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38.6

13.6

37.4
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43.2

27.0
20%

10.7

36.0

27.3

0%

9.0

36.3

2009 主婦
（ｎ＝914）
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もっと食べたい・食べる必要あり
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【表】野菜をもっと食 べ る よ う に な る き っ か け （ 複 数 回 答 ）
ＴＯＴＡＬ
n=612
生鮮野菜の価格が安くなれば
53.8
手間をかけずにいっぱい食べられるレシピが分かれば
43.3
自分の食習慣が変われば
36.9
時間に余裕ができれば／料理をする時間が取れれば
31.9
収入が増えれば
27.9
野菜料理を作ってくれる人がいれば
27.3
料理に使う分だけ野菜を買えるようになれば
24.5
野菜の総菜（サラダ、煮物など）の価格が安くなれば
23.9
市販のお弁当などに使用されている野菜の量が多くなれば
23.2
加工野菜（カット・冷凍野菜など）の価格が安くなれば
21.6

（％）

主婦
n=371
58.2
49.3
38.5
32.3
27.8
21.3
20.2
21.0
18.1
19.9

単身女性
n=109
54.1
41.3
44.0
45.0
30.3
34.9
38.5
32.1
31.2
21.1

単身男性
n=132
40.9
28.0
26.5
19.7
26.5
37.9
25.0
25.0
31.1
26.5

【図６】「野菜不足解消」 に 対 す る 取 り 組 み
2.1
ＴＯＴＡＬ
（ｎ＝773）

78.1
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3.2
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主婦
（ｎ＝478）

81.4
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単身女性
（ｎ＝132） 4.5

82.6

12.9

3.1
単身男性
（ｎ＝163）
0%

65.0

31.9
20%

解消の必要性を感じないので、特に何もしない

40%

60%

解消の必要性は感じるが、
特に何もしないと思う

80%

100%

今後、解消に向けて取り組みたい

しれないが）と比較すると、非常に問題の多い数字であろう。自分では何もしない
が、
「野菜料理を作ってくれる人がいれば」何とかなるかも、という、極めて他力本
願な単身男性の意向がこれらのデータから垣間見えるのである。世の中そんなに甘く
はない、と思うのだが、読者はどう思われるだろうか？

４．食生活を見直すべし／すべての年代で野菜の喫食頻度が減少
前段までは、単身男性に絞って分析したが、単身男性は端的なだけで、実はすべて
の年代で野菜の喫食頻度が減少している。図７に見られるように、年代が上がるごと
に喫食頻度は高くなるものの、前回調査と比較すると、すべての年代で喫食頻度が減
少していることが分かる。ということは、日本人全体の野菜の喫食頻度が満遍なく減
少しているということである。この減少の理由は 2010 年夏の記録的猛暑による野菜
高騰だけだろうか？
答えを出すには、次回調査の結果を分析する必要があろう。次回が２年連続の猛暑
で野菜高騰の年となれば、この 2010 年調査と比較すれば良いし、平年並みの気候で
野菜の価格も落ち着いたものであれば、2009 年調査と比較すれば価格に左右されな
い傾向が見えよう。
いずれにしても、筆者は今回調査での野菜の喫食頻度の減少は、経済不況や野菜高
騰によるものだけではないのではないか、と疑っている。問題視され始めて久しい
「個食（同じ食卓についても個々ばらばらなものを食べる）
」
「孤食（おのおの１人で
食べる）
」
「粉食（パンや麺類など、粉でできたものばかり食べる）
」
、さらに最も問題
である「欠食」の増加など、日本人の食生活、食文化そのものに大きな変化が生じて
いるように思えてならないのである。そしてこの変化は、決して将来の日本人の健康
や精神衛生にとって好ましいものではないと考えている。すべてが昔のままで良いと
は思わないが、手間をかけて作る野菜の煮物や和え物など、野菜が十分にとれるよう
な料理・食文化は絶えることなく継承していくべきだし、それを家族全員で食べる
「食卓」は、家族のつながりを守り、深くするものだと考える。
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すなわち、国や企業、国民すべてが、自らの健康や未来のために、現在の食生活を
いま一度見直してみることが必要ではないか。時間に追われて、簡便で安易な食生活
を送るのではなく、体にも、心にも良い食生活を送る努力をするべきではないだろう
か。
【図７】年代別野菜の 喫 食 頻 度 （ 上 段 2 0 1 0 ・ 下 段 2 0 0 9 調 査 ）
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読 書
の 窓

『もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの「マネジメント」を読んだら』
岩崎夏海＝著
ダイヤモンド社（2009 年 12 月３日）
（社）
ＪＡ総合研究所 企画調整室長 主任研究員

小川 理恵（おがわ りえ）

「もしドラ」という言葉をご存じだろうか。2010 年ユーキャ

版 』の本 文を引用し、そこ

ン新語・流行語大賞にノミネートされたことで、ご存じの方も

で明 示された命 題を主 人 公

多いと思う。この「もしドラ」とは『もし高校野球のマネー

のみなみが具体的に野球部

ジャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』という本

の問題に置き換えて解決していくところだ。『エッセンシャル

の通称である。2009 年末の発売以来、すでに第 21 刷を

版』は、「エッセンシャル」と銘打ってはいるものの、かな

数え、売り上げは実に150 万部に達している（2010 年 11

りなボリュームがあり、すべてを読み通すには根気がいる。

月現在）。その人気はとどまるところを知らず、2011 年３月

ところが、この『もしドラ』は、『エッセンシャル版』のポイ

には、ＮＨＫでアニメ化も決定しているという。もはや社会

ントを押さえた上で、難解なドラッカーの経営理論を小説仕

現象ともなっている「もしドラ」は、なぜこれほどまでに売

立てで見事に再現し、分かりやすい形に表現し直すことに

れ、人々の心をつかんだのであろうか。

成功している。ドラッカーの言葉のままでは難しくて理解しき

ピーター・Ｆ・ドラッカー（1909〜2005）は、「マネジメン

れないことも、読者は、みなみの行動や言葉、心の動き、

トの父」とも称される経営学の大家である。『マネジメント

さらにみなみが導き出す答えを知ることで「そういうことだっ

（エッセンシャル版）』（以下『エッセンシャル版』）は、ド

たのか ！」と心の底から納得することができる。そしてみな

ラッカーが「組織経営」について提唱し体系化した『マ

みが解決した課題を、今度は自分自身のことに置き換えて

ネジメント』（1974 年）をコンパクトにまとめ直したものであ

考えてみるのだ。「わが団体の顧客はだれだろう？ 事業の

る。「もしドラ」 の物 語は、 主 人 公の川 島みなみがこの

目的とは？どうすれば目的は達成できるのか ？」

『エッセンシャル版』に出会うところから始まる。

さらに本書のもう１つの魅力が、さわやかな青春小説と

都内の進学校に通う高校２年生のみなみは、入院して

しての１面である。みなみが仲間たちとともに目標に向け

いる親友の夢をかなえるため、万年予選落ちの弱小野球

て突き進むさまは、自分自身の学生時代にも重ね合わせ

部を「必ず甲子園へ連れて行く」と決心し、マネージャー

て、
胸にキュンとくるものがある。これから読む方のために詳

となる。みなみは、野球部の「マネージャー」と組織運

細は割愛するが、物語のラストでは思わず涙するシーンも

営の「マネジャー」を勘 違いし、本 屋で偶 然出会った

ある。私は電車のなかで、何度涙をこらえたか分からない。

『エッセンシャル版』を読み始める。最初は自分の早合点

原書の『マネジメント』は発売から30 年以上を経た今

に呆然とするものの、やがてはこの本を指南書として、友

も、世界中で脈々と読み継がれており、その人気は衰える

だちや野球部員、先生とともに問題を次々と解決していく。

ことがない。その理由は、ドラッカーの説く経営論に古さが

みなみが『エッセンシャル版』でまず目を奪われる１節

まったくないこと。そしてどんな時代においても、私たち人

がある。それは、マネジャーの資質に不可欠なものは何

間は、現状をどうにかして打破したいとあえいでいる、とい

か、という次の１文だ。「人を管理する能力、議長役や

うことの表れにほかならないのではないだろうか。

面接の能力を学ぶことはできる。管理体制、昇進制度、

そして閉塞感が一気に募った現在の日本において、『マ

報奨制度を通じて人材開発に有効な方策を講ずることもで

ネジメント』は小説仕立ての気安さとアニメ風の表紙、とい

きる。だがそれだけでは十分ではない。根本的な資質が

う新しい形に姿を変え、現代人の、特に若い社会人や学

必要である。真摯さである」。「真摯さってなんだろう」み

生たちの心をわしづかみにした。そこには、先の見えない

なみのなかで大きな問いが生まれる。がその瞬間、みなみ

絶望感からなんとかして脱したいともがく、今の若者たちの

の目からはとめどなく涙があふれ出すのだ。ドラッカーがみ

本心が見え隠れしているように思える。

なみの心の扉を開いた瞬 間だ。そして、みなみはこの問

マンガ 風の表 紙から、 手に取るのをためらっている方

いの答えを、物語のクライマックスで親友や野球部の仲間

は、ぜひその先入観を捨ててほしい。この本を優れたビジ

たちから教わることになる。みなみは目標を達成することが

ネス書として読むか、はたまた甘酸っぱい青春小説として

できるのだろうか？ みなみと仲間たちの行き着く先とは？

読むかは読者の自由だ。そのどちらとしても最高に楽しめ

『もしドラ』の大きな魅力は、随所で『エッセンシャル
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るのが、本書の一番の魅力かもしれない。
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《プロフィール》
医学博士・心理学博
士。東京大学卒業後、
渡米。Ｕ・Ｃユニオ
ン大学院（心理学）、
セント・トーマス大
学院（身体精神医学）
博士号取得。

『女性力が組織再生力となる』
心理学博士

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）

１．ＪＡに求められる組織力
「地域おこし」
「町おこし」
「農業おこし」が課題に上ってから、どのくらいたつでしょうか。おのおのが独自
の政策で対処し、それぞれの成果を挙げています。各ＪＡの果たしてきた貢献や役割からの影響の大きさは計り
知れません。現状を考え、さらなる活性化のためにも、まだまだ機能強化や役割拡大が求められるでしょう！
どの地域や企業においても、核になる組織力が必要です。地域も町も農業さえも現状維持のままでは、衰退の
認識がなくても減少から衰退に陥ってしまいます。だからこそ、ＪＡの活性化したリーダーシップの力がそれぞ
れから切望されています。まさに、ＪＡそのものにさらなる強大な組織力を養成し、生かさなくてはなりません。

２．危機はどこにでもある
業界最大手の企業がありました。業績、伝統ともに最大級です。
「わが社はわが社であって、世間や他社に迎合する必要はない！」と自負し、言い切りました。それには周囲
を圧倒する毅然としたものがあり、裏付ける実績も功績もありました。しかし、突発的な悲劇に襲われ、無残に
も信用・信頼が伝統もろとも崩壊したのです。
多数のお客さまをばい菌に感染させてしまい、死亡事故まで招いてしまったのです。原因は、固定化した市場
対応とマンネリ化した製造管理でした。そして極め付きは、おごりにも似た「事故など起きるはずがない」とい
う思い上がりの杜撰さでした。そして、会社解散にまで及んでしまったのです。規模や業歴に甘んじていれば、
どこかにゆがみが生じてくるのです。

３．「チアガール効果」
実存心理学は、惰性や固定観念の打破のために、たびたび「女性の力」に着目します。
例えば「チアガール」の存在を考察してみましょう。
男性応援団は、攻撃的な力強い響きとなり直線的に味方への影響を発揮します。しかし、女性の場合は、婉 曲
的であるものの包括的な力あふれる影響力となります。
チアガール効果は、グループメンバー１人１人に確かな緊張感を与えます。さらに使命感を抱かせます。しか
し、グループには、明るく、伸びやかな雰囲気がにじみ出ています。それは競技者にも同様で、はつらつさはも
ちろんのこと、１滴も残さない全力疾走・全力投球の決意をもたらします。事実、実力以上の力を発揮して勝利
した成果もあります。観客も敵のファインプレーに拍手を惜しまず酔いしれ、たたえ合うほどです。男女や敵味
方の区別なく躍動感を共にし、連帯感や一体感をつくり出してしまうのです。
組織と呼ぶにはあまりに小さい、たった１人のチアリーダーと 10 数人のメンバーで構成された集団です。どこ
に、その異質な個々を全体として１つにしてしまう巨大な力が潜んでいるのでしょうか？
それは、組織に与える影響力の効果が、男性力・女性力としての機能の違いによって生じる、心理的特長の性
差によるものです。
実存心理学は「今、ここ」での価値づくりを重視します。実存心理学の視点で「チアガール効果」を見つめる
と、次のような「女性力」の特長が見えてきます。
①組織としての許容量、寛容度の拡大化を醸し出す
すべての現状を肯定的に認めてしまうおおらかさです。自己の価値観や損得基準ではなく、すべてのみ込
み、受け止める度量の大きさです。
②組織としての柔軟性、適応性の迅速化を醸し出す
些細な変化や異変、自分の過ちやミス、失敗に気付いたとき、即座に客観視して対策がひらめきます。自ら
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を変化させて「最良の効果である！」との確信のもとで実践に及ぶのです。
③組織としての融合化、一体感の結束力を醸し出す
おのおのの特長や特技、傾向を見極めてこだわりや過去にためらうことなく、最速の効果を目指して一体化
を進めます。相手の欲するものを明確にし、分かち合う可能性の高さを表現するのです。
④組織としての継続力、持久力の粘着性を醸し出す
あきらめさせないための強烈な支持を、強引に感じさせるほどの強制力があります。違和感を吸収するくら
い価値の好転化をしてしまうのです。視点は興味点のみを見ています。
⑤組織としての達成度、歓喜度の実効性を醸し出す
現実の長所と短所の実践において、常に適合するように自覚して使い分けます。特徴は全部、長所化してし
まうのです。視点は目標のみに集中して結果のみを見つめています。
それには、次のような「女性の心理的特長」が基因しています。
①役割分担を全体像から認識し配慮を重視する
②結果を直視して現状からの展開に駆使する
③異質な個性の特徴との合作の良否を空想する
④自己犠牲も辞さず、合理性より信念を優先する
⑤相互関係の質と大きさの改善化を模索する
このような心理的特長が自然に絡み合い複合されるのです。それが、その時々にふさわしい最良の効果を生み
出すための最善策として発案され、固定観念に縛られることなく素直に発揮されるのです。それが「チアガール
効果」となるのです。
つまり、
「女性力」の影響によって、肥大化し惰性に陥ったグループや、既得権化で硬直してしまった組織を
改革することができるのです。基準や文化の隔たりなく、敵味方の区別もなく、性別を超えた自由奔放で卓越し
た「受容」による活力で、不協和音の周辺環境を共感あふれる和音の調った「場づくり」に変化させるからです。
組織も競技場と同じです。１人のリーダーの「基本と応用そして戦略」のグッドバランスの状態でリードされ
ていきます。そして、組織に変化への柔軟な対応が生まれます。評価基準もブレることなく、改善策の積極的攻
勢を図ることができるのです。
「女性力」の活用は、地域や組織の「再生力」の主軸になりやすいのです。すべての活性化や再生へのきっか
けは、意外にもあなたの隣の女性から始まりそうです。

「女性力」の活用で
組織再生
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コラム

地 域への “想い”

…某年某月
（社）ＪＡ総合研究所 常務理事

稲垣 伸司 （いながき しんじ）

2008 年４月から２年半の基礎研究部在籍中に、生産組合や集落営農組織など約 20 カ所の組
合員組織を訪ねて、多くの方と話をする機会を得ることができた。
「住み慣れた地域に独りぼっちをつくらない」
「地区外からお嫁に来たときにお世話になった
地域への恩返し」
「集落はみんなで守る（全員野球）
」
「この地域はいい所だ、と後継者が思っ
てくれるようにするのがわれわれの使命」
「作業を一番手伝ってもらった者が負担して一杯飲
むだけ。そんなことをやっていたらいつの間にか地域の若い仲間が集まってきた」
「同じ小学
校の卒業生だから 楽しく農業を をモットーにしているが議論は激しくやる」など、活動は
さまざまでも、
「地域を守る」
「地域のために」という 想い が印象に残った。
独り暮らしの高齢者を元気づけたり、生活上の不便さをお互いの協力で少しでも解消しよう
と活動する婦人たち。子どもたちと若い家族のために、年８日の「農業小学校」をみんなで協
力して実施している集落。老若男女それぞれができる範囲のことをやって、さまざまな農産物
やその加工品を作り販売している集落営農組織。定年で退職した人や若い後継者を中心に、生
産性を追求しつつも相互扶助の精神を忘れずに水田農業に取り組む組織など、地域を基盤とす
る組織のなかで、生き生きと活動する組合員がいた。
一方、都市部で生活するわれわれには「自分が住んでいる地域」に対する 想い はどの程
度あるだろうか。小職が住む地域では、昭和 40 年代に開発された山の上の団地に高齢者世帯が
多く、車を運転しなければ買い物にも行けない状況は農村部と同じである。また、都心に通勤
する若い人たちは、住んではいるが自分たちの生活に精いっぱいで、空き地や竹林の整備やパ
トロールなどの自主的な町内活動に参加するのは団塊世代以上ばかりだ。こうして見ると地域
を担う人の後継者不足は農村部より深刻かもしれない。都市部では転出入が多く、職場と住ま
いが離れているなど、自分が住んでいる地域に対する 想い が少ないのかもしれないが、子
ども会、町内会やさまざまなサークルなど、それぞれの人が主体的に参加する地縁的組織の活
動が活発になれば、
「地域やそこに暮らす人」への 想い

も高まってくるのではないだろう

か。自分が生まれ育った所で、ずっと暮らしていることに対する価値観が高まれば、もっと暮
らしやすい世の中になるような気がする。
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お知らせ
（社）ＪＣ総研の発足予定について
（社）ＪＡ総合研究所と（財）協同組合経営研究所との合併については、2010 年９月 28 日開催の臨時総会
で承認を得て、農林水産大臣あてに合併申請手続きを行った結果、10 月 14 日付で合併（当研究所を存続法
人とする吸収合併）の認可書の交付を受けました。その後、法律の規定に基づく債権者保護手続きなどを
終え、現在、2011 年１月１日付の合併に向けた諸準備を進めております。なお、合併に伴い当研究所の名
称を「社団法人ＪＣ総研」に変更いたします。また、2010 年 12 月３日に開催した理事会において、当研究
所の理事で（財）協同組合経営研究所常務理事の松岡公明氏を新たに発足するＪＣ総研の常務理事に加え、
次の役員体制とすることを決定しました。
会

長

茂木

守（非常勤）

常務理事

黒滝

達夫（常

勤）

理 事 長

薄井

寛（常

勤）

常務理事

稲垣

伸司（常

勤）

専務理事

吉田

正己（常

勤）

常務理事

松岡

公明（常

勤）

編集後記
今回の冬号が、
『ＪＡ総研レポート』の誌名を使う最後となる。次回、春号からは『ＪＣ総研レポー
ト』となる。今号の基調テーマは「農業・農村の６次産業化の先端を見る」とした。論説にさんざん書
いたのでここでは概略説明は省略する。なお、農文協から発行している『ＪＡ総研 研究叢書』は叢書名
称を継続することとした。すでに３冊を発行し、今年度内にさらに２冊の発行が決まっている。これか
らも内容の濃い良書を発行する。さらなる販売拡大を願ってやまない。
（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）
「野菜・果物の消費行動に関する調査報告書」作成と発表のタイミングが、冬号の編集作業と見事に
かち合い、ほかの編集者に多大なるご迷惑をかけてしまった。さて、今回ＪＡ全農営農販売企画部に寄
稿いただいたＴＡＣは「（Ｔ）とことん（Ａ）会って（Ｃ）コミュニケーション」をキャッチコピーと
してスタートしたという。自分の親も組合員で、老骨にむち打って農業を続けているが、地域のＪＡが
合併して以降、集落の出先もなくなり、ＪＡ担当者の訪問が目に見えて減ったという。多くのＪＡは職
員数が減って大変かもしれないが、いま一度「とことん会ってコミュニケーション」の意義を再考する
ときではないだろうか。
（基礎研究部 主任研究員 藤本恭展）
私には、小学校６年生になる姪っ子がいるが、驚くことに、彼女はいまだにサンタクロースの存在を
信じている。クリスマスも近くなるこの季節、姪っ子はお空のサンタさんに向かって、大声で欲しいも
のをお願いする。それをこちらが盗み聞き（笑）して、聖夜までに品物をこっそり準備するわけだ。
さて今年は何をご所望かと耳をすましていると、「サンタさ〜ん、○○ちゃん、パソコンが欲しい !!」
という元気な声が聞こえてきた。……えっ、パソコンって。完全に予算オーバー。焦った私はベランダ
の姪っ子にやにわに近づき「あのさ、サンタさん、電化製品は受け付けてないらしい
けん せい

よ」 ともっともらしい理 由をつけて、 さり気なく牽 制してみた。 すると姪 っ 子
は、「ふ〜ん、そうなんだ。じゃあ、リカちゃんのドレスでいい。サンタさ〜
ん、 やっぱりド レ スにしま〜す」 と、 少 々 不 満そうだったものの、 あっさり
オーダー変更してくれた。ほっと胸をなで下ろし、気が変わらぬうちにと、早
速おもちゃ屋さんへ走った私。でもなんだか胸が痛み、サービスしてリカちゃ
んのドレスを２着包んでもらった。
（企画調整室長 主任研究員 小川理恵）

ご意見・ご感想をお寄せください
『ＪＡ総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人ＪＡ総合研
究所の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した誌面づくりに役立てていきたいと考え
ております。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。
【送付先】 ＦＡＸ：０３−３２２２−０００２
〒１０１−０００３

東京都千代田区一ツ橋２−４−３

社団法人ＪＡ総合研究所『ＪＡ総研レポート』編集部

JA 総研レポート／ 2010 ／冬／第１6 号

光文恒産ビル７階
宛
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