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ＪＣ総研の役割
（社）Ｊ C 総研 会長

萬歳 章 （ばんざい あきら）

社団法人ＪＣ総研は、2011年１月１日に社団法人ＪＡ総合
研究所と財団法人協同組合経営研究所が統合して発足した
協同組合組織を会員とする、わが国唯一の総合的な研究所
です。
私は、本年８月10日のＪＡ全中臨時総会においてＪＡ全中
の会長に選任され、８月24日のＪＣ総研の臨時総会・理事
会において、新たなＪＣ総研会長に選任されました。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
さて、私はＪＡ全中会長として、協同組合の価値を再認識
して新たな協同の輪を広げ、わが国農業の復権、地域の再
生、ＪＡ経営の変革を進め、
「食と農をもって国を守る」ための取り組みを重視することとしています。
安全なものを安定供給するのが農業で、その農業をもって国を守る、ということです。ＴＰＰ（環
太平洋パートナーシップ協定）参加なら関税自主権もなくなり外交交渉力も低下し大変なことになる
でしょう。農は国の基だという感覚で、協同組合の役割を果たすべきだと考えています。
できるだけ多くの国民にゼロ関税と農業振興は両立できないことを分かってほしいのです。農業だ
けの問題ではないからです。例えば、国民皆保険制度は世界に冠たるいい制度ですが、これが自由
診療化することによって壊れて、個々の命がマネーで評価されるのです。また雇用も大きな問題にな
ると思います。
「マネー資本主義」がもたらした世界経済の惨状を見るにつけ、これからは市場原理の時代から、
協同組合が大切にしてきた価値である、お互いに助け合う共助・共生の時代に入りつつあると思いま
す。国連は、2009 年12月の第64回国連総会で、2012 年を「国際協同組合年」とすることを決議し
ました。国際協同組合年を機会に協同組合をアピールしていきたいと思っています。
ＪＣ総研では、本年11月10日に、2012国際協同組合年全国実行委員会認定の「東アジア（日・
中・韓）における農業協同組合運動の将来像を構想するシンポジウム」を主催いたします。
今後ともＪＣ総研は、ＪＡをはじめ、漁協・森林組合・生協などの各種協同組合に関する調査研究
の充実・深化を図るとともに、多様化する調査・研究ニーズに対応するため、
「現場主義」に基づく
シンクタンク機能充実と、研修・コンサルティング事業などに取り組んでまいります。特に食料・農
業問題などに関する基礎的な研究を積み重ねていくことは、ＪＣ総研にとって最も重要な事業であ
り、組合員と協同組合の諸活動の前進に役立つ研究成果を、組織の内外へ積極的に発信していく所
存であります。
当研究所に対し、機関誌『ＪＣ総研レポート』の読者の皆さまをはじめ、会員および関係各位の一
層のご支援とご協力を心からお願い申し上げます。
※ＪＣ総研とは、Japan-Cooperative General Research Institute（日本協同組合総合研究所）を意味しています。
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論 説

地域の食と農を皆が支える社会に向けて
東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授

鈴木 宣弘 （すずき のぶひろ）

１．本当の効率とは――津波、原発が突き付けたこと
今回の大地震、大津波、原発事故は「想定外」ではなかった。目先のコスト削減を重
視して、起こり得る事態に準備していなかったから被害が拡大したことを認めるべきであ
る。1000 年前の貞観地震にさかのぼらなくとも、100 年前の明治三陸地震の経験を踏ま
えれば、間違いなく想定すべき事態だった。
つまり、
「東日本大震災を想定できなかったことへの反省」ではなくて、
「想定される事
態に準備しなかったことへの反省」が必要なのである。その反省をしっかりと行うことが
出発点であり、
「想定外」で済ませたり、責任をうやむやにすることは許されない。国、
企業、研究者、報道機関を含め、関係した人の責任は、刑事責任を含めて必ず問われる
べきである。こういうことに関わった人は逃れられない、責任を取る社会にしなければ再
発防止はできない。そういうなかで、津波対策についても、100 年に１度に備えた防波堤
はコストが掛かり過ぎるから、対策の基本は「逃げる」ことだ、という復興プランがまた
み

ぞ

う

「専門家」から出てきているのは、今回の未曽有の大災害への反省はどうなったのか、疑
問に思える。
今回のように一度で何万人もの人が亡くなり、たくさんの人が放射能を浴び、収束の
めども立たなくなるようなことについては、どんなにコストが掛かっても、それに備えて
おくことがまさに長期的な意味での効率である。１キロワット時（kWh）当たりの発電コ
ストが５円程度で、最も安いといわれていた原発は、いくら払っても払いきれないほど
の、取り返しのつかない高コストだった。
単純な規模拡大によるコスト削減など、目先の効率性追求には限界があることが露呈
した。規模は大きくなくても、自前で、あるいは近隣で原材料を調達できるような自給力
のある経営、不測時にも対応力が高いサスティナブル（持続可能）な経営、そして、関
係者が相互に支え合うことで成立する社会システムが見直されつつある。

２．食料の位置付け
食料危機への備えもそうである。食料を自国できちんと確保するには、それなりにコス
トが掛かる。だから、コストが高い日本でつくるのはやめて輸入に依存しても大丈夫だと
いう見解もある。しかし、食料危機はそう簡単に起きないということでは済まされないの
で、ある程度コストが掛かっても、最低限の国内生産を維持しようという認識が高まるべ
き時ではないか。そういう意味で、食料やエネルギーについては、きちんと備えることの
重要性も見直されたのではないか。人々が安心して暮らせる持続可能な社会にはどう
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いったシステムが必要か、食料自給のあり方も含めて、真に有事に強い国のあり方を考
え直さなければならない。
食料は人々の命に直結する最も基本的な必需財だというのは当たり前で、世界的に
は、食料確保は軍事・エネルギーと並ぶ国家存立の３本柱で、食料は武器だというのが
常識的な感覚だが、日本ではそうではない。食料の問題、農業政策の問題を語ると、普
通なら国民一人一人が自分たちの食料をどう確保していくか、そのために生産部門とどう
関わっていくかという議論になるべきなのに、日本では農業が過保護なのではないかとい
わ い しょう

う議論に矮 小 化されてしまう傾向がある。今こそ、食と農の位置付けを考え直すべき機
会である。

３．震災復興とＴＰＰをめぐる心ない極論
ところが、日本政府や経済界には、逆に、こういうときこそ開国をして経済を活性化し
ようという議論が強まっている。日本の農産物は放射能汚染が不安だからＴＰＰ（環太平
洋パートナーシップ協定）に参加して輸入を増やさなくてはいけないといった見解さえあ
る。
驚くことに、農地や漁場が壊滅的な被害を受けたのを見て、
「いい機会だ」というので
ある。
「震災で東北の沿岸部がぐちゃぐちゃになってしまったけれど、これはいい機会だ
から、この際ガラガラポンして、特区にして企業に参入してもらい、大規模区画の農業を
そこにつくればいいし、それを全国モデルにすればＴＰＰに入れる」という議論が出てき
ている。これは筆者には、３つの点で驚きである。
まず１つ目は、現場の経営者の皆さんが、自分たちの経営をなんとか立て直そうと必死
に歯を食いしばっているときに、
「皆さん、もうよろしい。ぐちゃぐちゃになってしまった
のだからガラガラポンします。農地の所有などをもっと自由化して、企業に入ってきても
らいましょう」などということに、人としての心はあるのかということである。
２つ目に、全国モデルになるという議論はいかがなものか。これだけの災害が起きて規
模拡大がやっとできるというのなら、それが全国モデルになるわけがない。それほどまで
に、日本は規模拡大が難しい土地条件にあるということである。その論理では、日本全
国に大災害が起きなければいけないことになってしまう。そのようなばかな論理はあり得
ない。
３つ目に、 仮に今いわれてい
るような２haくらいの大 規 模 区
画をつくったとしても、われわれ
が戦わねばならないＴＰＰの１
国のオーストラリアの１区画は
100haである。どだい勝負になら
ない。オーストラリアで筆者が
【写真】西オーストラリア
の小麦農家 ――この１区
画で100ha

視 察した小 麦 畑は、１区 画が
100haで、全部で5800haの経営
だったが、それでも、その地 域
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（西オーストラリア）の平均よりも少し大きいだけなのである。しかも、労働力は基本的に
本人と叔父の２人だけである。このような、努力しても超えられない格差を無視した議論
は空論である。工場で車を造るのとはまったく違うのである。
そういう３つの点で、論理が非常に飛躍している。いろいろなことを、いろいろな方か
ら提案していただくのはいいが、まず、本当に現場で一番苦労している方々の視点で考
えているか、という、現場視点のなさが非常に問題である。それから、人としての姿勢も
問われる。いい機会だという言い方が、そもそもおかしい。それから、
「震災復興には○
○」という形で、自らの持論に短絡的につなげてしまう論理の飛躍、極論についても非
常に違和感を持つ。端的にいえば、現場のことをあまり分からない方が、勝手なことをい
うのをやめてほしい。

４．原点は「コミュニティーの再生」
被災地の復旧・復興ということを考えるときに基本になるのは、
「コミュニティーの再
生」だと思う。農業という産業をどうするかということを考えれば、地域の実情に合わせ
てある程度規模拡大することはあっていいけれども、
「大規模化して、企業がやれば、強
なりわい

い農業になる」という議論は単純過ぎて、そこに人々が住んでいて、暮らしがあり、生業
があり、コミュニティーがあるという視点が完全に欠落している。やはりそこに住んでい
た人々が、自分たちの地域をもう一度どういう形で再生したいのか、その意向を無視した
形で、勝手な議論をするべきではない。
いずれにせよ、今後農業をリタイアされる方が増えるなかで、地域の農地と生活をどう
維持していくかという問題が差し迫ってくる。しかし、だから誰か１人、あるいは１社
が、そこに残ればいい、ということでは地域農業も地域社会も維持できない。地域の構
成員がそれぞれの役割分担をしつつ、地域の農地を中心的に耕してくれる「担い手」が
確保されるような連携と支え合いが重要になる。
集落営農的な取り組みの場合は、他産業並みの給与水準が実現できないためにオペ
レーターの定着に苦労しているケースが多いので、状況に応じてオペレーター給与に対し
て財政支援を行うことも効果的ではないかと思われる。20 ～ 30ha規模の集落営農型の
経営で、十分な所得を得られる専従者と、農地の出し手であり軽作業を分担する担い手
でもある多数の構成員とが、しっかり役割分担しつつ成功しているような持続可能な経営
モデルを確立する必要がある。
それは、ガラガラポンして、１社が残ればよいという考え方とは決定的に違う。この点
を混同してはいけない。

５．本当に強い農業を目指して
現場を回っても一番心配しているのは、
「これから息子が継いでくれて、規模拡大しよ
うと思っていたのに、もうやめた」とか、そういう人が増えていることである。こういう
後ろ向きの議論にしてしまったら、未来はない。ＴＰＰのような全面的な関税撤廃は、努
力を水の泡にする。こういう前提は駄目だけれども、では農業がもっと元気になるにはど
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ういう取り組みをすべきなのか。現場で本当に効果が実感できる取り組み、政策とはなん
なのかということを、きちんともう一度組み立てる、そういう前向きの議論をしようじゃな
いかということである。
そのときに、強い農業とはなんなのかというと、単純に規模拡大してコストダウンする
ということではない。同じ土俵でオーストラリアと競争しても勝負にならない。基本的に
は条件は悪いんだから、少々高いのは当たり前で、高いけれども、徹底的に物が違うとい
うことを、生産と消費の両サイドが納得するという、このつながりが、本当の強い農業だ
と思う。
それはスイスが実践している。最近のキーワードは、ナチュラル、オーガニック、アニ
マルウェルフェア（動物福祉）
、バイオダイバーシティー（生物多様性）
、それから景観で
ある。こういうことも生産過程において徹底すれば、できた物は人に優しく、本物で安全
でおいしい。これらは、すべてつながっているということをみんなが理解しているから、
生産コストが周辺の国々よりも３割も４割も高くても負けない自信を持っている。
小学生ぐらいの女の子が、１個80円もするスイス産の卵を買っていたので、聞いた人
がいた。その子は「これを買うことで農家の皆さんの生活が支えられ、そのおかげで私
たちの生活が成り立つのだから当たり前でしょ」と、いとも簡単に答えたという。スイス
がここまでになるために、関係者の連携で生産から消費まで、いかに本物の価値を伝え
たか。１つ特徴的なのは、スイスではMigroという生協が、食品流通の７割を握っている
という。スイスだったらMigroが「本物には本物の値段が必要なんだ」といえば、それが
通る。日本も努力はしているが、これだけの力ある組織は日本にない。しかし、個々の組
織が小さかったとしても、われわれはそのネットワークをつくっていくことで同じことが
できる。
昨年の米価下落でも思うのは、戸別所得補償制度ができて、だから安く買いたたけば
いい、みたいな人が出てきた。自分の目先の利益だけ追求して、卸や小売りの皆さんはも
うかったと思っても、それで生産サイドがさらに苦しくなって、作ってくれる人がいなく
なってしまったら、自分たちもビジネスはできなくなる。
消費者の皆さんだって、安く買えるからいいと思っていたら、作ってくれる人がいなく
なってしまう。だから、買いたたき、安売りして、結局、誰も幸せになっていない。みん
なが持続的に幸せになれるような価格形成をちゃんとできるネットワークをつくればい
い。ヨーロッパだったら、そういうことがかなりできているが、日本はまだ弱い。

６．自発的な地域プロジェクトへの期待
地域が成立する一番の基盤に農業がある。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経済活性化プロジェクトのなかに食料生産
を位置付ける動きがある。
「身近に農があることは、どんな保険にも勝る安心」
（民族研究家結城登美雄氏）
、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。これを食い止めるため、地域の旅館などが中心にな
り、農家の手取りが、米１俵で１万 8000円を確保できるように購入し、おにぎりを作った
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り、加工したり、工夫して販路を開拓している地域もある。
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「農が身近にある
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全国に
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としての大きな役割が、ＪＡには求められ
ている。この流れが広がれば、国の財政が厳しくとも、安い物が入ってこようが、地域の
食の未来は地域に住む皆の力で創り出せる。もちろん、狭い地域内でなく、首都圏消費
者と全国の産地との絆強化といった広域連携も重要である。
それから、イタリアのスローフードもアメリカのＣＳＡ（地域支援型農業）も「消費点」
からの運動であることは重要だ。諸外国では、消費者から生産サイドへの働き掛けが大
きな原動力になっている。アメリカでのファーマーズマーケットの盛況ぶりも目を見張る
ものがある。消費者が動けば、本物に本物の値段を維持し、生産者も消費者も持続でき
る「強い農業」と食の未来が確保できる。

７．価格に反映されていない価値への合意
スイスの卵の例のように、あれだけ高く買われていても、スイスでは生産費用も高いの
で、高くても買おうというときの理由と同様の根拠（環境、動物福祉、生物多様性、景
観など）に基づいて、スイスの農家の農業所得の95%が政府からの直接支払いで形成さ
れることに、国民が納得している。
イタリアの稲作地帯では、水田にオタマジャクシがすめるという生物多様性、ダムとし
ての洪水防止機能、水をろ過してくれる機能、こういう機能が米の値段に十分反映でき
ていないなら、みんなでしっかりとお金を集めて払わないといけない、という感覚が直接
支払いの根拠になっている。
根拠をしっかりと積み上げ、予算化し、国民の理解を得ている。スイスでは、環境支
払い（豚の食事場所と寝床を区分し、外にも自由に出て行けるように飼う）230 万円、生
物多様性維持への特別支払い（草刈りをし、木を切り、雑木林化を防ぐことでより多くの
生物種を維持する作業）170 万円など、きめ細かい。
これに対して、日本の漠然とした「多面的機能論」は「保護の言い訳」としか映らな
かった。米貿易の完全な自由化が、日本に１兆円の利益を生み出すから、日本に稲作は
いらない、というのが狭い経済の論理だが、一方でそれによって失われるさまざまな外部
効果を考慮していない。ナショナルセキュリティーの喪失に加え、例えばオタマジャクシ
は400 億匹いなくなり、バーチャルウオーター（日本で22 倍の水が節約されるが世界の
水枯渇は深刻化）
、フードマイレージ（ＣＯ₂ 排出が10 倍に）
、窒素過剰（過剰率が 1.9 倍
から2.7 倍へ）などの問題が生じる。こういう具体的な試算も示していく必要がある。
カナダ政府が 20 年も前から主張している理屈も興味深い。
「直接支払いというのは、
生産者のための補助金ではなく、消費者のための補助金である。農産物の価格が製造業
のようにコスト見合いで決められると、食物が高くて買えない人が出る。それは避けなけ
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ればならず、それなりに安く提供するために補助金が必要である」
以上のようなさまざまな観点から、今こそ、生産と消費と地域全体が支え合う絆を強
め、日本の食と農を再構築しなくてはならない。大震災からの復旧・復興、原発問題、
ＴＰＰ問題などで、日本の食と農も大きく揺らいでいるが、われわれは簡単にへこたれる
わけにはいかない。
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論 説

消費者が農業や地域を支える仕組みづくり
（社）ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

和泉 真理 （いずみ まり）

人口がますます都市に集中し、食料の消費者と生産者との物理的な距離も精神的な距
離も広がるなか、どのように都市の消費者に国内の農業や農業生産に関心を持ってもら
い、ひいてはその産品を購入してもらうかは、地域や産地の長年にわたる共通の課題で
ある。昨今の厳しい経済情勢は、消費者の関心を「低価格」に一層引き付け、国内産地
はさらに不利な状況にあるともいえる。
他方、社会が成熟化しさまざまな物資やサービスがあふれるなかで、消費者は自らの
消費行動自体に意義付けを求めるようになってきている。この消費者のニーズを国内の農
業や地域に向けられないか。国産品と輸入品、産地間、地域間で消費者を取り合う厳し
い状況下で、本稿では成熟社会の消費者を農業や地域に引き付けるという視点から、い
くつかの成功事例を紹介しつつ、そのポイントを探ってみたい。

１．消費者意識の変化と農業・地域
今、
「エシカル消費」という言葉が注目されつつある。エシカル（ethical）とは倫理
的・道徳的という意味であり、日々の消費行動を通じて社会貢献をすることを「エシカル
消費」という。もともと欧米諸国で環境保護や持続性維持、人権保護などのフェアト
レード、動物保護、政治的なメッセージなどに対し、消費者が購買行為・不買行為を通
じて社会貢献をしていくものである。食料における「エシカル消費」に関連するもので
は、有機食品の購入、地産地消、スローフード運動などが代表的だ。
注１） 英 国 消 費 者 組 織
Ethical Consumer
（http://
www.ethicalconsumer.
org）

エシカル消費の進んでいる英国の専門誌『エシカル・コンシューマー』注１）を見ると、
食品から携帯電話、金融機関やスーパーマーケットの選択まで、よりエシカルな消費を行
うための留意すべき点や商品比較結果が提供されている。例えば朝食時に飲むフルーツ
ジュースの選択について、
「世界的な大量生産・流通体制で供給されるオレンジよりは、
より地元産に偏り品種の多様性のあるリンゴの方がエシカルである」
「オレンジの主要供
給先であるブラジルとフロリダとでオレンジ農園労働者の待遇はどう違うか」
「○○社で
は英国で希少な約1000 種のリンゴを購入して自社製品の原料に使っている」
「△△社は
自社のオレンジジュースの生産・流通に費やした二酸化炭素排出量を公表している」と
いったコメントが並ぶ。その上で主要ブランドのジュースについてその商品の「エシカル
度」が数値で評価され、最上位には有機リンゴジュースなどがランクインしている。
このようなエシカル消費への関心の広がりは、家庭に物があふれる成熟社会であれば
こそであろう。日本のエシカル消費は西欧諸国ほどには浸透していないが、
「エコバッグ
を使う」
「売り上げの一部を寄付金・義援金に回す」
「サイト上のクリック募金」といっ
た、自らにあまり負担のかからない形での社会貢献として広がりつつある。
「東日本大震
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災への応援消費」は日本独特のエシカル消費ともいえよう。
実際、消費者の意識は、商品の特性、地域の特性を意識した消費へ変化している。内
注２）内閣府「社会意識
に関する世論調査」
（2011
年１月）

閣府が行っている「社会意識に関する世論調査」注２）によれば、社会に貢献したいと
思っている人の割合は徐々に高まってきており、社会貢献したい分野としては、
「社会福
祉分野」
「自然・環境保護」
「町内会などの地域活動」の３分野が突出している。
食品の購入の選択に、この成熟社会の消費者の関心をどのように引き付け、国内の農
業や地域を消費者が積極的に選ぶ仕掛けを築くのか。消費者の食品分野への関心は高

注３）
（株）
インテージ「The
Social Overview 〜NPO
のマーケティング 構 築の
ための取り組み〜」
（2011
年４月）

く、例えば株式会社インテージが行った消費者意識調査注３）では、社会的課題への関心
分野として、１位は「自然を守ること」
、２位には「食の安全を守ること」がきている。し
かし、同調査の結果を見ると、
「食の安全を守ること」は関心が高いのに比べ、実際にこ
の分野について行動した経験のある人の比率がとても低いという特徴を持つ。行動の内
容も、勉強会・講演会への参加、といった内容が多い。このことは、食の分野につい
て、消費者の関心は高いが、実際に何をしたらよいのか分からないことの表れといえよう。

注４）
ＪＡ全中が行った「食
料・農業・農 村に関する
意識調査報告書」
（2010
年12月）によれば、調 査
対象者の82.5％は本人や
配偶者の祖父母、両親、
兄弟に農業従事者はいな
いと答えている

今の都市消費者には農村とのつながりは少ない。親族に農業者がいる比率も低い注４）。
都市と農村との距離が拡大した結果、多くの消費者は店頭に並べられた食品を価格と表
示や外見などで判断して購入する。消費を通じて社会貢献したいという消費者の意識
は、なかなか農業振興、地域振興にはつながらない。消費者がその食品を購入すること
が、どのような農業や地域の特性と結び付いているか、どのような社会貢献につながる
かを知ってもらい、恒常的な購入者になってもらうには、それを意識した農業側、地域側
の働き掛けが必要になるのである。
ここで実際に消費者に「特定の地域」を選んでもらうための取り組み、消費者に「特
定の農業」を選んでもらう取り組みをそれぞれ紹介し、新しい消費者と農業・地域との
関係構築のヒントを探ってみたい。

２．隠岐諸島海士町の商品開発と人材開発がセットになった地域ブランド化戦略
あ

ま ちょう

海 士 町 は、島根半島の日本海沖合 60㎞にある隠岐諸島の中ノ島を構成する、面積
33.52㎢、人口2300人強の町である。本土からフェリーで２〜３時間という離島のハン
ディを持ち、ほかの町村以上に過疎化・高齢化が進んだ。さらに三位一体改革による地
方交付税の大幅削減でこのままでは確実に財政再建団体になるという危機に直面し、そ
こで大胆な行財政改革や産業振興に
取り組み、今ではＩターン、Uターン

隠岐諸島
隠岐の島町

青年が多いことで全国的に知られる
町となっている。

西ノ島町

海士町

海 士 町は、島の生き残りをかけ、
人件費カットや公共事業の見直しな
ど、経費節減という「守り」の対策

知夫村
松江

島根県

を徹底的に行う一方、離島振興には
島に産業を創出し、島での雇用の場
を増やし、島の外に売り出す「外 貨
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獲得」が必要との考えから、浮いた経費や各種補助金などを活用し「島全体のブランド
注５）山内道雄『離島発
生き残るための10の戦略』
NHK出版、2007年

化」を目指す「攻め」の産業振興を町主導で進めた注５）。
「攻め」の主体となる島の主要産業は、農業、漁業、観光業である。
これまで海士町が作り出してきた商品には、海士町の農水産物を活用した「さざえカ
レー」
「岩がき・春香」
「隠岐牛」
「海士乃塩」
「干しナマコ」などがあり、また、ＣＡＳ
（Cells Alive System）という鮮度保持に優れた冷凍システムを導入することで、流通過
程で品質が劣化するという離島が抱える課題に対応した。これらの新しい商品のうち、
「隠岐牛」以外の商品は島がほぼ全額出資する第３セクターの株式会社ふるさと海士が商
品開発から販売まで手掛けてきており、実際の商品開発に当たっては町が募集した「商
品開発研修生」
（島外者の発想と視点を活用しようと、月15 万円の給与で募集している
研修生制度）やＩターン者が活躍している。
一方「隠岐牛」は、町が特区を申請して農地法の規制緩和を行い、地元の建設企業が
農業参入をした有限会社隠岐潮風ファームによる肥育牛である。建設企業の社長は、公

【写真】海士町の玄関口
である菱 浦 港に立つフェ

共事業の減少のなか、会

リーターミナル「キンニャ

社と社員、島全体の生き

モ ニャセンター」には直

残りのために、まず漁 業

売所のほか、町役場の産
業振興担当部局も入り、
現 場を直 接感じながらの
産業 振 興を進めている。
「キンニャモニャ」は海士
町発祥の隠岐民謡

（定置網漁）
に参入し、続
いて大規模肥育牛経営に
参入し、現在では隠岐牛
は高級牛肉として評価さ
れるまでになってきてい
る。
（有）
隠岐潮風ファーム
の職 員は、島へのＩター
ン、Uターン青年たちであ
り、このほかにも畜 産へ

【写真】
（ 有 ）隠 岐 潮 風
ファ ームの職 員たち。Ｉ
ターン、Uターンの若者た
ちで構成されている

の新規参入事例が出てい
る。また、これまで繁殖牛
経営が主体であった海士
町の畜産に大規模肥育経
営が登場したことで子牛
価格が上昇し、子牛飼養
頭数が拡大するとともに、
牧場が製造する堆肥を商
品化するような効果ももた
らしている。
海士町の取り組みがユ
ニークで優れている点は
多々あるが、海士町と消費者を結び付ける視点から、特に以下の点を特記しておきたい。
◦島全体としてのブランド化と人づくり、ファンづくりがセットになっていること。
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◦あくまでも島の既存の資源を活用した商品開発・産業振興に取り組んでいること。ま
た、１つの商品に頼るのではなく、さまざまな商品を手掛け、全体として島のブラン
ド化を目指していること。
◦「外貨獲得」のターゲットを東京に明確に絞り、商品のマーケティングも人の交流事
業も東京に対して一体的かつ集中的に行われていること。
このうち、１点目の人づくりに関しては、海士町には高校があるが、高校卒業後は就職
先・進学先とも本土に行くしかなく、人口構成は20 代から40 代が極端に少なく、必然的
に小さい子どもも少ない構造になっている。この欠けている部分の人口を呼び戻す、ある
いは新たに呼び込む若者の定住促進と、産業振興とが一体的に行われている。前述した
商品開発研修生制度は役場への臨時職員として雇用する形で進められ、都市との交流事
あっせん

業、Ｉターン希望者に対する住居の斡旋、Uターン者への（株）ふるさと海士や漁協など
への就職先の斡旋や、結婚祝い金や出産祝い金などの若者への支援策などにより、Ｉ
ターン者 310人、Uターン者173人（2011年３月現在）という成果を挙げている。商品開
発研修生、交流事業の参加者は、島に定住しなくとも、海士町の応援団として島のブラ
ンド化に貢献していくことになる。
２点目について、現在町では次の一手として、島の周辺にある豊富な海藻類をター
ゲットにし、多様な商品化や、藻場の造成や藻場の保護につながる林業振興などを進め
ている。海士町役場職員の名刺にある「ないものはない」という言葉に、無理して新し
いものをつくり出すのではなく、地元にあるものを活用していくという姿勢が感じられた。
３点目について、海士町の（有）隠岐潮風ファームで生産される肥育牛はすべて東京
に出荷され、A ５とA ４の率が 83%と高い評価を得ている。海士町の産品も、評価が厳
しいが高品質なものは高価格で購入する懐も持つ東京に販売のターゲットを置いてい
る。また、海士町の中学生が一橋大学や東京大学で講義を行ったり、東京の日本語学校
の生徒向けのサマースクールを開催したりと、交流事業も東京を主な対象地としており、
東京での海士町の応援団づくりを徹底させている。そもそも離島であるため本土に比べ
輸送コストが高くつくというハンディを抱え、運賃を加えても販売できる高級商品開発と
なっている以上、それを吸収できる最大の市場である東京に売るという共同戦略が立て
やすい。
このような取り組みについて、町長の山内道雄氏は「町政運営は企業経営である」と
注６）注５に同じ

いう注６）。しかし、企業とは異なり地方自治体であるため、例えば、町としてはターゲット
を東京に集中させたくとも、すべての生産者が必ずしもその方針に従うわけではないと
いった難しさもある。町としてエンジンをかけるのに成功させた地域振興を、これから
は、これまで培ってきた島の内外の人のつながりの力で加速させていきたいところだ。

３．英国のLEAFが行う「消費者が支える農業システム」づくり
「特定の農業」を消費者に選んでもらう取り組みには、有機農産物、特別栽培作物など
の認証制度があるが、これを民間レベルで大きく広げている例として、英国のLEAFとい
う組織による大規模な農業支援の取り組みを紹介したい。
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【写真】LEAFマーク

LEAFはLinking Environment and Farming の略
で、
「環境と農業を結び付ける」という意味である。
1991年に設立された農業に関する慈善団体であり有
限会社でもある。活動の柱は、LEAFの基準をクリア
する環境に優しい農業によって生産された農産物に
「LEAFマーク」を付与して販売する仕組みを広げる
ことであり、そのためにLEAFでは農業者が認証基準
に到達するようなチェックシステムをつくったり、技
術支援を行っている。また、関連事業として、農場の
公開や都市の人々への農業の紹介を行っている。LEAFマークについては、高級スーパー
であるウェイトローズ（店舗数約240、英国のスーパーマーケットチェーンとしては第６
位）で扱う英国産生鮮品の18%にこのLEAFマークが付いている。また、英国以外の39
カ国においても、LEAFマーク認証が広がっている。一方、農場公開に関しては、2010
年6月13日に行われた「日曜農場公開デー」には、420の農場が参加し、18 万人以上が

注７）L E A F『A n n u a l
Report 2010』

農場を訪れた注７）。
LEAFの会員には、農業者、消費者、流通業者、食品加工業者、金融機関など幅広く
加入している。会費は農業者、企業は規模によって異なり、農業者の場合、121haまでが
年間72ポンド（約9000円）
、405haまでが144ポンド（約１万 8000円）
、それ以上の規模
が 216ポンド（約２万 7000円）となっている。一方、消費者側の会費は年額 23.5 ポンド
（約3000円）である。LEAFはこれらの収入により、年額約80 万ポンド（約１億円）で運

注８）
１ポンド＝125円で換
算（2011年８月16日現在）

営されている注８）。
英国には環境保全的農業に対する支援策はあるが、それは、生け垣の保護や生物生息
地となる緩衝帯の保護といった取り組みを行う農家への助成であり、その取り組み自体は
消費者には見えない。日本と同様、環境に優しい農業による食品であることが消費者に
分かるのは有機認証マークを付けている有機食品くらいである。また、英国は日本以上
かい り

（2009 年）によれば、日本
に都市と農村との乖離が進んでいる。国連の「都市化統計」
の都市人口集中率が 69%であるのに対し、英国は80%であり、大多数の都市住民は農業
活動とは無縁の生活をしている。他方、
「市民社会」と呼ばれ、エシカル消費も浸透して
いるように、英国の消費者は自分で選択しようとする意志が強い。このような英国での
LEAFの取り組みから特に参考となると思われる点を挙げてみた。
◦高級スーパーに認証マークを付けて売ることができるという、農業者にとってメリッ
トのある仕組みができている。また、マークを付けるための基準が明確で、その水準
に達するためのサポート（専門家のアドバイスや、各地にあるデモンストレーション
ファームでの定期的な研修会など）が受けられる。
◦都市消費者にLEAFマークを付けている生産者がどのような農業を行っているかを伝
えるために、非常に広範な取り組みが行われている。前述の「農場公開デー」はそ
の代表だが、農業生産基準は分かりやすく公開されており、常時見学が可能なデモ
ンストレーションファームの設置、特に子ども向けのWeb上でのバーチャルファーム
の設置などが行われている。さらに、このような都市消費者を迎える側の農業者を対
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象に、
「広報の仕方」
「どのようなイベントを行うか」
「専門用語を用いない説明の仕
方」
「よくある質問、難しい質問への対応の仕方」などを身に付けてもらうための
ワークショップを各地で開催している。
◦LEAFの法人会員には、食品加工業、環境関連企業、食品流通業などLEAFの活動に
直接に関連する企業・団体のほか、金融機関、農薬会社、不動産企業など多種の企
業が入っている。これら企業は、LEAFマークに直接関連しなくても、例えば農場公
開日に資材を提供したり社員を手伝いに派遣したりといったCSR（企業の社会的責
任）活動の機会、企業イメージ向上の機会として、LEAFの活動を支援している。
LEAFの農業生産と食品企業、消費者を結ぶ取り組みは、消費者にとってはその食品
を選ぶことの満足感が高い仕組みをつくっている。そのために達成している高い農業技
術水準はもちろんのこと、消費者をファンに取り込むための周到な情報発信の手法は参
考になるところが多い。

４．選ぶ消費者、選ばれる農業・地域
日本の場合、文句を言う消費者は「うるさい」とみなされ、文句を言う、改善を求める
ことで生産者を育てよう、あるいは生産者が育てられるという意識が低い。欧米の消費
者の場合には「悪い」企業が糾弾され不買運動などにつながるが、そういった行動は日
本ではあまり見られない。このことはギスギスしなくてよいといえばよいが、なぜその商
品が選択されなかったかについて、商品やサービスを提供した側に明確に伝わらないと
いう欠点もある。
消費を通じた社会貢献という意識は、このような日本の消費者に変化が起こりつつある
ことの表れとも考えられる。一方的に生産者から消費者に商品が届けられる時代から、消
費者と生産者がお互いにキャッチボールをするなかで商品が生産され選ばれる時代への
変化である。生産者側は、消費者とのキャッチボールのなかで、より消費者に選ばれる
商品作りをすることができる。
この変化に農業や地域はどのように対応し、選ばれる農業・選ばれる地域になるの
か。明確なメッセージを持った農業や地域振興の方向づくりと、それに関する情報発信
が必要なのは当然であろう。より重要なのは、消費者と生産者双方が共に支え合って農
業や地域振興を行うという意識づくりであり、それを具体化するための仕掛けづくりでは
ないだろうか。海士町とLEAFの２つの事例は、共に商品の開発と人を引き付ける取り組
みとがセットとなっていることが成功につながっている。
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ＪＡが地域の農業を支えるために
何をすべきか

論 説

（社）ＪＣ総研 基礎研究部長 主席研究員

吉田 成雄 （よしだ しげお）

１．国民の支持が不可欠
（１）世論の急速な農業離れを招いた韓国
ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）をめぐる議論のなかで、ＥＵと、そして米国
などと積極的にＦＴＡ（自由貿易協定）を締結し、躍進しようとする韓国が注目されてい
る。韓国・ＥＵ間のＦＴＡは2011年7月1日から正式に発効している。また、米国とのＦ
ＴＡも、米国議会での批准審議が遅れているものの、米韓ＦＴＡの再交渉は2010 年12
月に最終合意に至っている。
こうした韓国の動きに対し、わが国の内閣府国家戦略室が 2011年２月26日に開催した
「開国フォーラム」
（第１回さいたま会場）の資料、
「平成の開国と私たちの暮らし～農の
再生と活力ある国づくりを目指して～参考資料」には、
「日本の産業は、世界各地で韓国
や新興国の企業の追い上げを受けている」
「特に欧州では、韓ＥＵ間のＥＰＡ／ＦＴＡが
発効すれば、
『シェア逆転』→『背中が遠のく』品目も出てくる」と記されている。
また、内閣官房「包括的経済連携に関する検討状況」
（2010 年10月27日）によれば、
「韓米ＦＴＡが発効すれば日本企業は米国市場で韓国企業より不利に。ＴＰＰ参加により
同等の競争条件を確保」できるとしている。
このようにわが国政府から極めて強力なライバルとされている韓国だが、その農業・農
村の現実はどのようなものだろうか。
ユ ウ キョン ヒ

筆者と柳 京 熙酪農学園大学准教授（前ＪＣ総研基礎研究部主任研究員）との共編著
『韓国のＦＴＡ戦略と日本農業への示唆』のなかで明らかにしたように、韓国の農業は
1993 年のガット・ウルグアイ・ラウンド交渉妥結以降、各国とのＦＴＡ締結以前に市場
開放が本格化しており、すでに農家や農村地域に深刻な影響が表れてきている。韓国の
経済における農林漁業のウエートは2008 年のＧＤＰ（国内総生産）の2.2％、就業者数
の7.2％（柳、27ページ）と、わが国の2009 年のＧＤＰに占める農業総生産の割合 1.1％
（農林水産業総生産では1.4％、農林水産省「農林水産基本データ集」
）
、全産業就業者数
資料）柳京煕・吉田成雄

に占める農業の割合 3.4％（農林漁業では3.8％、総務省「労働力調査」2010 年平均）注１）

編著『韓国のＦＴＡ戦略

と比べ格段に高い。

と日本農業への示唆』筑
波書房、2011年５月
注１）岩手、宮城、福島
３県を除いたデータであ
る

それだけに、韓国の農業・農村経済にとってＦＴＡ締結に伴う衝撃はわが国の比では
ない。
メキシコのカンクン市で2003 年９月に開催された第５回ＷＴＯ閣僚会議の際には、韓
イ ギョン ヘ

国の農民団体の１つである韓国農業経営人中央連合の李 京 海元会長が割腹自殺をすると
いう悲劇も発生している。
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こうした国内事情があるにもかかわらず、韓国がＥＵや米国などとのＦＴＡを進めた理
由は、
「政府が経済成長を優先したためであり、農業を犠牲にしてＦＴＡ妥結へ辿りつけ
たのは、国民コンセンサスが農業保護から遠ざかった」
（柳、28ページ）からである。
韓国では、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉妥結後の農業自由化に備え、
「農漁村投
融資計画」に加えて1994 年に「農漁村特別税」
（
「農漁業の競争力強化及び農漁村産業
基盤施設の拡充及び農漁村地域開発事業のために必要な財源を確保する」ための目的
税）を導入し、農業への支援を続けてきた。その時点においての国内世論は農業優遇政
策に好意的であった。しかし、1992 ～ 2003 年の間に93 兆 7900 億ウォンもの財政負担に
よる農業投融資を行ったにもかかわらず、都市と農村間の所得格差が拡大し、農家負債
が増加する結果となった。経済学者から「農業投資は無用」論が登場し、農業投資への
批判が噴出してきた。その背景には、韓国が1997 年のアジア通貨危機で極めて深刻な経
済危機を経験し、
「ＩＭＦ危機」と呼ばれる恐慌から経済再建を進める過程で、国民の所
得格差が拡大し、食料品価格の高さに不満を持つ低所得者層が増加したことがある。
2006 年11月には「韓国の農産物価格は世界最高水準であり、主に関税率の差に起因す
る」などといった悪意のこもった報道が盛んになされるようになる（柳、
56～57ページ）
。
しかし韓国政府は、一般庶民が肌で感じている「高価格」への不満をしっかりと受け
止めることができず、この問題の本質である、都市と農村、納税者・消費者と農業関係
者との相互の信頼関係が崩れ始めていた変化を見誤ってしまう。その結果、かつて農業
保護に極めて同情的であった国民のコンセンサスが、急激に市場開放促進へと移ってし
まったのである。
（２）メディアの農業・JA批判の画期――1986年
ＪＣ総研は、2006 年４月１日発足の社団法人ＪＡ総合研究所（ＪＡ総研）に始まるシ
ンクタンクである。このＪＡ総研の「運営委員会」の運営委員としてご指導いただいたこ
とがある中村靖彦氏の近著『日本の食糧が危ない』に次のような２つのエピソードが記さ
れている。ちなみに中村氏は長い間ＮＨＫのディレクター・解説委員として活躍された方
である。
１つは、2010 年11月10日に東京の日比谷野外音楽堂に全国の農業者 3000人を集めて
開催されたＴＰＰへの参加に反対する緊急集会に関する記事が、翌日の一般紙のどこに
も見当たらなかったことへの驚きである。
資料）中村靖彦著『日本
の食糧が危ない』岩波新
書、2 011年５月、211 ～
213ページ

２つは、1991年７月１日に全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）が、東京ドームに全
国から５万人の生産者を集めて開催したガット・ウルグアイ・ラウンド交渉妥結に反対し
た大会のときにも「ほとんどの中央大新聞はこの集会を無視した」ことである。この年の
５月にＪＡ全中に転職したばかりだった筆者も、この「５万人大会」当日には、銀座など
でシュプレヒコールを叫びながらデモ行進してから東京ドームにたどり着いた思い出があ
る。だが、５万人の叫びをテレビも新聞も取り上げてはくれなかった。
その後の、農業交渉の決着までの動きを振り返ると、急激な円高で拡大した「内外価
格差」が問題とされ「海外旅行に行くと食料品価格がものすごく安い」といった情報が
マスコミや政府文書などで大量に流された。国民が割高な農産物を買わされているのは
農業が保護され過ぎていて農業の生産性の向上が進まないことが原因であるとされた。
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しつ よう

自由化に反対する農業・ＪＡ組織への批判・攻撃が執拗に繰り返された。そして1993 年
12月14日未明、当時の細川護煕首相が記者会見で農業交渉合意案受け入れを発表し
た。当時与党第１党の社会党の村山富市委員長が、細川首相の判断を最終的に容認した
からである。当時、ＪＡ全中の営農生活部にいた筆者は、自由化による農業・農村への
悪影響を食い止めるＪＡの対策や政策要求を立案するため徹夜の業務を覚悟し、職場か
ら家内に「しばらく家には帰れないことになる」と電話したことを覚えている。だが、会
長談話で「満腔の怒りを込めて」抗議すると宣言し、政府との関係を断絶し、反対に
「開店休業」状態となった。農業・ＪＡ組織の意向や要望は一切反映されることなく、あ
の、ウルグアイ・ラウンド農業合意による国内農業への影響を緩和するためという、ウル
グアイ・ラウンド関連対策（1994 年度補正～ 2001年度補正）の事業費６兆100 億円（国
費２兆 6700 億円）が決定され、執行された。
「肉を切らせて骨を断つ」余力は残ってい
なかったのだろう。筆者の苦い青春の思い出である。
閑話休題。中村氏は、大新聞による「無視」の背景には、２つのことがあるとする。
第１は、外務大臣だった前原誠司氏が 2010 年10月に語った「農産物の総産出額は、日
本のＧＤＰの1.5％しかありません。この1.5％が、残りの98.5％の足を引っ張って、進め
るべき行動を縛ってきたところもあります」ということと同様の意識がメディアの編集局
内部にもあること。
第２は、
「農業至上主義への反動とでも言おうか」
、ということである。かつて農業団体
は強力な圧力団体としての力を持っていた。その流れが変わったのが1986 年の生産者米
価決定の時であるという。筆者は当時、経済企画庁に出向していて翌年1987 年４月に農
林水産省の大臣官房企画室価格政策班に戻ったので、その当時のことは、官僚たちの農
業団体への憎悪に近い感情も含めてよく覚えている。食糧管理法の下、米の流通・販売
を政府が管理する食糧管理制度が存在していた。政府が買い入れる生産者米価は、国が
米価審議会の意見を聞いて決定していた。豊作が続き、1986 年はＪＡの要求では米価据
え置きだが、６～７％引き下げの観測が流れていた。ところが、その年衆参同日選挙が行
われることになっており、農業団体は、この選挙の立候補予定者全員に公開アンケートを
実施し、合計 913人から回答を得た。選挙の弱みを持つ候補者へのいわば「踏み絵」で
ある。結局、米価は、中曽根康弘総理の裁断で、引き下げではなく据え置きで決着した。
しかしこれをきっかけに、農政批判、ＪＡ批判が噴出することになった。
「公正さをバ
ランス感覚として持つ一般市民を怒らせてしまった。農協は完全に作戦を誤った」
（中
村、213ページ）のである。その後の歴史を振り返ってみると、1986 年に戦術的には勝っ
たが、戦略としては大敗北してしまったのである。
中村氏は、その後の「メディアの農業や農協への批判は、ここに原点がある」と指摘
している。
こうした不幸な関係を乗り越えて、新たに、国民と農業・農村との相互理解に基づく
信頼関係を築くにはどうすればよいのだろうか。
（３）納税者としての国民の視線に耐えられる農業支援
韓国においてはＩＭＦ危機以後、国民の所得格差の拡大と、食料品価格の高さに不満
を持つ低所得者層が増加したことによる変化を受け止めきれなかったと指摘したが、こう
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した格差の拡大はわが国のバブル崩壊以後も同様である。
かつて本誌（
『ＪＡ総研レポート』2007 年秋、vol. ３）に、当時、東京大学大学院農学
生命科学研究科教授・農学部長であった生源寺眞一氏に執筆していただいた「論説 食
料問題を考える３つの視角」に次のような指摘がある。
「しかしながら他方で、ゆとりとこだわりの食生活とはおよそ縁のない毎日を送っている
人々がいる。
（略）日本産の農産物に愛着を感じ、実際に国産品を購入することのできる
階層と、毎日のぎりぎりの暮らしのなかで、それどころではない階層。このような分化が
資 料 ） 生 源 寺 眞 一「 食
料 問 題を考える３つの視
角」
『ＪＡ総研レポート』

静かに進んでいるように思う。
それどころではない階層にとって、海外からの農産物は日々の暮らしを支える頼もしい

2007年秋、vol.3。ＪＣ総

味方である。この意味で、大量の輸入農産物は、今日の日本社会にビルトインされてい

研のＷebサイト（http://

る。そして、しかし、このことが日本の農業の後退にどこかでつながっている。これも厳
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然たる事実である。日本の社会全体のありようが農業と農村のかたちを深いところで規
定している関係に、もっと注意が払われてよい」
この指摘が示している事実は、韓国において国民のコンセンサスが、急激に市場開放
促進へと移ってしまったことの大きな理由の１つとも重なっている。ＴＰＰの動きがある
なかでもっと重く受け止めなければならない。
わが国では高齢者と非正規社員を中心に低所得者層が増える傾向にあり、厚生労働省
が 2011年７月12日に発表した「平成22 年国民生活基礎調査」によると、国民の経済格
差を示す指標の１つである「貧困率」は、2009 年には「相対的貧困率」
（2009 年の貧困
線〈等価可処分所得の中央値の半分〉は112 万円〈実質値〉であるが、この貧困線に満
たない世帯員の割合）が16.0％と過去最悪を更新している。
生源寺眞一氏（現在、名古屋大学教授）の近著『日本農業の真実』には、
「透明性の
高い直接支払い型農政」についての指摘がある。
「直接支払いによる農業支援は、それ
がどんな農家にどれほど支払われているかについて検証できる点で、透明性の高い政策
である」
「財政負担型農政は、そのための予算総額が広く国民に知られるだけでなく、使
われ方をチェックすることもできる。このような制度としての透明性は、直接支払い型農
政の利点であると言ってよい。言い換えれば、それだけに納税者としての国民の厳しい
視線に耐えられる制度設計が求められるのである」
（生源寺、194 ～ 195ページ）
。
また、
「日本の農業に可能なことと不可能なことを見極める姿勢が大切である。例え

資料）生源寺眞一著『日
本農業の真実』ちくま新
書、2011年５月

ば、農産物の国際的な価格競争力についてはどうか。なにがしかの支援のゲタを履くこ
となしに、日本のコメが国際市場で互角に戦うことはできない。不可能なのである。それ
でも社会の判断として日本にコメの生産が必要であるとすれば、政策的な支援策を講じ
ることになる。すなわち農業保護政策であり、多くの先進国では自国の農業の競争力の
劣位を埋め合わせるため、保護の手段を講じている。これが現実の姿であり、アメリカ
やＥＵも例外ではない」
（生源寺、147ページ）
。
では、いかなる農業支援であれば納税者である国民に受け入れられるのだろうか。生
源寺氏は２つのポイントを指摘している。１つは「農産物価格の引き下げが消費者として
の国民に利益をもたらす点について理解を増進すること」であり、もう１つは、
「財政負
担が単なる補塡にとどまることなく、農業の実力のアップにつながること」であるとして
いる（生源寺、195ページ）
。
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デフレ経済が続くなかで人口減少・超高齢社会に突入し、経済格差の拡大と貧困率の
上昇など国民生活の将来不安が高まっている。国の財政は危機的状況（2011年度末の公
債残高〈見込み〉約668 兆円。財務省資料）にある。さらには、東日本大震災からの復
興、原子力発電所事故、電力不足と企業の海外移転懸念など、課題・問題は枚挙にいと
まがない。今後の経済・財政環境は相当厳しいものと覚悟せざるを得ない。その上超円
高である。こうしたなかでどのようにして農業支援についての国民的コンセンサスを確保
すればよいか、過去の失敗からも学びつつ冷静に現実を見据えた「戦略的」思考がこれ
まで以上に求められる。

２．
「組合員の視点に立つ新たなＪＡづくり」への取り組み
しかし、国民の支持を得て、地域の農業を振興するためには、以上のような国家レベ
ルでの役割や、ＪＡグループ全国機関が果たすべき役割とはまったく違った意味で、地
域での取り組みが今まで以上に重要となっている。
当たり前に考えて、地域での存在感や必要性が認識されない農業やＪＡを支援する国
民など存在するはずがないからである。
その意味で、
「トップダウンではなく、ボトムアップ」で、地域のそれぞれの農業者や
ＪＡ、あるいは行政・地域関係機関などによる、創意工夫あふれる取り組みこそが求めら
れているといえよう。
（１）第19回全国農業協同組合大会決議の再考
前出の「５万人大会」が開催された1991年から翌92 年という時期は、バブル経済の
崩壊の打撃が相当深刻であることが一般の人々にも明らかになり始めたばかりで、その後
のデフレ下の深刻な不況から見れば、まだ幾分バブルの余熱が残っていて、政府も国民
の誰もがしばらく我慢すれば景気が回復するという根拠なき期待を抱いていたころでも
あった。
こうした時期に、ＪＡグループは、1991年10月８日に開催した第19回全国農業協同組
合大会（ＪＡ全国大会）の議案『農協・21世紀への挑戦と改革』のなかで「農業・農村
振興を基本とした『快適なわがむら・まちづくり』
」を決議した。
その内容は、①「快適なわがむら・まちづくり計画」の策定、②地域農業振興対策の
強化、③土地利用対策と農住都市建設・農村型リゾート整備対策、④生活総合センター
機能整備・強化と地域環境保全への取り組み、の４本柱である。
なお、ここでいう「農住都市建設」とは都市農地を乱開発から守り、都市農業と住環
境が調和したまちづくりをしようという考えである。また、
「農村型リゾート」とはバブル
期の大資本によるリゾート開発に対抗して、農家民宿を主体とするグリーンツーリズムを
振興し「６次産業化」を図ろうというものである。
この「快適なわがむら・まちづくり運動」では、それぞれのＪＡが、行政・地域関係
機関などと連携しつつ、行政が立案する「行政による地域づくりビジョン」とＪＡが独自
に立案する「農協による農業・農村振興ビジョン」とを合わせて「
『快適なわがむら・ま
ちづくり』基本構想」を策定し、行政・ＪＡ・関係機関などが調整・役割分担を行い、Ｊ
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Ａが主体的に担う分野についてはあらためて「農協版の『快適なわがむら・まちづくり計
画』
」をつくり総合的・一体的に展開するとした。
こうした「農業・農村振興を基本とした『快適なわがむら・まちづくり』
」運動を必要
とする理由を議案では次のように述べている。
「農業・農村をめぐる環境は、都市的地域における農地の都市的利用の増大や山間地
域等における過疎化やリゾート開発の展開など、地域別にさまざまな変化がすすんでい
ます。
こうしたなかで、組合員は、営農面だけでなく、老後問題、健康問題、後継者問題、
農地等資産管理問題、生活環境問題など、多様な要望や悩みを抱えるようになってお
り、農業・農村振興を総合的にすすめる取り組みが求められています。
資料）全国農業協同組合
中央会『第19回全国農業

このため、組合員の営農・生活等の将来設計・意向についての調査と相談活動を行

協 同 組 合 大 会 議 案「 農

い、行政等と密接に連携しながら、土地利用対策、地域農業振興対策、農住都市建設・

協・21世 紀への挑 戦と改

農村型リゾート整備対策、生活総合センター機能整備対策など、農協が主体的に担う分

革」
』1991年10月８日、３
ページ、19～34ページ

野について総合的・一体的に展開する『快適なわがむら・まちづくり運動』に取り組み
ます」
しかしながら、この決議は、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業交渉の妥結（1993 年
12月）後の混乱や、国際規律に適合した新たな農業政策への転換に伴う困難な現場の実
務、あるいは住専問題の混乱、バブル崩壊以後の「失われた10 年」とその後も続くデフ
レ経済、公共事業激減など地域経済の衰退、地方自治体財政悪化と市町村合併（平成の
大合併）
、そしてそれらとは無関係ではいられないＪＡの経営の悪化、広域ＪＡ合併の増
加や支店統廃合と人員抑制など、あまりに激しい環境変化のなかで、運動として広がる
ことはなかった。

資料）柳京煕・李仁雨・
黄 永 模・ 吉 田 成 雄 編 著
『新自由主義経済下の韓国
農協「地域総合センター」
としての発展方向』
、筑波
書房、2011年10月出版予
定

ただし、この運動を必要とした諸課題や問題は、現在、さらに深刻化して存在してい
る。またそれが目指した理想はわが国の地域経済、地域社会のなかでＪＡの役割発揮の
ための理念としては――用語は別として――色あせてはいない。
（２）
「Ｗin－Ｗin」と信頼残高
20 年も前の決議をいまさら持ち出したのは、地域の農業を支えるためには、狭い意味
の「農業」だけを対象にしては、守れるはずのものも守れないと考えるからである。だか
らこそＪＡは、地域全体のニーズを視野に入れつつ、自らができることに集中して取り組
む。地域の行政・ＪＡ・関係機関などが調整・役割分担を行い、解決しようとしている
「課題そのもの」に集中し、対立や押し付け合いでなく、
「Ｗin－Ｗin（ウィン－ウィン）
」
で課題を解決することが不可欠だからである。
「Ｗin－Ｗin」とは、
「自分も勝ち、相手も勝つ（それぞれの当事者が欲しい結果を得る
こと）
」という考え方である。今日では広く一般的に使われる言葉であるが、その原典を

資料）
スティーブン・Ｒ・
コヴィー著、ジェームス・
Ｊ・スキナー／川西茂訳
『７つの習慣──成功には
原則があった！──』キン
グベアー出版、1996年

読んでいる人は少ないかもしれない。スティーブン・Ｒ・コヴィー氏の著書『７つの習
慣』
（原 著“THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE”の初 版は
1989 年、日本語訳はキングベアー出版から1996 年初版）にこの言葉が登場して、世界
各国の政府や企業のリーダーたちが口にするようになって広まった言葉である。
「Ｗin－Ｗinは、すべての関係において常に相互の利益を求める心と精 神のことであ
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り、お互いに満足できる合意や解決策を打ち出すことである。
（略）Ｗin－Ｗinは、人生
を競争ではなく、協力する舞台とみるパラダイムである」
（コヴィー、301 ～ 302ページ）
多くの人が持つパラダイムの1つは、
「Ｗin－Ｌose（ルーズ）
」で、私が勝てば、あなた
は負けるというものである。だがそれは、
「本当に競争的な状況において、あるいは信頼
が低い状況において、Ｗin－Ｌoseを考えることが妥当な場合もあるだろう。しかし、真
の意味では、人生は競争ではない」
（コヴィー、305ページ）
、また「長期においては、両
方が勝たなければ、両方の負けになる。だから相互依存の現実においては、Ｗin－Ｗin
以外に現実的な方法はないのだ」
（コヴィー、311ページ）
。
だが「Ｗin－Ｗinの関係は、人格という土台の上に立てられ、維持されるものである。
信頼残高こそがＷin－Ｗinの本質である。信頼がなければ、できるのはせいぜい妥協くら
いである。信頼がなければ、開かれた相互の理解は得られず、本当の創造力を発揮する
注２）信頼残高とは、銀
行口座への預け入れと引
き出しのように「ある関
係において築かれた信 頼
のレベルを表わす比喩表
現であり、
（略）その人に
接する安 心 感ともいえる
だろう」ものである。
「礼
儀正しい行動、親切、正
直、 約 束を守るなどの行
動を通して信頼 残高をつ
くっていけば、 そこに貯
えができる。
（略）信頼残
高が高ければ、 コミュニ
ケーションは簡 単で、 効
果 的で、即 時にできる」
（コヴィー、270ページ）

こともできない」注２）。だが「信頼残高が高ければ、人や立場ではなく、解決しようとし
ている課題そのものに集中することができる」
（コヴィー、325ページ）
。
これは人生という極めて個人的な世界だけでなく、ビジネスでも、政治の世界であって
も、また国際交渉においても同様であり、これは変わることのない「原則」であるとコ
ヴィー氏はいう。
国益がぶつかり合う国際交渉の場では「信頼残高」を高めることは難しいだろう。だ
が国内で、都市対農村、輸出企業対農業、消費者対生産者といった２項対立の、Ｗin－
Ｌoseの思考をあおっているわが国のマスコミや政治・経済のリーダーたちには、もう一
度、国内で分裂していることのむなしさ、
「両方が勝たなければ、両方の負けになる」こ
とを考えてほしい。
（３）組合員の視点に立つ新たなＪＡづくり
ではＪＡにとって「組合員の視点に立つ新たなＪＡづくり」という言葉はどのように受
け止められるのであろうか。
先に取り上げた生源寺著『日本農業の真実』には「農協問題――原点は農業者への貢
献」と題する節がある。群馬県の澤浦彰治氏（野菜くらぶ）
、千葉県の木内博一氏（和郷
園）
、長野県の嶋崎秀樹氏（トップリバー）の３人の役割について、
「ほんらい農協が担う
べき役割を果たしているとみることもできる。
（略）３人のグループはけっして農協と対立
関係にあるわけではない。販売戦略の担い手として、地域の農業者に代替的なサービス
を提供している」
（生源寺、178ページ）と見ている。農林水産省『平成21年度 食料・
農業・農村白書』に同省が 2008 年に実施した「農業協同組合の経済事業に関する意
識・意向調査結果」
（2009 年３月公表）が掲載されている。農業者が農協に対して期待
している事項（複数回答）で「販売力の強化」は76.6％に上る。２位「手数料の低減」
27.7％、３位「消費者ニーズの把握と生産現場への情報提供」27.6％、４位「営農指導
との連携強化」は20.2％である。期待の高い販売力の強化の取り組みだが、
「組合員の
農産物の販路を国内のみならず、国外でも開拓している積極果敢な農協があるかと思え
ば、なんらの工夫を講じることもなく、ただ市場に出荷して終わりという農協も存在す
る。このように農協間にパフォーマンスの大きな開きがある」
（生源寺、178ページ）こと
も事実である。
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資料）生源寺眞一著『日
本農業の真実』ちくま新
書、2011年５月、177 ～
179ページ

だが、これからＪＡは地域の農業を支えるために何をすべきか、これは明白である。
「日本の農業にいま求められていることは、経済的にも十分に成り立ち、若者や働き盛り
の人材を引きつけることのできる持続可能な農業の再建である。さしあたり、この観点か
らの制度改革にプライオリティを置くべきことを強調しておく。日本の農業の再建に残さ
れた時間はわずかだからである」
（生源寺、179ページ）
であれば、ＪＡは今できることに集中しなければならない。当研究所基礎研究部主任
研究員の小川理恵が「現地報告 ＪＡは地域の仕事おこしセンターになろう―ＪＡ甘楽
富岡・直販システムの取り組み―」
（
『ＪＡ総研レポート』2008 年夏、vol. ６）にこう記し
ている。
「もちろん問題がないわけではない。農産物販売額の伸び悩みや、農業者の高齢
化、担い手不足など、日本農業をとりまく情勢と同様、このＪＡ甘楽富岡においても乗り
越えなければならない厳しい課題が数多くあることは確かである」
。2008 年７月のＪＡ－
ＩＴ研究会で報告した同ＪＡの吉田正一営農事業本部長の言葉は「
『重点野菜』の振興

資 料 ） 小 川 理 恵「ＪＡ

施策や直売店販売、インショップ販売での『少量多品目販売』を実践していても管内農

は地 域の仕 事おこしセン

業の抜本的な問題を解決するにはいたっておりません」である。しかし、小川は、ＪＡが

ターになろう─ＪＡ 甘 楽
富岡・直販システムの取

いかに価値ある取り組みをしているのか、
「地元農家の笑顔を見れば明白である。地域の

り組み─ 」
『ＪＡ 総 研 レ

応援団として、目線を地元にしっかり据え、地に足をつけたＪＡ甘楽富岡の取り組みに、

ポート 』2008年 夏、vol.
６。ＪＣ総 研のＷebサイ
ト（http://www.jc-soken.or.jp）で全文公開

ただ素直に感動を覚えた」と記している。
ありとあらゆる知恵と力とネットワークを使って、この「日本農業再建」の戦いには勝
たなければならない。いや組合員や地域の人たちと一緒になって、勝つ戦い方をしなけ
ればならない。たとえ残された時間はわずかであっても「Ｗin－Ｗin」による解決がある
と思う。そのためには忍耐強いコミュニケーションが必要なのである。
筆者は現場の実情をよく見て、また困難な現実と格闘している方々のお話をじっくり聞
いて、深く考え、地域の農業を支える新たなＪＡのあり方を、今後まとめることとしてい
る。

JC 総研レポート／ 2011 ／秋／第 19 号

《論説》ＪＡが地域の農業を支えるために何をすべきか 21

「豊かな老い」をサポートする

ＪＡあづみ生活福祉活動がつむぐ幸せの連鎖

現地レポート

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

小川 理恵 （おがわ りえ）

１．はじめに
あ

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説『おひさま』の舞台、長野県安
づみ の

曇野。多くの小説などで、その壮麗な美しさが語られるこの
地は、自然の恵みに富み、四季折々の絶景が多くの観光客を
なアルプスの情景が浮かぶほど、言葉の響きそのものが、輝

ＪＡあづみ

魅了してやまない。
「あづみの」と聞いただけで頭には雄大

長野市
安曇野市
松本市

かしいオーラを放っているかのようである。
そんな安曇野の地で、自然の美しさや言葉のイメージだけ
ではなく、
「豊かに老いる」という観点から、その魅力を間違
いなく確信できるものがある。それが、ＪＡあづみが中心と
なって展開している、生活福祉活動である。
ＪＡあづみの生活福祉活動については、その活動の指南役である、ＪＡあづみ福祉課
の池田陽子氏をはじめ、多くの研究者などにより、さまざまな媒体で詳細が紹介されてい
る。当『ＪＣ総研レポート』でも、2011年春号（vol.17）において、池田氏ご本人にご寄
稿いただいたところである。
注１）池田陽子「安心し
て暮らせる地 域づくりと
ＪＡの役割」
『ＪＣ総研レ
ポート 』2011年 春、vol.
17。ＪＣ総研のWebサイト
（http://www.jc-so-ken.
or.jp）で全文公開

筆者は、池田氏の執筆された「安心して暮らせる地域づくりとＪＡの役割」注１）を読
み、 ぜひとも現 地を訪れてみたいと
思った。なぜなら、そこには筆 者自
身にとっての「地 域で老いる理 想の
姿」があると感じたからである。
そして今回、１泊２日の短い滞在

【写真】
「菜の花プロジェ
クト安 曇野」
（後出）が
手掛ける満開の菜の花畑
は、いまや安 曇野の春の
風物詩になっている

ではあったが、池田氏に活動の現場
をご案内いただき、活 動されている
皆さんから直 接お話を伺うという幸
運に恵まれた。

２．２本の幹を中心に枝葉を茂らすＪＡあづみの生活福祉活動
次ページの図をご覧いただきたい。これは、ＪＡあづみの生活福祉活動の展開を表し
たものである。ＪＡあづみの生活福祉活動には、相互扶助システムの「ＪＡあづみくらし
の助け合いネットワーク“あんしん”
」と、学びの場としての「ＪＡあづみ生き活き塾」と
いう２本の柱がある。ＪＡあづみの生活福祉活動は、この２本の大樹を中心に豊かに枝
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【図】ＪＡあづみ 生活福祉活動の展開

生活福祉活動
実践の場

ＪＡあづみ生き活き塾
び

健康 福祉 環境

食文化 食農教育

・生活の質を高める学習
・地域と社会を見つめる学習

動

人材発見︑人材育成の場

学

活

協 力

①ふれあい市安曇野五づくり畑
②菜の花プロジェクト安曇野
③朗読ボランティア
④学校給食に食材を提供する会

協 力
︿ 学 び の 場 ﹀

︿相互扶助システム﹀

①有償在宅サービス

福祉事業
の利用者へ

・協力会員・利用会員・賛助会員の
３会員制による相互扶助システム

・介護保険ではカバーできないさま
ざまなサービスを提供

・元気なお年寄りが集うことのでき
る場所

・地域でひとりぼっちをつくらない

・どこからでも︑どなたでも

・協力会員がお世話係として活躍

ボランティア

②ミニデイサービスあんしん広場

ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク
あんしん

ボランティア

実践の場

実践の場

福祉事業
の利用者へ

ボランティア

福祉事業
指定通所介護事業所 「デイサービス あんしんの里
指定居宅介護支援介護事業所「 あんしん 」

楡」「デイサービス あんしんの里

南穂高」

指定訪問介護事業所「ヘルパーステーション あんしん 」

資料：JA あづみ福祉課資料および 取 材 を も と に 筆 者 作 成

葉を茂らせ、さらに福祉事業へと展開している。
今 回の取 材のなかから、その活 動の広がり方には３つの特 長があることが見えてき
ら せん

た。そして、その３つの特長が絡み合い、連動し合うことで、活動全体が螺旋状に拡大
し、地域に根差した「老」へのサポート体制をつくり出しているのだ。本稿では、その３
つの特長という観点から、ＪＡあづみの福祉活動の展開を追ってみたいと思う。

３．特長① 「若」から「老」へのスムーズなシフト
――ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク“あんしん”
「老い」は突然やってくるものではない。しかし現実にはどうだろうか。知らぬうちに
年を取り、気が付いたら高齢者の仲間入りをしていた、という感じではないだろうか。心
の準備が整う前に「老い」が急にやってきたような錯覚にとらわれ、どうしてよいのか分
ふ っ しょく

「若」から「老」へのな
からずに戸惑うこともあろう。そんな「老い」の不安を払拭し、
だらかなシフトをサポートしているのが「ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク“あ
んしん”
」
（以降、ネットワーク“あんしん”
）である。
この「ネットワーク“あんしん”
」は「困ったときはお互いさま」という精神をもとに、
介護保険ではカバーできない「有償在宅サービス」を行う相互扶助組織であり、そのシ
ステムは実によく考えられている。
１）有償在宅サービス
「ネットワーク“あんしん”
」は、協力会員、利用会員、賛助会員という３つの会員で構
成されている。若くてまだ元気な間は、協力会員として労働力を提供する。しかし年を取
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り、介護保険の認定まではいかないけれど、庭の草むしりや高い所の掃除など、ちょっと
した労働が困難になったら、今度は利用会員としてサービスを利用させてもらう。さら
に、今は時間がないから賛助会員として資金面で協力する、という具合だ。
「今自分にで
きることでお手伝いする。でも自分が困ったときにはぜひ助けてほしい」という相互扶助
の思いをベースに、それぞれの会員から徴収した会費と、時給換算で支払われる利用
費、そして協力会員から拠出される資金とで、労働力の提供と利用をシステム化してい
るのだ。この運営方法を考え出したことは驚くべきことだと思う。
「ネットワーク“あんしん”
」では、ＪＡ長野厚生連安曇総合病院の協力のもと、ホーム
ヘルパーの養成研修を行うなどして、地域のニーズに応え得る、モチベーションの高い
協力会員を数多く育てることに力を入れている。そのため、単なる相互扶助とは呼べない
【 パ ン フレット 】
「ネット
ワーク“あんしん”
」 の
パンフレット。
「住み慣れ
た所で“あんしん” して

ほどサービスの質は高く、現在「ネットワーク“あんしん”
」は地域にとって、なくてはな
らない存在として定着している。
さらに、特筆すべきは「ネットワーク“あんしん”
」には年齢制限がないということであ

暮らすために、地 域の皆

る。年齢に関係なく、協力会員にも利用会員にも賛助会員にもなることができる。だか

さんの支え合いによって

ら、例えば産後の若いお母さんが、利用会員として家事や育児の補助をお願いする、と

心 豊かな生 活をおくって
いただくために誕 生した
サービスです」と、
「困っ
たときはお互いさま」 と
いう相互 扶 助の精 神をう

いうようなことも可能である。そして、手が空くようになったら、今度は自分自身が協力
会員となって「ご恩返し」をすることができるのだ。
「ネットワーク“あんしん”
」で、以前は協力会員として活躍し、現在は利用会員として

たっている

元気に暮らしておられる望月登志子さんは、
『ＪＡ経営実務』
（2010 年４月号）に次のよ

注２）池田陽子「ＪＡあ

「このような活動に若いうちから参加したおかげで、年を
うな文章を寄せておられる注２）。

づみ くらしの助け合い
ネットワーク“あんしん”
」
『ＪＡ経営実務』2010年４
月号、全国共同出版、
「支
え、支えられて（ 望月登
志子）
」より抜粋

取ってから暮らす方法、
“あんしん”に参加することで利用することも、おのずから心得
ていたからこそ気軽に、お願いできたと思います。
（略）いま仲間に支えられている、と
いう実感がありとても幸せです。どうぞこれからも安心して老後を暮らせますよう、あん
しんの活動のよさをひろげたい」
「ネットワーク“あんしん”
」は、協力会員から利用会員へという、
「若」から「老」へ
のスムーズなシフトを手助けしているといえる。若いころや元気なうちは人の役に立てる
よう労働力を提供し、そして年を取り人の力を貸してほしいときには遠慮なく助けてもら
える。そしてさらに年を重ね、介護認定を受けるようになったら、ＪＡあづみが運営する
デイサービスや居宅介護支援を利用すればよい。安心してこの地で暮らし、安心して老
いることができるのだ。
２）ミニデイサービスあんしん広場
さらに「有償在宅サービス」の経験から生まれた、もう１つの活動がある。それが「ミ
ニデイサービスあんしん広場」
（以降「あんしん広場」
）である。
「有償在宅サービス」を行うなかで、実は地域には元気なお年寄りが大勢いることが分
かった。本格的なデイサービスに通うにはまだ早い。でも１人でいては寂しいし、何かを
したいけれど何をしていいか分からない。そんなお年寄りが多数存在していたのだ。そ
の一方で、ホームヘルパー２・３級の研修を修了したものの、本格的にケアを受け持つに
は荷が重いと感じたり、時間的な制約などから、実際の活動に取り組めないままでいる協
力会員がたくさんいるという現状もあった。そこでこの２者をつなげて何かができないか
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と、考え出されたのが「あんしん広場」という、いわば寄り合い所なのだ。
「あんしん広場」は、月に１度から２度、ＪＡの支所や公民館を会場にして開催され
る。気軽に集まれるよう集落ごとに開催しているので、お年寄りたちは遠くまで出向くこ
となく、自宅近くの会場を利用することができる。参加費は100円から200円程度で、す
べて自主財源で運営している。参加費を徴収するのは、たとえ100円であっても、自らが
出しているという意識が、活動に参加している、という積極的なモチベーションにつなが
るからだという。
「あんしん広場」の音頭をとるのは、協力会員を中心とした「お世話係」たちだ。
「あ
んしん広場」には、これをやらなければならない、といった特別な決まりごとはなく、そ
の会場ごとにお世話係の自主性に任せて、何をして過ごすかを考える。だから自然に会
場ごとの特色が生まれる。
【写真】
「あんしん広 場・
田尻」
。参加者もお世話係
も一 緒に手をつなぎ「ひ
とりの手 」 を歌う。 机の
上には、 皆で持ち寄った
手 作りのお総菜やお菓子
がたくさん並んでいる。
左から２番目が90歳の宮
澤きよ子さん

①あんしん広場・田尻
「あんしん広場・田尻」は、参加者で
あるお年寄り自身が主体性を持って活
動している「あんしん広 場 」の１つで
ある。お世話係はお年寄りたちの自主
的な活 動を縁の下で支える役目を果た
している。筆者が訪問した日は、ちょうど活動５周年の記念式典をされているところで、
会場には20人ほどのお年寄りが集まっていた。式典の司会を務めるのは宮澤きよ子さ
ん、なんと御年90 歳だ。10 年前にご主人が他界し、それ以来息子夫婦と３人暮らしだと
いう宮澤さんは、かくしゃくとしていて、その司会ぶりはなかなかなもの。
「月に１回『あ
んしん広場』に参加することは、認知症予防になるし、情報交換にもなります。なんと
いっても地域の仲間と協力し合えることで元気がみなぎるようです」と話してくださっ
た。この「あんしん広場・田尻」では、後にふれる「ヒマワリ10 粒運動」に積極的に参
加している。
「
『ヒマワリ』という１つの目標に向かってみんなでがんばっているから、張
り合いがありますよ」と、宮澤さんは90 歳とは思えない元気な声で教えてくれた。

【写真】
「あんしん広 場・
岩原」のお年寄りたち。

②あんしん広場・岩原

月に１度の集まりは心の

「あんしん広場・岩原」は、お世話係

「あんしん」につながって

が作ったオリジナルの替え歌「ぼけな

いると口々におっしゃる。
会 場の外は満開の桜だっ
た

い小唄」を、振りを付けて皆で合唱す
るところから始まった。集まったお年寄
りは15人ほど。机の上に並んだ、お世
話係手製のお茶菓子や漬け物をつまみ
ながら、歌ったり、歓談したりして楽しく時間を過ごしている。参加者の三沢よしえさん
（83 歳）は、
「毎回楽しみにしています。１人暮らしだから、たまにご近所同士で集まっ
て、おしゃべりできるだけで安心できるんです」と話してくださった。１人暮らしのお年
寄りにとって、定期的に地域の仲間と集うことのできる「あんしん広場」が持つ意味は、
私たちが思う以上に大きい。筆者も、自分が１人暮らしの老人になったとき、このような
場所があったらどんなに心強いかと思った。
「あんしん広場・岩原」にはお世話係が11人いる。年齢は比較的高めだが、今年に
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【写真】
「あんしん広 場・
岩原」
お世話係の皆さん。
今年から若いお世話係が
新たに参 加し、さらに充
実した「あんしん広 場 」
に……

なって若手のお世話係が２人参加して
くれるようになり、後継者も育ちつつあ
るという。お世話係代表の宮島景佐子
さんは、
「あんしん広場や生き活き塾な
ど、さまざまな活動を通して友達がたく
さんできました。自分自身が楽しみなが
ら参加することに意義があると思います」と話す。
「あんしん広場」に集うお年寄りたちのみならず、お世話係のメンバーたちも、この活
動を通して自分の生きがいや楽しみを見つけているようだ。そして「いつか自分たちも利
用するのだから」という思いで、真心をこめてお世話している様子が伝わってきた。
「あんしん広場」はその会場ごとの特色を生かしつつ、元気なお年寄りの心のよりどこ
ろとして、またお世話係たちの活躍の場として、地域に根付きつつある。現在 27 会場で
年間約300回開催され、延べ約6000人が参加している。
このように、
「有償在宅サービス」と「あんしん広場」を両輪とした「ネットワーク
“あんしん”
」の活動は、
「若」から「老」へのなだらかなシフトをつくり出し、この地域で
「幸せに老いる」ことをサポートしている。そして、ＪＡ側から見れば、これらの活動を
経た人々が、やがて介護保険の認定者となり、ＪＡあづみが運営する介護事業の利用者
へとつながっている。つまり「ネットワーク“あんしん”
」は、活動から事業へのレールと
しての大きな役割を果たしており、利用者のみならず、ＪＡにとっても、いまや、なくて
はならない存在となっているのである。

４．特長②

学びと活動のスパイラル――「ＪＡあづみ生き活き塾」

「ネットワーク“あんしん”
」が、地域活動の要として育ちつつある一方で、その活動の
主役である組合員や地域の人々が、生き生きと豊かに暮らし、そしてなだらかに老いてゆ
くために、その方法や理念を自ら学ぶことも必要である。
「ＪＡあづみ生き活き塾」
（以降
「生き活き塾」
）は、そんな思いから立ち上がった学習活動の場である。
「生き活き塾」は
１期２年制で、毎月約１回、合計で１期に約22 講座が開設されている。受講料は一切か
からず、運営費用はすべてＪＡが負担している。講座内容は、健康、福祉、環境、食文
化、食農教育などさまざまで、2009 年６月に開講した第６期の第１回講義では、経済評
論家の内橋克人氏が講演するなど、かなり充実した内容である。受講資格は特に設けて
おらず、組合員はもちろんのこと、地域に暮らす人ならば誰でも参加することができる。
これには「限られたメンバーだけではなく、地域全体へ広がりのある勉強機関にしたかっ
た」という発案者池田氏の強い思いがある。
「この地域で暮らすすべての人々が生活の主
役であり、共に学び合うなかから、協同活動の必要性を感じてほしい。大勢の人に農業
に関心を持ってもらい、ＪＡに対する理解を深めてもらうことが、結果としてＪＡの収益
にも結び付く」と池田氏は言う。
「生き活き塾」が、ほかの女性大学などと大きく異なる点は、すべての塾生が部活動に
参加することが義務付けられていることである。これは「学びっぱなしにせず、必ず実
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践につなげよう」という「生き活き塾」本来の目的の表れだと思う。塾生たちは、学びの
注３）
「ふれあい市安曇野
五づくり畑 」 の「 五づく
り」とは、①家庭菜園を
充 実させましょう、 ② 家
庭果木をつくりましょう、
③ 大 豆・雑 穀をつくりま
しょう、④ニワトリを飼い
ましょう、⑤手づくり加工
しましょう、という農産物
自給拡大のための「五づ
くり運動」からとったもの
【写真】
「ふれあい市安曇
野五づくり畑」
。開店前に
商品やおつりなどをメン
バーで確認し合う

「菜の花プロジェクト安曇野」
、
なかから生まれた「ふれあい市安曇野五づくり畑」注３）、
「朗読ボランティア」
、
「学校給食に食材を提供する会」といった多彩な部活動に参加する
ことで、
「生き活き塾」で学習したことを実際の活動へと生かしている。このように「学
習」を「活動」へと結び付けているところが「生き活き塾」の真骨頂であり、その仕掛
けづくりのうまさには膝を打つ思いである。筆者はこの度、部活動のリーダーの皆さんに
お話を伺うことができたので、ここで紹介したいと思う。
１）ふれあい市安曇野五づくり畑
「生き活き塾」で野菜づくりを学ぶうちに、塾生
たちの畑ではこれまで以上に高品質の農産物が収
穫できるようになった。自分の家だけでは余ってし
まう収 穫 物をお互い「お裾 分け」しようよ、と始
まったのが「ふれあい市安曇野五づくり畑」であ
お ぐち ふ

き

こ

る。委員長を務める小 口 輔 貴 子さんは「初めは、
まったくの野 天からのスタート。初 心 者の集まり
だったので楽しさを確認するどころではなかった。
でも今では週に１度の開催日が本当に楽しみ」と話
す。現在では屋根張りになった五づくり畑の店頭に
は、農産物をはじめ、同じく部活動の「菜の花プロ
ジェクト安曇野」で作った菜種油や、ヒマワリ油の
ドレッシング、また、地元のパン屋さんとコラボして開発したオリジナルの「五づくりパ
ン」など、安曇野らしさがふんだんに盛り込まれた商品が所狭しと並ぶ。この「ふれあい
市安曇野五づくり畑」は、販売の場であるとともに、仲間同士が週に１度集い、情報交
換や安否確認をする場としての意味合いが強いという。
メンバーの１人の臼井咲子さんは「数年前に腰を痛めてから、部活動に正式には参加
することが難しくなりました。せめてもと思い、体調が良いときには五づくり畑を手伝い
に来ています」と話してくださった。
「臼井さんは当番でもないのにボランティアで来てく
ださる。お顔を見られるだけで、私たちは元気になれるんです」とほかのメンバーたちは
【写真】野天からのスター
トだったが、 今では立 派

優しく受け止めている。部活動が義務

な屋根 付きに。工事にか

付けられているとはいえ、その参 加の

かる経 費は、自分たちの

仕方は各個人に任されている。自分の

活 動から得た収 益によっ
て賄った

体調やスケジュールに合わせ、自分な
りの距離感で、やれることから参加でき
るという間口の広さが、この「生き活き
塾」
、そしてそこから展 開する部 活 動
の、懐の深さを表していると思った。
２）菜の花プロジェクト安曇野
「菜の花プロジェクト安曇野」は毎年１回開催される「生き活き塾」の修学旅行がきっ
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【写真】
「ふれあい市安曇
野五づくり畑」が運営す
る「 御 用 聞き車“あんし
ん”号」
。この車の購入・
改造費用は、自主財源と
寄 付 金などによって賄っ
ており、ここにも「自分た
ちの活動」という意気込
みが感じられる。運 転 手
の五十嵐勉さん（右）は、
神奈 川県出身のＩターン
者
【写真】
「御用聞き車“あ
んしん”号 」は走るコン

かけで始まった活 動だという。
１haの菜の花 畑を中心に、植え
付け、畑の管理、搾油まで一貫
して行っており、出来 上がった
油は、
「ふれあい市安曇野五づく
り畑」で販売している。菜の花
と同様にヒマワリ油の製造も手
掛けており、こちらは「ヒマワリ
10 粒運動」と銘打ち、先に触れ
た「あんしん広場」のお年寄り

ビニ。新鮮な野菜や重た

たちに協力してもらってヒマワリ

い調 味 料などあらゆる商

を育てているという。 代 表の小

品をたっぷり積んで、
「あ
んしん広場」の会場に駆

林あや子さんは、
「生き活き塾の

け付ける。 買い物の足が

学びのなかから菜の花プロジェ

ないお年 寄りにとって心
強い存在だ

クトという活動が生まれました。
そしてその活動のために、油作
りの勉強を徹 底して行ったんで
す。そのおかげで、これまで使っていた油がどれだけ危険なものかが分かったし、自分
たちが作る油に自信と誇りが生まれました」と話す。ここに、学びから活動へ、そして活
動のためにまた学び、さらなる活動へつなげる、というスパイラルが見える。
３）朗読ボランティア
「朗読ボランティア」も「生き活き塾」の学びのなかから生まれた。元気に老いていく
には前頭葉を使うのが良いことを講座で習い、それを実践するために「朗読をやってみ
よう」ということになったという。
「朗読ボランティア」では、元アナウンサーの専門講師を呼び、月に１回勉強会を開催
している。教材には、ＪＡの活動なのだという自覚から、月刊誌『家の光』を利用してい
る。メンバーのやる気は旺盛で、めきめきと実力を付けており、今では「あんしん広場」
にれ

「あんしんの里 南穂高」などで朗読会
やＪＡあづみのデイサービス「あんしんの里 楡」
を開催するほか、地域の福祉フォーラムで発表するなど、活動は本格化してきている。
リーダーの曽根原由美子さんは「
『生き活き塾』は人生のターニングポイント」と言い
切る。曽根原さんは今年96 歳になる義母を、かつては自分１人で介護していた。厳しい
介護生活に疲れ果てていたころ、池田氏から「生き活き塾」に入らないかと声をかけら
れたという。
「初めは、嫁である自分が義母の世話をするのは当たり前だと思って１人で
抱え込んでいました。でも池田さんから、デイサービスなどを利用しながら自分自身の時
か

あ

間も大切にすることが、ゆくゆくはお義母さんのためにもなるよ、と説得されたんです。
あの時声をかけられなかったら、今ごろどうなっていただろうかと思います。今は『朗読
ボランティア』が生きがいにまでなっています。私にとって『生き活き塾』は間違いなく
人生のターニングポイントになりました」
。曽根原さんは、特訓の成果の表れか、とてもよ
く通る美しい声で、熱く語ってくれた。
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４）学校給食に食材を提供する会
2009 年にできたばかりの新しい部活動もある。それが「学校給食に食材を提供する
会」だ。
「生き活き塾」で学ぶなかから子どもたちの食の現状を知り、安心・安全な食材
を地域の子どもたちに届けてあげたい、との思いから、この活動は誕生した。
現在代表を務める柴野道夫氏は、40 年余りのサラリーマン時代を東京で過ごし、定年
退職とともに地元に戻ってきたＵターン者である。
「生き活き塾は受け皿が広い。自分の
ようなＵターン組でも、地域の人々と共に学び、共に活動することが自然に受け入れられ
ている」
。
「生き活き塾」にはＵターンやＩターンの塾生も多い。それは「生き活き塾」
に、
「いつでも、どなたでも」といった懐の深さがあるからだ。このように間口を広げるこ
とが、結果として地域全体の発展へとつながる。
「高齢者が生き生き、のびのびと生きて
いくためには、医療だけではなく、福祉の目線は欠かせない。国の財政を圧迫するこの２
【写真】生き活き塾・部活
動リーダーの皆さんとＪＡ
あづみ福祉課のメンバー
（ 写 真 前 列 左から小 林さ
ん、曽根原さん、柴野さ
ん、後 列 左からＪＡあづ
み本 間さん、 小 口さん、
ＪＡあづみ池田さん）

つの問題は、個人個人がなるべく元気を
保っていくことで支えなければならない。
そのようななか、ＪＡあづみが高齢者の生
きる道すじをつけてくれたことは、大きな
意味がある。全国のＪＡに見習ってほし
い」と、柴野氏はＪＡあづみが果たしてい
る役割の大きさを強調した。
「生き活き塾」は単なる学びの場ではない。学びから活動へ発展させることで、塾生た
ちは地 域で生き生きと暮らすすべを手に入れる。そして協同活 動のなかから仲間を得
て、共に地域で心豊かに老いていく、という「あんしん」を分かち合う。

５．特長③ 活動から事業へつなぐ――デイサービス「あんしんの里 楡」
「あんしんの里 南穂高」
ＪＡあづみ通所介護事業所「あんしんの里 楡」は、2003 年４月にオープンした。開所
当時にはすでに、先に述べた「ネットワーク“あんしん”
」が軌道に乗り、地域に根差し
【写真】
「あんしんの里 楡」
の広い縁側。利用者たち
はここに腰 掛け、目の前
の畑を眺めながら、 わが
家にいるような気 分でく
つろぐことができる

た活動へと育っていたため、オープン当初から
一定の利用者を確保することができている。
つまり、
「ネットワーク“あんしん”
」により、
利用会員から介護保険制度の利用者へとつな
がるラインがすでに構築されていたために、Ｊ
Ａあづみでは、採算ラインを見越して介護事
業へと本格参入することができたわけである。
「あんしんの里 楡」には、広々とした畑と、
畑を見渡すことのできる縁側がある。これはＪ
Ａらしさを前面に出したい、と考えられたアイ
デアで、畑と縁側という、安曇野では当たり前
の風景を用意することで、利用者は、まるでわ
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【写真】
「あんしんの里 楡」
の畑で実 習を行う「 生き
活き塾」の塾生たち。畑
仕事のなかから、利用者
のお年 寄りたちとの新た
な交流も生まれる

が家にいるかのような気持ちで、ゆったり
とした時間を過ごすことができる。
畑は、
「ネットワーク“あんしん”
」の協
力会員がボランティアで石を拾い、肥料
をまくなどして体裁を整えてくれた。では
日常の世 話は誰がするか？ そこで出 番
となったのが「生き活き塾」の塾生たちで
ある。
「あんしんの里 楡」を、講座で習っ
たことを実践する場と位置付けて、全員が１年に１度、畑での実習を行うようカリキュラ
ムに組み込んだのだ。塾生たちは、ＪＡの営農技術員などから新しい栽培方法を学んだ
り、これまで作ったことのない珍しい品種に挑戦するなどして実力を高めている。一方、
実習を通しＪＡあづみの福祉事業の運営に関わることで「いずれは自分たちもここでお世
話になりたい」という気持ちが塾生たちに芽生え、畑仕事やそのほかのボランティアにも
自然と力が入る。そんな塾生たちの努力も手伝って、
「あんしんの里 楡」は居心地のよい
デイサービスとして、地元で最も人気が高い通所介護施設となっているという。

【写真】安曇野特産のリン
ゴを使って、 ケーキ 作り
に挑 戦する「あんしんの
里 楡」の利用者たち。室
内には、リンゴの甘い香
りが漂っていて、 まるで
おばあちゃんの家に遊び
に来たような温かな気 持
ちになった

2011年４月にはＪＡあづみで２つ目とな
るデイサービス「あんしんの里 南穂高」
がオープンした。こちらでも、すでに、十
分な利用者数を確保しているという。
このように、ＪＡあづみの福 祉 事 業が
安定的に運営されている裏側には、これ
まで培ってきた生活福祉活動という下地
がある。
「ネットワーク“あんしん”
」によ
り「若」から「老」へのスムーズなシフト
をつくり、福祉事業の利用者確保への橋
渡しを行う一方、
「生き活き塾」という学

【 写 真 】 今 年の春にでき
たばかりの「あんしんの

びの場からは、福祉事業に積極的に参加

里 南穂高」
。
「今日は近く

してもらうことで、
「いつかは自分も」とい

の公 園までお花 見に行っ

う気 持ちで運 営を支えてもらう。その結

てきました。 満 開の桜が
とても美しかったね」と、

果、利用者にとって、より居心地のよい空

お茶を飲みながらおしゃ

間をつくり出し、それはさらなる利用者確

べりするひととき

保へ弾みを付けているのである。

６．３つの特長から見えてきたこと
これまで見てきたように、ＪＡあづみの生活福祉活動は、ＪＡでは難しいとされている
福祉事業への展開も含めて、地域にしっかりと根付いている。そこには、①「若」から
「老」へのスムーズな道すじをつくる、②学びから活動に発展させる、さらに、③活動を
事業へと導く、という３つの特長（＝ステップ）があり、その３つの特長が絡み合い、リ
ンクしながら、この地域で幸せに老いるためのサポート体制をつくり出していた。
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この活動が成功を収めている背景には、マネジャーに徹しているＪＡの姿勢が見え
る。それについて、池田氏は次のように話す。
「
『あしたあんしん』に暮らしていくために、農業を主軸にして、より豊かな生活をしよ
うよ、という目標に向かって活動するのがＪＡであり、組合員も職員もその思いを１つに
する仲間。主役はあくまでも組合員で、ＪＡ職員の役割は、組合員たちが自分たちのこと
として活動を捉えて、発展させていくための道すじを付けてあげること。裏方がいてこそ
主役が輝く」
。ＪＡはマネジャーに徹することで、組合員自らの主体性を引き出し、活動
のモチベーションにつなげる。今回の訪問で出会った多くの人々から、
「これは自分たち
の活動なんだということを何度も何度も教えられた。自覚を持つことで、自分たちで地域
を良くしようという思いが強くなった。ＪＡはその道を開いてくれた」という声が多く聞
かれたことからも、池田氏が言うところの思いが、すでに地域全体に浸透し、活動を支
える原動力になっていることは間違いない。
【写真】ＪＡあづみ福祉課
の池田陽子氏

さらに池田氏は「ＪＡは運動体ではあるが、事業という
ことになれば、それを黒字で運営しなければ、運動それ自
体がつぶれてしまう。組合員の活動を事業へと導くことは
ＪＡ職員の大切な使命」と、活動を事業へ結び付けること
の重要性を強調した。ＪＡあづみは地道な生活福祉活動を
続けるなかから、人と人との強い絆を生み出し、活動から
事業への太いパイプをも、すでに築きつつある。

７．おわりに――ＪＡあづみがつむぐ幸せの連鎖
ＪＡあづみの生活福祉活動には、豊かに老いていくことをサポートする「幸せの連鎖」
が存在していた。それをこの目で見て、筆者は自分自身の「老い」について考えるように
なった。
「自分はどのように老いていきたいだろう」
。ＪＡあづみの生活福祉活動は、すべ
てその問い掛けから始まっているように思う。
自分が求める「老い」をサポートするシステムが、わが地域にはあるだろうか……。そ
う考えたとき、筆者は安曇野に暮らす人々をうらやましく感じた。
「老い」は誰にも等しくやって来る。逃れることのできない「老い」を豊かなものにす
るかどうか、実はそれは自分の力だけではどうにもならないことである。思いも寄らず病
気になることもある。事故で命を落とすかもしれない。でも、地域に「老い」のサポート
体制が整っていることで、私たちはどれだけ安心して毎日を暮らすことができるだろうか。
赤字になるかもしれないというリスクから、福祉事業に踏み込めないでいるＪＡが数多
くあると思う。だが池田氏が言うように、組合員という主役を輝かせるのはＪＡの役割で
あり、超高齢社会を迎えつつある今、福祉活動や福祉事業は、組合員の生活を守る上
で、もはや避けて通れない。そのような意味で、このＪＡあづみの生活福祉活動は示唆的
であり、これから福祉事業へと参入するＪＡに、大きな勇気を与えてくれるものだと思う。
池田氏は、次のように言った。
「ＪＡというところに関わって、幸せな人生を歩む。そ
れは組合員だけではなく、ＪＡの職員である私も同じことです」
。この言葉をいま一度か
みしめてみたいと思う。
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震災報道を読む

トピック

━━誰のための報道か？
農業ジャーナリスト

榊田 みどり （さかきだ みどり）

東日本大震災から、早くも５カ月が過ぎた。報道では、被災地の復興と、原発の是非を含
めたエネルギー政策の今後が大きなテーマになりつつある。しかし、８月９日現在でも、がれ
きの撤去（仮置き場への搬入状況・環境省調べ）ですら、岩手で68％、宮城で43％、福島
で39％と長期化の様相を呈し、被災地は、復興どころか復旧にも、まだほど遠い現実と向き
合い続けている。
今回の震災報道、特に原発事故報道に関しては、政府発表をうのみにしたような“大本営
発表”が多かったこと、事故当初、解説者として登場する研究者が原子力利用推進派に偏重
していたことなどから、多くのマスコミ批判や不信の声が上がっている。
地方の農村を歩いている私にとっては、原発報道だけでなく、震災被害や復興に関する報
道についても、違和感を感じる記事が少なくなかった。あらためて、３月以降、大手新聞各社
が震災をどのように伝えたか、ここで振り返ってみたい。

震災直後、新聞は何を伝えたか？
まずは、震災以降、朝日新聞・読売新聞・日本経済新聞の１面トップ記事の推移を見る。
震災発生の翌12日は、３紙とも「東日本大震災」
（朝日）
、
「東日本 巨大地震」
（読売）
、
「東日
本で巨大地震」
（日経）と、地震と津波による被害の甚大さを伝え、13日には、
「福島原発で
爆発 炉心溶融、建屋損傷」
（朝日）
、
「福島原発で爆発 炉心溶融の恐れ」
（読売）
、
「原発の
炉心溶融 福島第１、建屋が爆発」
（日経）と、これもそろって、福島第一原発の１号機爆発
について伝えている。
14日になると、朝日新聞は「死者は万人単位

宮城県知事、見通し」をトップ記事に、

「きょうから輪番停電」をサブ記事に据え、読売新聞は「計画停電きょうから」をトップ記事
に、
「宮城、死者１万人以上」をサブ記事に置いた。日本経済新聞は「計画停電４月末まで 東
電、１都８県で」をトップ記事に、
「３号機も緊急事態」をサブ記事に据えている（３号機の
冷却不全に関しては、読売も同日１面で、朝日新聞は前日特別号外で伝えている）
。
その後、15日、３号機の爆発を機に、再び各紙とも、
「高濃度放射能 放出 ２号機 炉心溶
融」
（朝日）
、
「燃料棒 全て露出」
（読売）
、
「２号機燃料棒 全露出」
（日経）
、17日「原発冷却
へ機動隊」
（朝日）
、
「警視庁放水車 投入へ」
（読売）など、原発の危機的状況を伝える記事
が中心になった。この辺りまでは、ほぼ、横並びといってもよさそうな印象だ。
社会面では、被災地関連の記事に大きなスペースが割かれているほか、朝日新聞は、３月
17日から、
「お年寄りを守れ」
「片づけ 焦らずに」など、被災者に向けたアドバイスを盛り込
む「支援通信」
、18日から「いま伝えたい被災者の声」というスペースを、読売新聞も同15日
から「震災掲示板」という常設スペースを別枠で新設したが、総合面や経済面では、放射能
による農産物汚染と海洋汚染、それに伴う出荷停止などの食に関する記事や、円高の進行や
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生産拠点消失による経済的な打撃に関する記事などが増えていく。
被災地取材に関わった朝日新聞のある記者が、あらためて記事を振り返り、
「こんなに早
く、被災地から原発へとトップ記事が変わっていたのかとあらためて気が付いた」と話してい
たが、
「がんばろう日本」
「オールジャパン」
「絆」という言葉が全国に広がる一方で、報道の
中心は、被災地に寄り添う視点から、都市住民や日本経済の視点で大震災の被害を捉える視
点へと徐々にシフトしていったように感じる。４月には、朝日・毎日両紙が、社説で「東京一
極集中」の見直しを訴えたが、これも「この震災が東京で起きたら」という視点から出た論
説だった。

経済重視の報道から見えてくるもの
最もその姿勢が顕著だったのが、日本経済新聞だった。３月17日以降のトップ記事は、
「円
急騰、79円台」
「円高阻止へ介入容認」
「東日本大震災

危機対応 10 兆円融資」
「地域金融

安定へ公的資金」
「震災復興支援へ税減免」
「部品・素材 世界供給へ生産補完」
「夏の電力
不足 最大1500 万キロワット」と、徹底して経済記事が並んでいる。
25日からは、シリーズ「三度目の奇跡 第３部」として、
「大震災にひるまず」という連載
も始まった。明治維新、戦後復興、それに続く第三の奇跡を起こすため、
「強い日本」を「今
こそ発信」しようと呼びかけ、29日からの連載「東日本大震災 いま何をすべきか」では、
税の軽減で企業を呼び込む東北特区を設けて「未来を拓く経済復興」を提唱し、
「ものづくり
の力」を今こそ発揮しようと呼びかけた。
一方の社会面では、例えば農業でも、東北一のイチゴ産地が津波によって壊滅したことや
塩害の深刻さなど、復興どころか復旧にもほど遠い現実も紹介されているが、メイン記事で
は、この危機を乗り越えて復旧・復興へ総力を上げようというトーンが圧倒的に強い。
被災地の悲惨な状況は分かるが、だからといって、このままでは経済の地盤沈下が進むと
いう危機感が、紙面を支配している印象だ。同紙が一般紙ではなく、あくまで経済紙である
ことを、今回ほど痛感したことはない。

誰のための「創造的復興」か？
４月１日、東日本大震災復興構想会議を設置する考えを菅首相が表明した辺りから、復興
ビジョンに向けた提言記事が、各紙で登場し始める。なかでも私の目を引いたのは、日本経
済新聞の４月19日社説「経済復興のためにもＴＰＰ参加を急げ」だった。
「震災、原発事故に伴う生産力低下と風評被害で、日本の輸出に急ブレーキがかかった。
海外企業は日本への投資に及び腰になり、外国からの来訪者も激減した。このままでは、主
要貿易国の仲間の輪から日本がはじき出されてしまうおそれがある」と現状に対する危機感を
表明した上で、
「財政難の下で震災後の復興に必要な資金を稼ぐためにも、日本の輸出を先細
りにしてはならない。日米ＦＴＡと同じ効果があるＴＰＰへの参加を、これまで以上に急ぐべ
きだ」と訴える社説である。さらに、
「大津波に襲われた地域の農業を再建するうえで、農地
の集約など生産性を高める仕組みが欠かせない。政策次第で、自由化に耐えられる強い農業
を東北に築くことができる。菅政権が設立した復興構想会議は、そのための道筋を議論して
ほしい」と言及している。
お

だ まこと

私は、この社説を読んで、故・小田 実 氏が阪神・淡路大震災後の復興計画を批判し、震
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災翌年、市民のための立法を求めて「被災地からの緊急・要求声明」を公表したことを思い
出した。
阪神・淡路大震災では、震災から半年後の1995年７月、
「創造的復興」を目指す「ひょう
ごフェニックス計画」が策定され、10 年間で17 兆円を投じて660 事業が行われることになっ
た。毎日新聞での連載「西雷東騒」2000 年３月28日付記事で、小田氏は、
「被災者は２度地
震にやられる」と書かれていた。被災地で、道路建設や拡大、都市整備などにより、自分の
土地に住めなくなった被災者から異口同音に聞いた言葉だと氏は説明している。
「一度目は自然の地震だが、二度目は役人やら政治家やら、彼らと結託する土建屋やら学者
やらが引き起こした行政─政治の地震だ」
「この『震災５年』のあいだ文字通り強行されて来
た『復興都市計画』には大きく言って次の二つの特徴がある。一つは、被災者、市民無視、
『官』の一方的主導の『復興』
。二番目は、時代遅れの街の近代化、巨大化、高層化」と、氏
は書いている。
阪神・淡路大震災では、その後、高齢者を中心に、仮設住宅での孤独死が 200人以上に
上った。被災以前の居住地区に関係なく、高齢者を優先的に仮設住宅に入居させる自治体の
方針が、それまでの地域社会から高齢者を切り離すことにつながり、裏目に出た結果と指摘
されている。また、小さな町工場が林立していた長田地区は、復興プランに沿った巨大開発
が進められ、高層ビルが林立したが、震災前の居住者が入居できる価格ではなく、今も空き
部屋が目立つと聞いている。
「自由化に耐え得る強い農業を東北につくる」ための「地域農業の再建」も、
「復興都市計
画」のための「区画整理」や「近代化」と本質的に同じではないのか。要するに、そのビ
ジョンのなかに、そこに暮らす「ひと」の姿が見えないのである。

「絆」や「助け合い」の背後にあるもの
一方の社会面では、各紙とも、家族や住宅、仕事を失った被災者、避難を余儀なくされた
住民の嘆き、被災地を支援するボランティアなど、被災地でのさまざまな人々の姿を紹介して
いる。東北人の忍耐強さや、略奪の起こらない被災者の節度、人々の絆、助け合いの姿など
は、海外メディアからも賞賛の対象になった。
しかし、社会面の記事にありがちなことだが、記事内容が、取材対象となっている個別の
話に限られていて、例えば、なぜそのような助け合いが可能だったのか、この絆を生んだもの
は何か、なぜ故郷を離れるのがつらいのか、その背景まで理解して記事を書いた記者は、ど
れだけいるのだろうかと感じることも少なくなかった。
漁村については詳しく知らないが、少なくとも農村には、震災以前から、お互いに支え合う
コミュニティーの絆があった。畑で収穫した農産物や、山で採ってきた山菜・キノコなどを、
惜しげもなく隣人に配るお裾分け文化など、貨幣経済が介在しないやりとりが、多かれ少な
かれ、今も残っている。
多くの記事では、絆や助け合いが全面的なプラスイメージで描かれるが、従来の農村部に
とっては、それはしがらみでもあり、煩わしさでもあり、農村の閉鎖性の一因と批判される対
象でもあった。実際、若い世代には、その絆を嫌い、都市を志向する人も少なくないし、絆に
あつ れき

付随する地域での無償作業や出費などは、新住民と地域の軋轢を生む原因にもなってきた。
しかし、そのコミュニティーが、いざというときどれだけの力を発揮するかが今回見えてき
た、ということだと私は感じている。震災に限らず、近年問題になっている「買い物弱者」
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も、不便に見える山村部より都市部の方が圧倒的多数だという事実も、コミュニティーの力の
表れだろう。しかし、都市部で生まれ育った人間にとって、この“コミュニティー”という存
在は、いい面も悪い面も、非常に実感しにくい。

なり わい

農林業は、産業としてだけでなく、その地域に暮らすことと表裏一体の“生業”としての一
面を持つ。新規就農者の場合は、気候や土地条件など立地条件をリサーチした上で、全国の
なかでどの場所を就農する場に選ぶか考える身軽さがある。地元の土木建設会社を除く株式
会社の新規参入なら、より綿密なリサーチをした上で、採算の取れる場所と生産品目を選ぶ。
しかし、既存の農家の場合、自分が受け継いだ農地を捨て、より立地条件のいいほかの道
府県に新天地を求めようとする人は少数派だ。高度成長期以前、都市近郊が中心だった養鶏
や養豚などの畜産農家だけは例外で、早くも1960 年代から、地元を離れ、より規模拡大が可
能な立地条件のいい土地へと移動したが、そのほかの品目では、他県の農地を借りての“出
作り”はあっても、地元を完全に離れてしまうケースは少ない。
ちなみに、近年、
「もうかる農業」の成功事例として経済誌などで脚光を浴びている農業者
も、取材してみると、まずは「地元で農業を営む」という前提があり、その上で、
「この土地
条件でどうすれば採算の取れる農業経営が可能か」を考えた方が多いと私は感じている。経
営ノウハウだけ取り上げられると見えにくいが、彼らも、単に「ビジネスとして効率的な農
業」を志向してきたわけではなく、実は、地域に対するこだわりやしがらみも抱えながら、経
営を成り立たせてきたのだと思う。
以前、
「地元学」を提唱している熊本県水俣市の吉本哲郎氏が、
「経済には３種類ある」と
話していたことがある。
「お金の経済」と「共同の経済」と「自給自足の経済」だ。自然資源
が豊かであれば、山菜や川魚、海藻や貝類など、ある程度は「自給自足の経済」で食を賄え
る。それらの物々交換や助け合いなど「共同の経済」があれば、
「お金の経済」にはそれほど
頼らずに済む。
「昭和30年代までは、共同と自給自足の経済が、おそらく７割を占めていたのではないか。
それが衰退して、お金の経済が強くなり過ぎた」と指摘する吉本氏は、地元学の意味を、
「も
う一度、もともとその土地にあった３つの経済を見直す」作業でもあると語っていたことがある。
「東北は土着性が強い」といわれることがある。実際、放射能汚染や塩害で農地が被害を
受けても、簡単にその農地を捨てて新天地に移ろうと、気持ちを切り換えられる農家は、多
数派ではないと思う。要するに、貨幣経済や効率性だけでは語れない、別の価値観が、多く
の東北の農山村には今も残っているということではあるまいか。
消費社会である都市は、
「３つの経済」のうち、
「お金の経済」こそが優れた経済と位置付
け、ほかの２つの経済の価値を軽視してきた。農山村を歩くと、軽視されてきた２つの経済が
ある故郷に、秘めたプライドを持ちながら、
「お金の経済」で都市より劣勢に立っていること
にコンプレックスも抱く、複雑な住民感情に出会うことが少なくない。その葛藤を超えて、
「３
つの経済」のバランスが取れた「堂々たる田舎」を目指す地域づくりを進める農村リーダーも
少なからず登場している。
その葛藤や価値観を理解できなければ、被災地で起こっているさまざまなドラマや悲劇の
本質も理解できないということではあるまいか。

価値観のせめぎ合いのなかで
その意味で、被災者という「個人」の視点には寄り添おうとしているが、その背景にある
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「農村」の価値観へのまなざしが感じられない記事が多く、一方、１面トップを含めた総合面
は、高度成長期以来の経済優先の価値観から逸脱することに慎重だ。
東日本大震災復興構想会議で、阪神・淡路大震災の時と同様に「創造的復興」という言葉
が登場したが、
「創造」とは、以前からそこに暮らしてきた人々の暮らしの形を、ある意味で
否定することにもつながる。それを批判する論調は、どの紙面でも見当たらなかった気がす
る。震災報道全般に対して感じる私の違和感は、多分、そこから来ている。
「識者インタビュー」の形でなら、今回の震災や復興ビジョンを、都市型の発想や、経済至
上主義の今までの日本の価値観そのものを見直す転機、と捉える論調が各紙に登場してい
る。なかでも、朝日・毎日・日経など各紙で「地域主導で復興ビジョンを作るべき」と訴えた
元岩手県知事・総務相の増田寛也氏（現・野村総合研究所顧問）の主張は印象に強く残った。
３月26日付朝日新聞でのインタビュー「東北の役割見直し復興を」のなかで、増田氏は、
「岩手は昔から、冬の間、雪に閉ざされる過酷な自然のなかで、人が互いに融通しながら、絆
を頼りに生きてきました。それは多かれ少なかれ、東北に共通でしょう。阪神淡路大震災のよ
うな都市型災害への対応は適当ではありません」とくぎを刺し、｢地震で東北は深刻な人口減
になるでしょう。高齢者の比率も上がる。もはや成長を前提にはできない。成熟社会を前提に
した計画が必要です。自助、共助、公助でいえば、共助をベースとした医療や福祉のあり方
を盛り込んだ復興計画を｣ と訴えている。
さらに、
「東京が機関車となって引っ張った戦後の高度成長」が、人材や労働力、電力など
の面で陰に陽に東北が支えてきた現実を踏まえ、
「これまでは成長の果実を公共事業という形
にして東北に還元してきました。しかし、今後はかつての右肩上がりを前提とした再配分は難
しい。東北が今までと同じ役割を果たすべきではないし、そもそもそれはできない」と、地域
発の成熟社会の実現と東北の自立に向けた復興ビジョンを求めている。
世界経済が危機的状況を迎え、経済界が強い危機感を抱いているのは理解しているつもり
だ。日本は、ＧＤＰ（国内総生産）で見れば、これから貧しくなるかもしれない。しかし、Ｇ
ＤＰが拡大しても国民の平均所得が下がり続け、地方が疲弊するという現実を経験した多く
の国民は、国家としての経済成長が、国民にとっての ｢豊かさ｣ と直結しない時代を迎えたこ
とに気付き始めている。これを機に、日本の経済構造そのものや、都市と地方の関係性を含
めた、価値観の転換を促す論調が、マスメディアにも広がってくれたらと、東北出身の私は
思っている。

【追記】
2011年９月３日～４日、宮城県名取市と南三陸町を訪れた。女性農業者で組織するＮＰＯ
法人「田舎のヒロインわくわくネットワーク」が、被災地のメンバーと連絡を取り、同ＮＰＯ
会員を対象に企画した視察ツアーで、全国各地から集まった13人の女性たちに、私も同行さ
せてもらった。
地震と津波によって、名取市では911人、南三陸町では558人の死亡がすでに確認され、
さらに、名取市で73人、南三陸町 343人が、いまだに行方不明となっている（９月９日現在）
。
「まだ出て来てくれる可能性はあるんです。今日のように台風で海がかき回されると、海底
から上がって来られる人もありますから」と、名取市で案内役を務めてくれた女性の１人が話
してくれた。
ひ よく

名取市は、仙台市に隣接する住宅地であると同時に、明治時代から豪農が存在した肥沃な
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平野を持つ農業地域でもあり、海岸近くには、施設園芸団地や水田が広がっていた。しか
し、平坦地であるがため海岸線から内陸４kmまで津波に襲われた。今でさえ、宅地はもちろ
ん、農地にも、まだ、船やがれきが散乱していた。
震災直後に見た映像に比べれば、幹線道路が整備され、がれきの撤去がある程度進み、緑
に覆われた農地を見ると、復旧が進んでいるようにも感じる。しかし、現実には「雑草に覆わ
れて、がれきが目立たなくなっているだけ」と説明され、思わず雑草の下に目をこらした。
がれきの撤去や遺体捜索の障害となる雑草を除去するため、一面に除草剤がまかれて枯れ
草が茂る水田が広がる風景にも出会った。人命救助のために重機が入った農地もあり、重機
の重さでがれきが土中にめり込み、水田の基盤が破壊されているところも少なくないらしい。
現在、一次補正予算に盛り込まれた「被災農家経営再開支援事業」に沿って、名取市では
18の復興組合が設立され、農地や水路の補修、がれきの撤去などの復旧作業が始まっている
が、
「農地として使えるようになるまでには、どれくらいの年月がかかるのか……」と、地元の
住民がため息をつくような農地もある。福島に限らず、被災地はまだ、鎮魂のただなかにあ
り、政府の復興指針策定の遅れもあって、復興どころか復旧にさえ、今後かなりの時間を要
する状況なのだと痛感させられた。
そのなかにあって、名取市では、復旧に何年かかるか分からない水田への依存から脱却
し、農業法人を設立して、回転率のいい水耕栽培で現金収入を得られるような農業のスタイ
ルをひとまず考えようという機運も生まれていた。南三陸町では、仮設住宅の近くに、仮設の
店舗が建ち、人々の生活を支え始めていた。
一方、菅直人前首相の辞任と新内閣誕生のニュースが一段落した新聞報道は、遅々として
進まない被災地の復興状況について、ようやく地に足の付いた形で伝え始めた印象を受け
る。被災地の雇用喪失と人口流出、それに伴う医療空洞化の危機など、震災から半年たって
顕在化しつつある諸問題も取り上げられるようになった。もっとも、これらの問題は、震災以
前から被災地を含む東北の過疎地が抱え続けている問題でもあり、震災を契機に全国的に注
目されるほど顕在化したにすぎないとも感じる。
その現状を打開する方向性として、各大手マスコミは、従来のような貿易主体の経済復興
を求める論調と、これを機に、新たな日本の産業構造を考えるべきではないかという論調を
行ったり来たりしている。面白いのは、同じ新聞社でも、日々、違った論調の記事や社説が登
場している。よくいえば、バランスが取れているのかもしれないが、少なくとも、新聞の顔と
もいえる社説は統一性があるべきだし、もしそうでないのなら、社説であっても、はっきりと
署名すべきだと思うのは、私だけではないのではあるまいか。
「今、大震災後のこの社会のありようをめぐって、変わらない、あるいは変えたくない日本
と、これまでのようではない世の中をつくろうとする動きとが、ぶつかり合う時代に入ろうとし
ている」
農業ジャーナリストの大野和興氏は、2011年５月７日の「消費者リポート1485 号」で、こ
う書いていた。
今後、メディアは、どんな論調を取るのか。あまりにお粗末な報道が多過ぎて、今回は触
れなかったテレビ報道はもちろん、日刊紙にも、果たして社会の公器としての役割を期待でき
るのか、私は今、疑問に感じている。
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連載／農業環境の変化とＪＡの経営①

データから見る集落営農

研究ノート

（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主任研究員

小林 元 （こばやし はじめ）

１．2010年農業センサスに見る変化
（１）農家と就業人口の激減
2010 年農業センサスは、大きく変化する日本の農業を描き出した。農林水産政策研究
所主任研究官の橋詰登氏は、①販売農家の減少と土地持ち非農家の増加、②販売農家
注１）橋詰登「2010年農
業センサス（概数値）に
みる構造変化の特徴と地
域性」
『農村と都市をむす
ぶ』2011年３月号、 農 村
と都 市をむすぶ編集 部、
５～６ページ

の農業就業人口の減少、③経営耕地面積の微減を析出した注１）。2005 年から2010 年の間
の販売農家の減少率は、16.9％（2000 年から2005 年の間の減少率は16.0％）と高まっ
た。他方で、2005 年から2010 年の間の土地持ち非農家の増加率は14.4％（2000 年から
2005 年の間の増加率は9.5％）と高まった。また、販売農家の農業就業人口の減少率は
22.3％（2000 年から2005 年の間の減少率は13.8％）で、農業就業人口は大きく減少し
た。しかし、農業経営体の経営耕地面積の減少率は1.6％にとどまっている。整理すると
販売農家の減少と農業就業人口の減少に対して、土地持ち非農家の増加と経営耕地面積
の維持が見られ、農業センサスの概観のみをなぞれば、構造政策が進みつつある可能性
が示唆された。
以上の動向を地域別に概観すると、販売農家の減少は東北（▲ 17.7％）
、北陸（▲
22.8％）
、北九州（▲ 20.9％）で、全国平均（▲ 16.9％）を上回った。また土地持ち非農
家の増加は東北（26.6％）
、北陸（22.7％）で、顕著な増加が見られた。これらの動向に
ついて橋詰氏は、集落営農組織の動向、すなわち2005 年以降に急増した集落営農との関
係性を指摘している。
（２）集落営農の急増
表１は、農林水産省の集落営農実態調査から、2005 年度と2010 年度の間の集落営農
の変化を比較するために作成した。まず、集落営農数の変化を見ると、北海道（増加率
▲ 27.0％）以外の地域で集落営農が増加したことが分かる。増加が著しい地域は東北
（同84.5％）
、関東・東山（同102.2％）
、四国（同95.9％）
、九州・沖縄（同65.6％）で
あった。
次に農地の現況集積面積を見よう。経営耕地面積と農作業受託面積の合計の増減率を
見ると、東北（同121.6％）
、関東・東山（同134.8％）
、四国（同90.8％）
、九州・沖縄
（同96.8％）であった。
すなわち東北、関東・東山、四国、九州・沖縄は、2005 年度から2010 年度の間に集
落営農数および集積面積が著しく増加したことが分かる。対して、2005 年度以前から集
落営農が盛んであった北陸、東海、近畿、中国では、2005 年度から2010 年度の間の集
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【表１】集落営農数の変化（2005 年度と 2010 年度の比較）
集落営農数
法人数
地域

北海道
東北
北陸
関東・
東山
東海
近畿
中国
四国
九州・
沖縄

年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度
2005年度
2010年度

実数
396
289
1,624
2,997
1,912
2,089
463
936
753
790
1,585
1,771
1,586
1,759
193
378
1,551
2,568

増減率
（％）
▲27.0
84.5
9.3
102.2
4.9
11.7
10.9
95.9
65.6

実数
26
31
98
307
201
600
33
137
44
96
29
119
159
421
7
61
49
266

増減率
（％）
19.2
213.3
198.5
315.2
118.2
310.3
164.8
771.4
442.9

経営耕地面積
a
面積（ha)
81,422
46,605
41,004
99,348
37,662
43,307
16,923
39,737
12,674
18,388
17,196
19,910
21,202
21,890
6,312
10,455
19,277
69,509

増減率
（％）
▲42.8
142.3
15.0
134.8
45.1
15.8
3.2
65.6
260.6

現況集積面積
作業受託
構成農家数
計
面積率
b
増減率
b/a+b （a+b） 増減率
実数
増減率
面積（ha） （％） （％） 面積（ha） （％）
（％）
6,930
7.8 88,352
5,778
135.1
▲28.8
▲24.5
16,295
25.9 62,900
4,361
19,608
32.4 60,612
73,770
78.3
121.6
61.7
34,956
26.0 134,304
119,272
25.8 50,780
13,118
59,454
▲12.1
8.0
▲0.2
11,532
21.0 54,839
59,347
3,073
15.4 19,996
33,462
135.0
134.8
79.1
7,223
15.4 46,960
59,944
7,990
38.7 20,664
50,968
▲8.6
24.3
▲4.3
7,303
28.4 25,691
48,773
11,069
39.2 28,265
63,967
▲14.5
3.9
13.4
9,468
32.2 29,378
72,509
7,496
26.1 28,698
47,694
31.5
10.6
6.8
9,859
31.1 31,749
50,924
383
5.7
6,695
7,510
505.2
90.8
120.8
2,318
18.1 12,773
16,585
29,789
60.7 49,066
68,633
▲9.2
96.8
53.3
27,034
28.0 96,543
105,223
農作業受託面積

資料：農林水産省「集落営農実態 調 査 」 よ り 作 成

落営農の増加率、集積面積の増加率は小さい。以上を整理すると、2005 年以降に集落営
注２）九州では、佐賀県
のように集落営農が先行
して発 展した地 域も著 名
だが、統計上で地域全体
としては集落営農後発地
域と整理した。佐賀県の
事例のように、県域ごと、
さらには県 内の地 域ごと
に特 徴が見られることは
承知されたい
注３）
「枝番方式」を含め
た東北地方の集落営農の
実 態はいくつかの整 理が
あるが、前山薫氏の整理

農が急増する「集落営農後発地域」
（東北、関東・東山、四国、九州・沖縄注２））と、
2005 年以前から集落営農が盛んであった「集落営農先行地域」
（北陸、東海、近畿、中
国）という２つの類型が明らかとなる。
「集落営農後発地域」での集落営農の急増は、品
目横断的経営安定対策、その後の水田・畑作経営所得安定対策の影響が大きい。これら
の政策は面的集積を要件としたために、政策に対応した集落営農の設立ラッシュを促し
たのである。そして、その組織的性格は、
「枝番方式」と呼ばれる生産過程における協業
の実態が希薄な政策対応型から、一部の構成農家のみの利用権設定を行う担い手不足農
地対応型など多岐にわたる注３）。
以上の類型を踏まえて、表1から経営耕地面積と農作業受託面積の増加を見ていこ
う。すると、東北、関東・東山、四国では経営耕地面積と農作業受託面積の増加が併進

が参考となる。前山薫「岩

していることが分かる。対して、北陸、東海、近畿、九州・沖縄では経営耕地面積の増

手県における集落営農組

加が見られる一方で、農作業受託面積は減少傾向にある。すなわち、東北、関東・東

織の展開方向・支援方策」
『集落営農組 織の現 状と

山、四国では利用権設定と作業受委託の併進構造、北陸、東海、近畿、九州・沖縄では

展開方向 』
、第43回東 北

作業受委託段階から利用権設定段階への移行が見られるといった地域性が明らかとな

農業経済学会岩手大会報
告書、2008年、２～３ペー

る。先の２つの類型と併せて検討すると、おおむね、
「集落営農後発地域」では利用権設

ジ

定と作業受委託の併進構造、
「集落営農先行地域」では作業受委託段階から利用権設定
段階への移行と整理できるのではないだろうか。ただし、統計上では、
「集落営農後発地
域」と位置付けた九州・沖縄で農作業受託面積の減少が、
「集落営農先行地域」と位置
付けた中国で農作業受託面積の増加が見られるなど、地域ごとに多様性は存在する。

２．多様な集落営農の姿
（１）集落営農の歴史
ここで簡単に集落営農の歴史をひもといてみよう。水田を対象とした集落営農は、
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1960 年代の労働力相互補完を目的とした労働力結合、1970 年代の中型機械化体系の普
及に伴う機械化結合、1980 年代の生産調整への対応を目的とした転作結合（土地結合）
注４）わが国の農業におけ
る集団的対応の歴史的段
階については、磯 辺 俊 彦
氏の仮説をもとに多くの整
理が行われてきた。本論
では小林恒夫氏の論 稿を
参考にした。磯辺俊彦「土
地所有転換の課題──集
団的土地利用秩序の問題
構図」
『農業経済研究』52
巻２号、1980年、52 ～ 59
ページ。小林恒夫「営農
集団の展開と構造」
『市立
名寄短期大学紀要』第23
巻、1991年、３～27ページ

さく ほ

ほ じょう

という歴史的段階が整理されてきた注４）。その上で、東アジア的な分散錯圃の圃 場 条件
を止揚する取り組みとして、集団的土地利用論が議論されてきた。
代表的なものが、地域農業集団や営農集団組合である。その具体的な協業の姿は、生
産調整対応のみの組織から、機械共同利用組織、ブロックローテーションによる集団的
土地利用まで、多様な組織形態が見られた。また、協業の姿から、その組織的性格は農
家を補完する作業受委託段階が一般的であったが、機械更新や政策の転換などを契機と
して、
「つくっては壊れ」が続く歴史的過渡的形態であったとも整理できる。
（２）作業受委託段階から利用権設定段階へ
1990 年代に入ると、より地域性が明らかになっていった。例えば、高齢化、過疎化が
深刻化した中国中山間地域では、担い手不足に対応した集落営農が見られた。
ここで1990 年代以降の中国中山間地域の集落営農に焦点を当ててみよう。中国中山間
がい ほ

注５）今日の集 落 営 農が

地域では高齢化、過疎化が進み、中間管理作業や外圃管理作業すら困難な農家が続出す

作業受委託段階から利用

る。すでに見た地域農業集団や営農集団組合は作業受委託組織で、その生産過程はオペ

権設定 段階に移行しつつ
あるとの最初の指摘は、広

レーター（以下、ＯＰ）による基幹作業と、地権者による中間管理作業、外圃管理作業

島 県の事 例を分 析した田

によって構成される。しかし、地権者が高齢化し、同居後継ぎがいない農家では、中間

代洋一氏による。田代氏の

けい はん

原文では、
「作業受委託か

管理作業や外圃管理作業すら困難となる。特に大きな障壁が、畦畔管理作業である。傾

ら賃貸借に移行している」

斜率が高い棚田の圃場が多い地域では、その畦畔管理作業は大変な重労働である。

とある。田代洋一「集落営
農と個別経営の連携型法

しかし、中間管理作業、外圃管理作業が困難となった農家の農地の受け皿は、地域に

人化」
、田代洋一編『日本

少なかった。第１に規模拡大農家が少なかったこと、第２に地域農業集団、営農集団組

農業の主体形成』筑波書
房、2004年、309ページ
注６）佐賀県など、ブロッ

合が任意組織であり、利用権設定ができなかったことなどが要因である。こうした農地
の受け皿として、1990 年代当時期待された農業生産組織が市町村農業公社である。とこ

クローテーションの取り組

ろが市町村農業公社に集積される農地は、連担性の低い分散錯圃の農地であり、その圃

みを出発点として、今日の

場条件も比較的劣位にある農地が多い。このため、その労働生産性は低く、経営的に厳

集落営農への発展段階を
整理した直近の研究は、品
川優 氏に詳しい。品川優
「担い手形成の現段階と農
政検証」
、磯田宏・品川優
共著『政権交代と水田農
業 』筑 波 書房、2011年、
219～222ページ
注７）
「宮田方式」を含め
て長野県伊那地方の集落
営農の取り組みに関する直
近の研究成果は、星勉氏、
山崎亮一氏に詳しい。山崎
亮一「長野県宮田村にお
ける農地規模別農家構成
の変化と集団耕作組合」
、

しい状況が見られた。その後、平成の大合併以降、市町村農業公社は減少傾向にある。
以上の担い手不足の農地対策として脚光を浴びた事例が、集落型農業生産法人（以
下、集落法人）である。集落法人は、私的土地所有に基づいた上で、農地を利用権設定
によって集積し、協業によって農業生産を行う組織である。その要点は、利用権設定に
あり、中国中山間地域の集落営農は、1990 年代以前が作業受委託段階にあったことに対
して、1990 年代以降は、徐々に利用権設定段階に移行しつつあるといえる注５）。
（３）多様な集落営農の姿
もちろん、今日、全国的に広がる集落営農は、地域によって多様な姿を現している。
前項で見た中国中山間地域の動向が、全国的動向を象徴しているとはいい難い。
例えば、すでに見たように東北地方では政策に対応した「枝番方式」の集落営農が急

星勉編著『柔らかいコモン

増している。また、佐賀県や滋賀県のように、ブロックローテーションを軸とした合理的

ズによる持 続 型 社 会の構

な地域農業の再編段階も見られる注６）。歴史的には長野県伊那地方に見られる「宮田方

築』農林統計協会、2011
年、81～87ページ

式」注７）など、地帯構成に応じた多様な姿が見られることが、今日の集落営農の特徴で
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あろう。
他方で、前掲表１に見たように、
「集落営農先行地域」では、徐々に作業受委託段階
から利用権設定段階への移行が見られる。そこで、利用権設定段階の集落営農を、今日
的特徴の１つとして提示した上で、その課題について次項にて論じたい。

３．集落営農は土地持ち非農家を生む？
（１）集落営農の生産過程と労働参加形態
まず、利用権設定段階の集落営農の生産過程と労働参加形態を簡単に整理しておこ
う。利用権設定段階の集落営農の事例として、広島県の集落法人を取り上げる。広島県
の集落法人の多くは、
「地域ぐるみ型」と呼ばれる事例で、集落内の過半数を構成員とし
て農地を集積し、でき得る限り構成員の多くがその生産過程に関わることを目的とする。
そこで、
「地域ぐるみ型」の集落法人の生産過程と労働参加形態を見ていこう。水稲の
生産過程は、耕起・代かき・田植えの春作業、収穫・乾燥調製の秋作業といった基幹作
業と、水管理・肥培管理といった中間管理作業、畦畔管理・水路管理といった外圃管理
作業から構成される。
機械化された基幹作業は、数人のＯＰの出役によって集中的に行われる。ＯＰは、60
歳以上層を中心に、恒常的兼業の青壮年層など数人から10数人で構成される。また、補
助作業として、高齢者や女性などの参加も見られる。中間管理作業は、組合員である地
権者に再委託する事例と、所有権にかかわらず組合員に再委託する事例、さらにはＯＰ
など中心的な作業集団に一括再委託する事例が見られる。また、外圃管理は、組合員で
ある地権者に再委託する事例が多い。
以上のように、利用権設定段階の集落営農では、機械作業など基幹作業はＯＰなど中
心的な作業集団、中間管理作業や外圃管理作業は組合員である地権者といった分業が見
られる。また、地域の労働力を、作業の技術的な要求水準に適応して再編成している点
に注目したい。かみ砕くと、青壮年層はＯＰとして基幹的作業を、女性や高齢者はそれ
ぞれの身の丈に合った範囲で補助作業や中間管理作業などに従事する。こうした技術水
準に適応した労働への参加機会の用意、すなわち「地域ぐるみ」の労働参加形態に集落
注８）広島県における
「地域
ぐるみ」型の集落法人の労
働 参 加 形 態については、
拙稿「集落型農業生産法
人の組織的性格と課題」
『日本の農業──あすへの
歩み──240』農政調査委
員 会、2007年、を参 照い
ただきたい

法人の生産過程における特徴が見られるといえるだろう注８）。
（２）広島県の集落法人に見る土地持ち非農家化問題
こうした「地域ぐるみ」の労働参加形態を特徴とする集落法人であるが、先行した事
例の設立時期は1989 年で、設立以来 20 年以上経過している事例が見られる。そこで
は、新たな課題が持ち上がっている。
今日、集落法人が直面する課題は、第１に集落法人の後継者問題であり、第２に組合
員である地権者の後継者問題である。結論を先取りすれば、これら２つの課題は、いわ
ば集落営農による土地持ち非農家化の問題であり、先に見た2010 年農業センサスに表れ
た販売農家と農業就業人口の減少傾向に大きな関係性を有する。
①集落法人の後継者問題
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第１の集落法人の後継者問題を見ていこう。集落法人の後継者問題とは、特に集落法
人の中心的な担い手層、すなわち経営管理を行う理事階層や、基幹的な作業を行うＯＰ
階層の後継者、継承の問題である。
集落法人は、農地を利用権設定によって集積し、一括して経営を行う。このため生産
の計画から、労働力の配分、販売管理など経営管理労働は、集落法人の理事階層が集中
して行う。利用権設定以前の段階では、各農家がそれぞれ経営管理労働を行っていた
が、集落法人では１人もしくは少数の経営管理労働で事が足りる。この結果、集落法人
が継続すればするほど、地域では「経営管理労働の経験がない農家」ばかりになってい
く。もちろん理事の構成は後継者育成を念頭に置いた多世代型の構成を採用する事例が
多い。しかし、集落法人の継続年数に応じて、経営管理労働が専門化、硬直化し、後継
者育成が問題になる事例が見られる。
ＯＰ階層の後継者問題では、昨今の経済事情の影響から、雇用延長が一般化しつつあ
ることが影響している。集落法人の年齢別の労働力の編成には共通する特徴が見られ
る。理事階層は60 歳代後半から70 歳代、ＯＰ階層は50 歳代から60 歳代といった労働力
に応じた世代間分業である。また、兼業深化地域のＯＰ層は、恒常的兼業就業に合わせ
て土、日などの休日の作業に参加する定年前階層と、日常的に作業の中心となる定年後
階層に分類され、分業化されている。定年前階層は、休日の作業への参加を通じて、さ
まざまな技術を身に付ける。そして定年後に、地域の中心的な労働力として日常的に参
加することとなる。こうした世代間分業を通じて、集落法人の継続性が確保されてきた。
ところが、雇用延長が一般化することによって、ＯＰとして期待された60 歳前後の階
層が、日常的な作業に参加できないという課題が生じつつある。この結果、集落法人内
の基幹的な労働力の継続性が破綻し、地域のＯＰの「担い手」が不足するといった後継
者問題が顕在化しつつある。
②組合員（＝地権者）の後継者問題
第２の組合員である地権者の後継者問題について見ていこう。ここでは２つの課題を
提示したい。第１は、集落法人化によって「農」から切り離されることによる課題であ
る。第２は、同居後継者がいないことによる不在地主化である。
集落法人化によって「農」から切り離されるということは、土地持ち非農家化と同様で
ある。集落法人の組合員は、ＯＰもしくは理事階層にならなければ、その農地との関係は
中間管理作業、外圃管理作業のみとなる。中間管理作業も、直接的に収穫物の質と量に
関係する肥培管理は、ＯＰなど基幹的労働力が集中的に担うことが多いため、実態とし
注９）集落営農における労
働参加形態とその分配関
係（特に管理作業支払い
の地代としての性格）から
田代洋一氏は、管理作業
担当者を「ぎりぎりの自作
農 」として評 価し、その
「ぎりぎり」の度合いは、今

ては日々の水管理程度になる。この結果、組合員の多くの労働は、生産と直接的な関係
性が希薄化した労働、単なる私的所有地の管理労働化する。大妻女子大学教授の田代洋
一氏は、集落法人に関わる組合員を、その中間管理作業、外圃管理作業への関わりから
「ぎりぎりの自作農」と評価したが注９）、実態としては「農」から切り離された土地持ち非
農家化が進むと考えられる。
次に同居後継者がいないことによる不在地主化について見ていこう。表２は、中国中

日一層強まっていると評価

山間地域に立地するＡ地区における経年の農家の移動の姿である。Ａ地区では、1970 年

した。田代洋一『集落営

代から営農集団組合による集団的土地利用を進めてきた。その後1980 年代末期に、高齢

農と農業生産法人』筑波
書房、2006年、257ページ

農家の利用権設定問題を解決すべく集落法人化した。表２のうち「→生産組合へ」との

42 《研究ノート》データから見る集落営農

JC 総研レポート／ 2011 ／秋／第 19 号

【表２】Ａ地区における経年の農家の移動状況
1985
1997
2008
備考
経営面積
経営面積
経営面積
専兼別 ＯＰ
専兼別 ＯＰ
専兼別 ＯＰ
（ａ）
（ａ）
（ａ）
1
210
専
○ →生産組合へ
2
180
専（酪） ○
105
専（酪） ○
105
専（酪） ○
3
135
専（酪） ○
78
専（酪） ○
78
専（酪） ○
4
110
専（酪） ○
145
専（酪） ○
145
専（酪） ○
5
100
兼
○
111
兼（牛） ○
111
兼（牛） ○
6
100
兼
100
兼
○ →生産組合へ
7
100
兼
○
133
兼
○
133
専（退） ○
8
90
専（酪） ○
98
専
○
98
専（高）
9
85
兼
85
専（退）
85
専（高）
10
85
兼
88
専（高）
100
専（高）
11
80
専（鶏）
110
専（鶏） ○
110
兼
○
12
80
兼
89
兼
○
89
専（退） ○
13
70
兼
121
兼
121
専（退）
14
65
兼
○
145
兼
○
145
専（退） ○
15
60
兼
52
兼
52
兼
○
16
60
兼
42
兼
42
17
60
兼
○
94
兼
○
94
兼
○
18
60
兼
71
兼
○
36
専（高）
19
60
兼
79
兼
→生産組合へ
○
20
60
専（酪） ○
87
専（酪） ○ →生産組合へ
他出
21
60
兼
80
専（退） ○
80
専（高） ○
22
55
専（鶏）
61
兼
○
61
兼
○
23
55
専（高）
73
専（退）
73
専（高）
24
50
兼
52
兼
41
兼
○
25
50
専
→生産組合へ
26
50
兼
○
58
兼
○
58
専
○
27
50
兼
55
兼
55
兼
28
50
専（高）
→生産組合へ
他出
29
45
兼
47
兼
→生産組合へ
30
40
専（高）
→生産組合へ
処分
31
40
兼
○ →生産組合へ
○
32
40
専（高）
→ No.14 農家へ
他出
33
40
兼
→生産組合へ
34
40
兼
40
専（高）
→生産組合へ
他出
35
35
兼
40
兼
○
40
専（退） ○
36
35
兼
29
兼
29
兼
○
37
30
兼
→ No.14 農家へ
38
30
専（高）
27
→生産組合へ
他出
39
30
兼
○
→生産組合へ
他出
40
28
兼
28
兼
28
専（高）
41
25
兼
25
兼
→生産組合へ
42
25
兼
22
兼
○
22
43
25
兼
他出
44
25
兼
23
兼
23
兼
45
20
専（高）
21
兼
21
兼
○
46
20
専（高）
兼
他出
47
15
専（高）
→生産組合へ
48
15
兼
10
兼
10
兼
49
10
専（高）
10
専（高）
10
兼
集落法人の集積面積
393
893
農家
番号

注１：専業農家を「専」、兼業農家 を 「 兼 」 と 表 記 し た
注 ２： 専 兼 別 の（ ） 内 は、 以 下 の 略 記 で あ る 。（ 酪 ）： 酪 農 農 家 、（ 牛 ）： 肥 育 農 家 、（ 鶏 ）： 養 鶏 農 家 、（ 退 ）： 定 年 退 職
後帰農、（高）：高齢専業農家
注３：表中白抜き文字部分は、集 落 法 人 な ど に 利 用 権 設 定 し た 後 他 出 し た 事 例 で あ る
資料：1998 年、2003 年、20 0 9 年 聞 き 取 り 調 査 よ り 作 成

表記がある農家が、集落法人に利用権設定を行った農家である。
Ａ地区の農家の移動を見ていくと、大きく２つの階層が現れる。第１の階層は比較的に
経営面積規模が大きい専業農家階層で、第２の階層は零細規模農家階層である。
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専業農家階層では、その多くが経営規模を維持しつつある。対して、零細規模農家階
層では、集落法人に農地を利用権設定した農家が多く、さらに利用権設定後に集落から
他出している事例が多いことが分かる。個人情報に関わるため、その詳細な他出の状態
を明示することはできないが、その多くは高齢単世代型の農家において同居後継ぎがい
ないことによる他出であった。より簡略的に農家の姿の変化を表すならば、兼業農家→
定年退職専業農家（同居後継者の不在）→高齢専業農家（単世代化）→労働力不足に
よる利用権設定＝土地持ち非農家化→他出という一連の農家の移行過程が見えてくる。

４．集落営農の設立期から発展再編期へ
（１）高齢化社会から人口減少社会へ
ここまで、集落営農における土地持ち非農家化の課題について、集落営農の組織構造
に起因する継続問題と、労働参加形態に起因する土地持ち非農家化の問題について、整
理した。言い換えれば、利用権設定段階の集落営農は、農民層分解の培養器（インキュ
ベーター）としての機能を持ち得るといえる。そして、その一端が、2010 年農業センサ
スに表れた販売農家と農業就業人口の減少、対して維持される経営耕地面積という結果
につながったことも想定される。さらに、こうした統計数値の結果のみを概観すれば、構
し ん ちょく

造政策は進捗しつつあると捉えることも不可能ではない。
しかし、実態としての農業就業人口の減少、より踏み込めば土地持ち非農家化の実態
とは、地域と農業から切り離される農村地域の住民の姿であり、農村地域の縮小傾向を
顕著に表しているといえる。すなわち産業政策としての農業政策、そしてその帰結として
の集落営農路線のみでは、農村地域を維持することは難しいといった今日的課題が顕在
化しているのである。
こうした農村地域社会の縮小傾向に関して、興味深い分析がある。全国町村会の坂本
誠氏は、統計分析を通じて、過疎市町村の高齢人口の増加はピークが過ぎたとして、
「高
注10）坂本誠「
『剣が峰』

齢者の急増という『胸突き八丁』を乗り越えた農山村地域は、いよいよ全世代にわたる

を乗り越えるために」
『群

人口減少という『剣が峰』を迎える」と警鐘を鳴らす注10）。すなわち課題発現地域として

馬自治』第327号、群馬県
町村会、2011年
注11）中国中山間地域の
農地流動化のうち、担い手
不足などを契機とした条件
不 利 圃 場の農 地 流 動 化
は、担い手が次々と移動す
る。このような農地流動化
への対応は、規 模拡大を
目指す利用増進ではなく、
地域資源管理的な性格が
強い。こうした農地流動化
の実態を小田切徳美氏は
「後退的農地流動化」と位
置付けた。小田切徳美『日
本農業の中山間地帯問題』
農林統計協会、1994年

の農山村地域では、高齢化社会から、人口減少社会へと移行しつつあるという地域社会
の縮小を明示しているのである。
集落営農は、東アジア的な分散錯圃の圃場条件を止揚する、地域段階における土地と
労働力の合理的な再編成である。それと同時に地域資源としての農地をいかに維持管理
するかという「守り」の組織としての性格も有する。明治大学教授の小田切徳美氏は、
中国中山間地域の農地流動化を「後退的農地流動化」と位置付けた注11）が、こうした
「後退的農地流動化」に対応した「守り」の組織である集落営農が、他方で農民層分解
の培養器としての機能を発揮しつつある点については注意深く見守る必要があるといえ
るだろう。
（２）ＪＡと集落営農、土地持ち非農家化
2011年５月、ＪＡグループは「農業復権に向けたＪＡグループの提言」を発表した。
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そこでは、
「１集落１『担い手経営体』
」を基本とした「日本型の土地利用型農業の確立」
が掲げられ、大規模農家を含めた集落営農のあり方が提示された。そして、
「集落営農ビ
ジョン」の策定を通じて「担い手経営体」の重点支援を訴えた。この「１集落１『担い
手経営体』
」の議論は、地域農業を誰が担うかという経営主体のあり方に重点が置かれて
いる。ところが、すでに見たように産業政策としての農業政策に対応した「担い手政策」
としての集落営農は、中国中山間地域などの課題発現地域では、新たな課題に直面して
いる。すなわち、農業政策のみでは、農村地域を維持することは難しいといった今日的
課題の顕在化である。
しかし、地域に視点を向けると、すでにこうした課題に対応したさまざまな取り組みが
進みつつある。特に中国中山間地域では、先進的な取り組みが多く見られる。なぜなら
ば中国中山間地域は「課題発現地域」であると同時に、
「課題対応の先進地域」でもある
からである。
集落法人に見る土地持ち非農家化問題で挙げた２つの課題のうち、集落法人の後継者
問題に対しては、新たな広域の組織化、より踏み込むと２階建ての集落営農の上に広域
機械共同利用組織としての３階部分を加えた取り組みが進んでいる。また、組合員（＝
地権者）の後継者問題に対しては、地域自治組織・小さな自治を１階部分に、集落営農
を２階部分に位置付けた新たな２階建て組織化が見られる。そこで次号では、集落営農
の発展再編段階に入った「課題対応の先進地域」としての中国中山間地域の取り組みの
実態を紹介しよう。
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大きく認知度が向上した米粉・米粉商品

Ｗｅｂ調査

━━米の消費行動に関する調査結果
（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

2011 年調査から

藤本 恭展 （ふじもと やすひろ）

１．東日本大震災の影響とサンプル属性の追加
2011年３月11日は阪神・淡路大震災（1995 年１月17日）などと並び、悲しい意味で
の忘れられない日となった。今なお地震・津波による行方不明者は多数にのぼり、東京
電力福島第一原子力発電所の事故も収束をみないばかりか、お茶や牛肉など放射能汚染
が拡大し、出口の見えない状況が続いている。いずれも１日も早い復興、収束を祈るば
かりである。
2011年で４回目となる「米の消費行動に関する調査」も当初３月中旬を予定していた
が、延期を余儀なくされた。調査は６月に実施したため、昨年までの調査時期と３カ月ず
れている。また、震災や原発事故の影響を受けたエリアは調査対象から除外している。
さらに、今回調査からサンプル属性に既婚男性を追加した。詳細は当研究所会員向け
の「米の消費行動に関する調査結果」報告書に記載するが、調査会社である株式会社イ
ンテージによると、既婚男性の購買点数は単身男性・単身女性のそれよりも多いという調
査結果が出ており、より実態に近い消費行動を把握するためである。そこで、経年変化
を見る場合は従来の「主婦・単身女性・単身男性」の属性を使用し、新規調査項目は
「主婦・既婚男性・単身女性・単身男性」を主に使用している。また、属性の追加による
トータルの結果の変化も必要に応じ提示している。

２．大きく向上した米粉・米粉商品の認知度と購入経験
図１は米粉・米粉商品の購入経験の今回（2011年）調査と前回（2010 年）調査結果
の比較である。
「
『米粉』を買って調理したことがある」人は前回の18.0％から20.1％へと
2.1ポイント増加し、
「
『米粉商品』を購入したことがある」人は、同様に41.7％から48.9％
へと7.2ポイント増加した。
「
『米粉』の存在は知っているが、買ったことはない」人は1.5
ポイント増加しているものの、これは、
「
『米粉』も『米粉商品』も存在自体を知らない」
人が 3.6ポイント減少していることから、この層が、認知はしているが購入したことがな
い方へ流れたものと推測できる。
これらの結果から、米粉・米粉商品の認知度は相当向上したと推測できる。また、米
粉もそうだが、特に米粉商品の購入者が大幅に増加している。これは量販店やコンビニ
エンスストアなどの店頭に並ぶ米粉商品のアイテム数が増加したことの効果が大きいだろ
う。従来の米粉を使用したパンに加え、スパゲティやうどんなどの麺類、アメリカンドッ
ク、ピザ、菓子類など、昨年と比較しても大幅に種類が増えているように見受けられる。
また、この結果については、小麦価格の高騰によるパン類の値上げの影響も無視でき
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【図１】米粉・米粉商品の購入経験（2011 ／ 2010 年対比）
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【表】米粉 ･ 米粉商品の購入経験（属性別・2011 ／ 2010 年の増減）
「米粉」を買って
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ＴＯＴＡＬ

主婦

単身女性

単身男性

2010年
2011年
増減
2010年
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増減
2010年
2011年
増減
2010年
2011年
増減

「米粉商品」を
購入したことがある

18.0
20.1
2.1
21.6
22.3
0.7
16.6
20.4
3.8
5.6
6.9
1.3

41.7
48.9
7.2
45.8
53.0
7.2
48.0
50.3
2.3
20.0
24.5
4.5
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（％）

（単位：％）

「米粉商品」の存在は
「米粉」も「米粉商品」
知っているが、
も存在自体を知らない
買ったことはない

70.6
72.1
1.5
69.6
72.0
2.4
73.4
73.1
−0.3
71.5
71.7
0.2

46.8
43.2
−3.6
45.4
41.3
−4.1
42.1
43.1
1.0
57.0
54.1
−2.9

11.5
7.9
−3.6
8.8
5.7
−3.1
10.0
6.6
−3.4
23.0
21.4
−1.6

ないだろう。政府が 2011年４月から小麦売り渡し価格を平均18％値上げしたことを受
け、大手製粉会社が相次いで小麦粉の値上げを行い、連動して製パン大手などが値上げ
を発表した。多くは2011年７月からの値上げであり、調査時点では、ほとんどの地域で
けんでん

値上がりはしていなかったと思われるが、早めに新聞などで喧伝されたため、イメージが
先行した可能性がある。若干の波はあるものの、穀物の国際価格は依然右肩上がりの状
況が続いており、政府の米粉用米や飼料米などへの補助も手伝って、小麦粉と米粉の小
売価格は徐々に接近している。依然として両者の価格差は存在するが、前述の状況が継
続すれば米粉・米粉商品の消費はさらに拡大するだろう。
米粉・米粉商品の購入経験の前回調査との増減を属性別に分解すると表のようにな
る。米粉の購入では単身女性が 3.8ポイント増と最大であり、米粉商品の購入では主婦の
7.2 ポイント増が全体を押し上げているほか、単身男性の伸び率（4.5 ポイント）も大き
い。主婦の増加については、最終製品もさることながら、米粉を使用したピザやグラタ
ン、スパゲティ、アメリカンドックなど、さらになんらかの手を加えるタイプの商品が増
えたことが大きな要因と思われる。
ちなみに、属性に既婚男性を加えたデータでは、認知率が若干低下する。
「
『米粉』も
『米粉商品』も存在自体を知らない」人は11.6％と、既婚男性を加えない３属性の合計
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【図２】米粉・米粉商品の購入経験（４属性）
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【図３】米粉・米粉商品の購入経験（年代別）
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7.9％よりも大きくなる。図２を見ると、米粉・米粉商品とも主婦および単身女性の購入割
合が男性よりも飛び抜けて高いことが分かる。今後米粉および米粉商品の普及拡大を図
る場合、男性層へのアプローチが大きな課題となるだろう。例えば、料理をする男性に
対しては米粉を使った料理・菓子などのレシピの提供など、また、特に単身者に多い料
理をしない男性に対しては、簡単に食べることができる米粉商品の紹介や健康に良い米
粉商品など、属性に応じた商品展開や告知が必要になるだろう。直接的なアプローチで
なくても、主婦に向けて、家族に食べさせる素材としての特長の紹介という方法も有効で
はないだろうか。
さらに、図３で米粉・米粉商品の購入経験を年代別に見ると、米粉については50 代以
上から急に20％を超え、70 代 以 上までほぼ 20％台となっている。逆に20 代 以 下では
11.0％、30 代でも12.8％と低く、米粉の普及には20 代～ 40 代へのアピールが必要だろ
う。これに対し、米粉商品については年代別にまんべんなく購入しており、むしろ60 代
以上では平均値より低くなっている。
「
『米粉』も『米粉商品』も存在自体を知らない」層
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は17.6％と20 代以下が突出しており、認知度向上や購入・活用促進のためには、若年層
へのアピールが一層必要になるだろう。

３．米粉単体での使用は４割弱――米粉の使用方法
米粉の使用方法を聞いたところ、図４のような結果になった。トータルでは「米粉単独
で調理に使用している」人が 36.5％と一番多かった。次いで「小麦粉と混ぜることも、
単 独で使うこともある」人が 31.4％、
「小麦 粉と混ぜて使っている」人が 28.6％となっ
た。これを見ると、米粉単独で使用する人が若干多いものの、使用のバリエーションは
比較的多岐にわたっていることが分かる。属性別には、主婦と既婚男性が単身者と比較
して「小麦粉と混ぜて使っている」人が多い。また、単身女性は「小麦粉と混ぜること
も、単独で使うこともある」人が 41.2％と一番多く、調理内容により使い分けていると思
われる。
【図４】米粉の使用方法（属性別）
【ベース：米粉購入＆調理者】
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小麦粉と混ぜることも、単独で使うこともある

その他

４．単身女性はお菓子系の料理が多い――作ったことのある料理
米粉を使用して作ったことのある料理を聞いたところ、属性別に特徴がある興味深い
結果となった（図５）
。
主婦と既婚男性では「パン」が圧倒的に多く、おのおの49.5％、52.8％となっている。
既婚男性ではほかの属性と比較して「うどん」の割合が多いのも特徴的である。単身女
性は「お好み焼き、チヂミ」の割合が「パン」と同率の32.4％と高いほか、
「ケーキ」
「クッキー」
「クレープ」などお菓子系の料理が概して多く、趣味の菓子作りに米粉を使
用していることがうかがえる。単身男性は「パン」
「お好み焼き、チヂミ」のほかは「も
ち」
「唐揚げ」
「シチュー」
「グラタン」などが突出しており、分母が少ないので確定的に
はいえないものの、簡単に作れる主食系を中心に米粉を使用していることがうかがえる。
トータルでの順位は図のとおり「パン」
「お好み焼き、チヂミ」
「もち」
「ケーキ」
「唐揚
げ」となっているが、選択肢に設定しなかったためにその他の自由回答に回った「だん
ご」が多数に上っており、図５のなかでも上位になる。その他の料理では、
「てんぷら
（粉）
」
「和菓子」
「ういろう」などが複数回答となっている。面白いものでは、
「すり身を
揚げる際の衣として」や「バターもち（ハワイのお菓子）
」などの回答があった。米粉が
報道などで多く取り上げられるようになって数年が経つが、自由回答を見ると、消費者は
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【図５】米粉を使用して作ったことのある料理（属性別・複数回答）【ベース：米粉購入＆調理者】
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【図６】米粉を使用して作ったことのある料理（年代別・複数回答）
［ベース：米粉購入 & 調理者］
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すでにメーカーが想定する以上の使用方法を実践しているように見受けられる。
作ったことのある料 理を年 代別に見ると、図６のようにトータルでは「パン」
（48.2
％）
、
「お好み焼き、チヂミ」
（23.2％）
、
「もち」
（22.4％）がベスト３だが、年代によって作
る料理に違いがある結果となった。
「パン」は主に20 代以下～ 40 代で60％強と多く、60
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代で52.1％と若干増加するものの、70 代以上では28.6％とかなり減少する。逆に70 代以
上の年代では、
「もち」が 36.5％と平均値を大きく上回っている。また、同様に70 代以上
で「その他」が 31.7％となっているのは、大半が「だんご」を作るとの回答である。自由
回答を見ると、
「みたらしだんご」や「だんご汁」
、
「月見だんご」など、だんごのバリ
エーションも非常に豊富である。このように、年代が高くなると、米粉を使っての料理も
比較的和食系のものが増加する傾向が見られる。

５．
「もっちり」の食感がトップ――米粉・米粉商品を買う理由
米粉・米粉商品を買う理由について聞いたところ、図７に見られるように、
「もっちり感
が好きだから」が 68.9％と最大の理由であることが分かった。最近は「もちっと○○な○
○パン」など、
「もっちり感」を強調したネーミングの商品が多く店頭に並んでいるが、
訴求方法としては正解だろう。
次いで、
「健康に良いから」
（18.8％）
、
「日本の食料自給率を上げる必要があるから」
（17.1％）
、
「カロリーが低いから」
（10.9％）
、
「小麦粉を使用したものよりおいしいから」
（10.5％）
、
「日本の水田を守る必 要があるから」
（9.9％）と続く。
「健 康に良いから」と
「カロリーが低いから」は、健康志向を反映しているが、注目したいのは「日本の食料自
給率を上げる必要があるから」と「日本の水田を守る必要があるから」で、複数回答で
あるため単純に合計はできないが、米粉・米粉商品を購入する人には、日本の農業を守
るべきだと考えている人が多数いることが分かる。この結果を見ると、米粉の意義は購
入者にはかなりの割合で理解されていると思われる。今後の米粉・米粉商品の普及促進
には、食感や健康的であるなど、商品そのものの宣伝は当然必要だが、同時に日本の水
田や農業を守るといった意義をアピールすることも有効と思われる。
【図７】米粉・米粉商品を買う理由（複数回答）
【ベース：米粉・米粉商品購入者】
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なお、図８のように「米粉・米粉商品を買う理由」を属性別に見ると、
「もっちり感」
が好きなのは主婦が 73.9％と突出している。次いで単身女性の65.6％となっており、女性
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【図８】米粉・米粉商品を買う理由（属性別・複数回答）
【ベース：米粉・米粉商品購入者】
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の方が食感にこだわりがあることが分かる。
「健康に良いから」の項目では単身女性が
22.2％で一番多く、次いで主婦の19.8％と、こちらも女性の方が上位となっている。ただ
し、
「カロリーが低いから」の項目では単身男性が16.3％と一番多く、太らないように体
型を気にしていることがうかがえる。
「日本の食料自給率を上げる必要があるから」の項
目では、既婚男性が 20.1％、単身女性が 20.0％と主婦や単身男性よりも多くなっている。
この傾向は「日本の水田を守る必要があるから」の項目でも同様である。

６．まとめ
これまで、米粉・米粉商品に関するアンケート結果を見てきたが、昨年と比較すると、
米粉・米粉商品の認知度は向上し、米粉あるいは米粉商品を購入する人が増えてきたこ
とが分かる。しかし、
「米粉の存在は知っているが、買ったことはない」人が 72.1％、
「米
粉商品の存在は知っているが、買ったことはない」人が 43.2％と依然大勢を占め、さらに
は「米粉・米粉商品の存在自体を知らない」人すら7.9％存在している。こうした結果を
見ると、米粉、あるいは米粉商品はいまだ市民権を得ていないともいえるだろう。
米粉・米粉商品の認知度を上げ、家庭での米粉の料理への使用を増やし、また、米粉
商品の購入を増やすためには、政府、自治体、生産者、生産者団体、製粉会社、食品製
造会社、流通・販売業者などの、今以上の消費者への告知・普及・販促活動が必要だろ
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う。東都生協と新潟製粉が協力して低価格米粉を販売し始めた（2011年６月23日付日本
農業新聞）という例もあるが、こうした米粉を小麦粉の価格水準に近付ける取り組み
や、米粉・米粉商品の健康面でのアピール、米粉を使った料理のレシピの提供、米粉商
品のアイテム数の増加など、従来以上に各段階で努力をする必要があるだろう。
冒頭でも触れたが、小麦価格をはじめとする穀物価格は今後長期的には上昇していく
と予測されている。2011年６月17日のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）
・ＦＡＯ（国連食糧
農業機関）農業見通しによると、今後10 年の農産物の実質価格は2001−2010 年の平均
価格に比べて穀物（トウモロコシ）が最大 20％、食肉（鶏肉）が最大 30％値上がりする
注）
ＯＥＣＤホームページ
より（http://www.oecd.
o r g / d a t a o e c d /11/5/
48192239.pdf

可能性があるとしている注）。また、貧困者の救済に取り組む国際的なＮＧＯ（非政府組
織）オックスファムは2030 年の穀物価格が 2010 年に比して最大２倍超に高騰するとの
試算をまとめている（2011年６月16日付日本農業新聞）
。
わが国でほぼ自給できる米を原料とする米粉であれば、いざというときに輸入は必要な
い。小麦粉一辺倒でなければ、足元を見られて法外な高値でなければ輸入できないなど
という事態は避けられるだろう。そう考えれば、穀物価格高騰の影響を最小限にするた
めには、なるべく小麦粉から米粉にシフトしておくことが肝要ではないだろうか。米粉の
需要が増えれば、米の生産も増加し耕作放棄地も減少する。生産が増加すれば価格も自
然と下がるのが経済原則だ。先進国のなかでは食料自給率が極めて低く、輸入品価格の
影響を受けやすいわが国であればこそ、リスク低減のために米粉を普及することも１つの
有効な手段ではなかろうか。もちろん、消費者にとっては、安くてもっちりとおいしい米
粉料理、米粉商品が食べられることが一番である。
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英国・農村のいま
第１回

英国・農村研究の拠点にて
明治大学 農学部 教授

（英国ニューカッスル大学 農村経済センター 客員研究員）

小田切 徳美 （おだぎり とくみ）

1.

現在、筆者は英国に１年間の予定で滞在している。
この機会を利用して、英国の農業・農村に関わり、
見たこと、感じたことをリアルに紹介しろ、というのが
本誌編集部からの注文である。せっかく頂いたチャン
スでもあり、筆者の英国滞在の備忘録も兼ねて、その
時々のことを書き記してみたい。

2.

筆者が今滞在するニューカッスルは、英国本土全体から見れば、中部に相当する
が、通常は「北部（北東）イングランド」と表現される。イングランドという単位で
ニューカッスル

見れば、スコットランド境界近くの北部に位置するからである。
こうした表現は、実はイングランド内部の「南北格差」を意識し
たものでもある。周知のように、世界の金融都市・ロンドンを中心と
した「南部」と石炭、造船、鉄鋼などの構造的不況業種をかつての
主要産業とし、またその奥深くに条件不利農業地帯を抱える「北部」

ロンドン

との対比は、
「南北格差」として、国政選挙の際には、その地域振
興策が争点となっている。

産業革命からしばらくは石炭の集積地として栄え、また重化学工業化の時代には
は

造船業の世界的拠点として名を馳せたニューカッスルは、まさに、停滞する「北部」
の典型であり拠点である。そこでは、長期間にわたり、
「地域再生」が議論されている。
そうしたことと関係して、ここに立地するニューカッス
ル 大 学では、地 域系や農 学系の学 部が伝 統 的に力を
持っている。地域系学部としては「建築・計画・景観学

54 《英国・農村のいま》英国・農村研究の拠点にて

JC 総研レポート／ 2011 ／秋／第 19 号

部」の活躍が目立ち、旧農学部も英国内での研究・教育上の評価は高い。
この旧農学部は、現在では「農業・食料・農村開発学部」と改称されている。こ
こに「農村開発」という看板が掲げられているのは、北部の特質ばかりではなく、英
国全体、あるいはＥＵの政策変化を受けているためである。よく知られているように
ＥＵの共通農業政策は、農業自体への支援政策と同時に、第２の柱として「農村振
興政策」を位置付けており、急速に後者に政策の比重を移している。そのため、農
村開発への学生の関心も高い。この学部の教員によれば、看板に掲げる３要素に対
する学生の人気を表現すれば、
「農村開発」―「食料」―「農業」の順になるという。
学生の「食料」に対する関心は、日本と共通するものであろうが、
「農村開発」がむ
しろそれを上回るのは、ＥＵ的特徴であり、それに「北部イングランド」の特質が重
なっているのかもしれない。

3.

そして、この農村開発に関わり、研究と教育、特に大学院教育を担当するのが、
現在筆者が滞在する「農村経済センター」である。このセンターは、農業・食料・
農村開発学部の付属施設であり、大学院生や兼任スタッフを含め約60人の研究者
を擁する、比較的規模の大きな研究機関といえる。
農村経済センターは、
「持続的な農村経済を実現するための学際的な社会科学研
究と応用政策研究を行う専門機関」として位置付けられている。実際に、スタッフの
専門は、地理学、社会学、行政学、経済学（農業経済、環境経済）
、建築学、歴史
学、文化人類学などと実に幅広い。研究者たちはそれぞれの手法を生かし、さらにお
互いにそれらを吸収しながら、いくつもの共同研究を進めている。
しかし、学際研究は際限なく拡散してしまう危険性もはらむ。そうならずに、しっ
かり多様な研究手法を束ねているのが、英国の農村に対する「多角化する農村経済」
「分化（差異化）する農村」という基礎的認識である。これは、センターの初代所長
を務め、今もセンター内でいくつかのプロジェクトを率い
る著名な社会学者であるフィリップ・ロウ教授がセンター
設立時のスタートラインとした考え方でもある。
ロウ教授は、英国の「農村経済」を理解するに当たり、
その多角化に注目する。農業の経済的地位の低下のみなら
ず、1970 年代よりいまだに続く都市住民の環境志向・景
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観志向に基づく農村移住により、英国各地の農村経済は確
かに多角化が著しい。
「英国の農村では、もはや農業は主
要産業とはいえない」という表現は、この研究所の出版物
が好んで多用する言葉でもある。こうした現実は、同時に
地域ごとの農村「分化」の認識に結び付く。農業一色では
ない農村経済は、実に多様な姿に結実しているからである。
必ずしも英国だけではないが、農村（ルーラル）と農業との距離は欧米ではしば
しば議論となっている。それは特に統計上「農村」をどう定義するかという実践的な
問題につながる論点でもある。
「農業」の「農」がそのまま「農村」として使われて
いる日本ではなかなか理解しづらいが、他方では英国と同様に農村「分化」が進ん
でいる実態もある。英語の「ルーラル」を、今後も「農村」と訳すべきかということ
も含めて、わが国でも議論すべきことであろう。

4.

筆者の滞在はまだ４カ月にも満たないが、この間の経験で何よりも学ぶべきと考え
るのが、この「分化する農村」
、あるいは「それぞれの農村」という出発点がもたら
す研究者たちの研究態度である。
「農村は分化している。だから、それぞれの違いを
知ることが、自らが関わる農村の本質を知ることになる。いろいろな農村の違いを丁
寧に知ることから始めよう」という姿勢は、ロウ教授のみならず、若手研究者にも見
られる。だから、彼らはまさに異質な日本の農村の実情を、
「それは興味深い」とい
う相づちを盛んに打ちながら、筆者からでさえも吸収しようとしている。
それは、従来の日本における一部の研究に見られたように、英国＝先進地として、
制度や手法を丸写しして日本に紹介する研究の無効性を、彼らの方が私たちに教えて
くれているように思う。私自身も、この間の現地英国農村の訪問で感じたことは、地
域の人々の知恵と熱意にあふれた実践は、両国でなんら差がないということである。
むしろ、それぞれの挑戦が、それぞれのムラで、地域
で、 国で、 いろいろな形で花 開いていることを認 識
し、相互に学び合うべきなのであろう。
つまり、英国から学ぶと同じ分だけ、日本の農山村
の挑戦を、英国に伝えることが必要なのである。それ
は私自身の任務でもある。
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『その日のまえに』
重松 清＝著

文春文庫（2008 年９月10 日）
（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

昨年の、ちょうど桜が散り始めた季節に、私は書
店でこの本を見つけた。著者の重松清さんは大好き

小川 理恵（おがわ りえ）

…… マ マのせいじゃな
いのにね……」

な作家の１人で、これまでも何冊もの著書を読ませ

自 分の意 志とはまったく関 係なく、ある日 突 然

ていただいている。でも私は『その日のまえに』を

「人生」という舞台から降板しなければならない主人

手にとってはみたものの、すぐに棚に戻してしまっ

公、そして愛する人を奪われ、それでも生きていか

た。なぜなら、タイトルからにじみ出る悲しさが、

なければならない残された家族……。そこには慟 哭

私の心にじわじわと伝わってきて、きっと今の自分

がある。どうして冷静でいられようか。

には重すぎると思ったからだ。
その春の初めに、私は母をがんで亡くしていた。
母との別れは思っていた以上につらく、私はその悲

どう こく

しかし、主人公はとても静かに「その日」を迎え
る。それまでの苦しみがうそのように透き通った瞳
をして……。

しみからなかなか立ち直ることができなかった。母

私は母が亡くなる数日前の出来事を思い出した。

の死から１年以上がたち、ようやくその事実を冷静

もうほとんど食事をとることができなくなり、ようや

に受けとめることができるようになった時、私はあら

く口にしたアイスクリームの残りを、
「りえちゃんに

ためて『その日のまえに』を手にした。母との別れ

あげる」 と言 ってきかない。 とろとろに溶けてし

を思い返しながら。

まったアイスクリームを、半ばいやいや口に運ぶ私

この本は、
「がん」を、それも「余 命」という残

を見つめる母の瞳が、まるで女神さまのように温か

酷な同伴者とともに宣告された主人公が、家族や友

で、澄み切っていたことを私は忘れない。きっとあ

人たちとともに「死」を見つめながら過ごした軌跡

の時、母のなかで覚悟ができたのだろうと思う。
「も

を綴った連作短編集である。
「その日」とは、別れ

うお別れだね。でも心はずっと一緒だよ」
。母の瞳は

の日なのだ。

そう言っているようだった。

「お母さまは春までは生きられません」と医師から

なぜ作者はこんな悲しい物語を書いたのだろう。

告げられた時の衝 撃を、 私は忘れることができな

本書のあとがきには次のような言葉がある。
「
『生き

い。天真らんまんで底抜けに明るい母。お酒もたば

ること』と『死ぬこと』
、
『のこされること』と『歩き

こも、もちろんやらないし、早寝早起き、健康には

だすこと』を、まっすぐに描いてみたかった」と。

誰よりも気を付けている生 活 優 等 生。本 当に「母

誰にも等しく死は訪れる。母は死に、残された私

親」の、そして「女性」のお手本のような人だ。そ

は生きていく。けれど私のなかにはいつまでも母が

の母がなぜ死ななければならないの？

いてくれる。くじけてしまいそうな時は、あの春の日

本書のなかの一遍『その日』のなかで、今日にも

の母の瞳を思い出そう。 そしてこう語りかけるの

母親が旅立ってしまう少年が、父親に向かってつぶ

だ。
「お母さん、私は生きています。だいじょうぶ。

やく一言は、まさに私の当時の叫びである。
「長生き

あなたの娘ですから」

してるひと、いっぱいいるのに、なんで僕のママだ

いつの日か私にも死が訪れる。その時、私は誰か

け、病気になっちゃったんだろうね……なんでだろ

の心のなかに、 ともっていることができるだろう

うね……運が悪いよね、サイテーだよね、こんなの

か。そうであればうれしいけれど……。
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《プロフィール》

『地域を支えるAIの組織・跳返力（Resilient
心理学博士

Power）の発揮』

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）
み

ぞ

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。

う

地域が悲鳴を上げています。東北を襲った未曽有の悲劇的災害が、いまだ癒えずにむしろジワジワと地域をむし
ばんでいます。その負のダメージは、さまざまな影響となって日本中に広がっています。原子力発電の問題も加わ
ふっ しょく

り、節約、節電、倹約ムードがどうにも払拭されません。農業はいうに及ばず酪農、林業、漁業にも拡大していま
す。このまま何も動かないと日本が自滅するという懸念さえ広がっています。
このような状況のなかで誰が地域を救えるのでしょうか？
やはり、ＡＩ（農の知恵）を十分に発揮できる組織しかありません。なぜなら、農は毎年予測不能な気候変動や
環境異変に見舞われながら、苦難の連続のなかでその逆境を必ず跳ね返し、最大の実りを獲得しています。そし
て、地域の活性化を成し遂げ、地域を支え、地域をリードしているからです。
まさに、農の力となるＡＩを持ち、跳返力（Resilient Power）にあふれた組織でなければ、この難局を打破し逆
境を克服するのは難しいと断言できます。

１．跳返力（Resilient Power）のある組織
跳返力のある組織は、従来の「ピラミッド型」に「扇型」の自覚を加え持っています。
「ピラミッド型」は、お客
さまからの情報やニーズをそれぞれの階層や役割、立場から「吸収」します。それをトップに提供し行動方針を打
ち出します。トップダウンで「拡散」し、お客さまに役立つことを目指します。
その組織を逆転し一番上にお客さまを置きます。事業内容で下からお客さまを支え「支持」します。要にトップ
が居て政策を決定します。トップに適切な決定ができるように従来の組織が一丸となって情報やニーズをトップに
「集結」させます。組織全体がシンクタンクとなるのです！

２．
「扇型」組織が持つ跳返力の３点特長
３点特長とは、１）先見力の拡大、２）調整力の強化、３）機動力の増強です。
１）先見力の拡大
全職員がそれぞれの立場から感じ、得られるさまざまな現状や情報を吸収します。さらに整理、整頓、分類、分
解、分析、展開し、現状から目標に結び付けて予想します。その変化を計画に盛り込んで予測を立てます。常に、
各方面からの影響を意識して全体像を提案します。拡大されます。
２）調整力の強化
組織全体を把握し、組織の強み弱み、得意不得意、推進力抑圧力がなんであるかを明確化します。資料作成の
工夫、開始のタイミングや協力関係、連携プレーを常に考慮します。連帯感が芽生えてきます。妥協や曖昧さを許
さず、明確で実践的なお客さま中心の組織となります。強化されます。
３）機動力の増強
行動とチームワーク、お客さまとの結び付きがしっかりしてきます。より詳細な状況や相手の価値観、要求事項、
与えるべき影響に敏感になります。今すぐできなければ時間をつくり、１人で無理なら仲間の支援を受ける、逆境を
感じたら克服を第一にして着手を迅速にします。部分の行動では結果が出ないと分かっています。増強されます。

３．
「扇型」組織における跳返力優先の組織づくり３ポイント
跳返力優先の組織づくりには、次の３ポイントを実践で排除しなければなりません。
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１）批判体質、２）役割への固執、３）マンネリ化です！
１）批判体質の除去
最も組織を腐らせるのは批判です。創造的な効果は何１つ生み出しません。機能を形骸化させて本質的な実効性
が消えてしまいます。
実践は２点です。
①評価する
評価には「基準と根拠」が必要です。常に現状を最善に導く姿勢が重要です！
②指摘する
「可能性と創造性」で現状を明確に把握し、メンバーシップ（メンバーの自覚と協力）が必要です。それがないと
改善点は宙に浮きます。
２）役割への固執の解放
組織が硬化して機能に柔軟性がなくなります。自己責任が強すぎると視野が狭くなり自由な発想が持てなくなり
全体がつかめません。
実践は２点です。
①ワークフォースを整備する
自分の仕事の何が全体にどう関わっているか確認すること。他部門への支援がすぐできる手段を持つこと。
②コミュニケーションを密にする
方針・連携・想定を確認していることが重要です。一番何を交わし合えばよいか準備します。
３）マンネリ化の打破
組織がお客さまのためにまったく役立たなくなる最大の原因です。感動を失います。模索もせず良いまねすらし
ない。危機や不満さえ持ちません。
実践は２点です。
①冒険する
「好奇心と大胆さ」が不可欠です。意外な発想での提案で否定や批判を無視できる仲間も必要です。改善策を語
り合うことです。
②実験する
試行錯誤で、ひらめいたらなんでもやってみること。なさざる罪はむなしいもの。
「記録と収集」が大切です。

跳返力（Resilient Power）のある組織

「跳返力」の効果は、お客さまと組織を
次の４本柱で支えます。

ピラミッド型組織

経営トップ

望

容になります。お役立ち第一です。

報

•「発想力」がお客さまの立場からの内

お客さま

要

情

れるレベルに上昇していきます。

管 理 職

•「サービス」レベルが向上します。品
質・価格・用途・交流に及びます。
•「地域力」密着して特性をつくり出し、
培う頻度が増していきます。

監 督 職
一般職員・社員
指

タスク
フォース

示

お客さま

「跳 返 力」は、地 域を支え、地 域を育

支援力

一般職員・社員

集中と拡散
トップダウン

集

結

監督職
管 理 職

て、地域を活性化させていく基本です。

経営トップ

地域は組織により生かされ、組織は地域

ワークフォース
シンクタンク

により生み出されるのです。
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扇型組織

跳 返 力

•「技術力」が顕著にお客さまに求めら
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ピラミッド型組織

跳 返 力

扇型組織

コラム

金融 庁

…某年某月
（社）Ｊ C 総研 常務理事

黒滝 達夫 （くろたき たつお）

今年（2011年）7月から一定の条件を満たすＪＡを対象に、金融庁による要請検査が可能となった。受
検に備えておられるＪＡ関係者の方もおられることだろうし、すでに受検されたＪＡもあるかもしれない。
ＪＡが金融機関としても、社会における重要性を増している今日、これも避けられないことなのであろう。
日本の金融行政の中心にあり、広範な機能と強大な権限を持つ金融庁も、官庁としての歴史は比較的
新しい。金融庁の前身である金融監督庁が、民間金融機関の検査・監督業務を大蔵省（当時）から分離
する形で、発足したのは1998 年6月であり、さらに金融行政の企画・立案機能を大蔵省から移管し、金
融庁として発足したのは2000 年7月のことである。
金融監督庁発足の前後から金融庁発足のころまでは、日本の金融業界がかつてない試練に直面した、
金融機関破綻と業界再編の時代であった。
バブル経済崩壊の後遺症である金融機関の不良債権問題は、1996 年6月「住専問題」が一応の決着
をみた後も収まることなく、1997 年11月、ついに都銀の一角である北海道拓殖銀行が破綻する。信用秩
序の維持・回復を目指して大蔵省は金融機関救済の枠組みづくりを急ぐが、金融機関と金融行政に対す
る世論の不信は強く、政界の混乱もあって枠組みづくりは遅々として進まなかった。
さらに1998 年３月、大蔵省高官が金融機関からの収賄容疑で逮捕され、金融機関担当者による大蔵
省高官への異常な接待などが問題視された「金融スキャンダル」などもあって、検査・監督機能の大蔵
省からの分離、金融監督庁発足につながった。
1998 年10月、ようやく国会は金融再生法を成立させ、破綻金融機関、破綻懸念のある金融機関を処
理する枠組みをつくり、信用不安の渦中にあった日本長期信用銀行は同月に、日本債券信用銀行は同年
12月に、この枠組みで処理される。
以降大金融機関の破綻は避けられたものの、財務内容が悪化した企業の破綻→金融機関の不良債権
の増加→金融機関の破綻懸念→処理スキームによる金融機関の再編、が続き金融業界地図は大きく塗り
替えられることとなる。

ほん ろう

この当時私は、農林中央金庫で企業融資の審査を担当しており、激動の時代に翻弄される企業や金融
機関を比較的近い所で見てきたが、この時代を歴史的に総括するのは、今に至るもまだ時期が早いよう
に感じている。
思うに、企業であれ金融機関であれ、監督官庁であれ、社会の要請に応えられる実態を持っているの
でなければ、中長期的に存続を許されることはないのであろう。
企業は社会に有用と認められる財やサービスを提供していなければならないし、金融機関はそうした
企業などによる経済活動を支える、健全な金融仲介機能を果たしていなければならない。監督官庁は金
融機関に健全な金融仲介機能を果たさせるための、指導・監督の仕組みと力を持っていなければならな
いだろう。
ＪＡグループは長い間、必要に応じて自らを変えながら社会の要請に応えてきたが、これからも社会の
要請に応える存在であり続けるため、一層の努力が期待されていると思われる。
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お知らせ

会長・理事長の交代について
2011年８月24日（水）に開催した平成23 年度第１回臨時総会において理事・監事の補欠選任を行いまし
た。茂木守・前会長（前ＪＡ全中会長）および薄井寛・前理事長が退任し、総会後の理事会において会長
（非常勤）に萬歳章（ＪＡ全中会長）
、理事長（常勤）に土屋博（前ＪＡ全中常務理事）を選任いたしました。

編集後記

薄井寛・前理事長は、当研究所が 2006 年４月１日に発足して以来、なんとかシンクタンクとしての形をつく
りつつあった2007 年７月に理事長に就任された。研究所は、任期付研究員の採用などによって徐々に研究態
勢を整えつつあったが、さらにもう１段高い研究水準に登る新しい目標を必要としていた。
『ＪＡ総研 研究叢
書』の創刊である。その第１巻『２つの「油」が世界を変える――新たなステージに突入した世界穀物市場』
を薄井氏にご執筆いただいた。刊行は2010 年２月。今も世界の穀物市場は高騰基調にある。
土屋博・新理事長には、ＪＡ全中の常務理事として、2005 年８月、ＪＡ全中総務企画部企画室で、シンクタ
ンク設立のための法人統合を担当していた私を指揮し、社団法人ＪＡ総合研究所設立の基本方針を速やかにご
決定いただいた。懐かしい思い出だが、鮮明に記憶している。

（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）

東日本大震災の影響で、米と野菜・果物の消費行動に関する調査が２カ月連続となり、調査報告書作成と完
全に重なったため、今回の編集作業においても、ほかのメンバーに多大なるご迷惑をかけた。反省。
６月に実施した米の消費行動調査においては、家庭で炊飯したお米の食数が目に見えて増加し、逆にこれま
で増加基調だったパン類の食数が減少した。これが震災や小麦の高騰による一過性のものではなく、継続性の
あるお米回帰であることを期待している。また、米粉の認知度や購入割合も目に見えて向上しており、今回の
レポートでは米粉に絞った記事を掲載した。こちらもより一層の普及拡大を願ってやまない。日本人なら米を
（基礎研究部 主任研究員 藤本恭展）

食わにゃあ。

『ＪＣ総研レポート』編集の仕事はとても楽しい。なんといっても先生方や研究員の原稿を誰よりも先に読める
という役得があるし、非売の機関誌ではあるが、何もないところから１つの「作品」をつくり上げる工程は、わく
わくした感動を伴うものだ。編集部のメンバーが膝を突き合わせ、あれやこれやと意見を交わしている時は、大
げさなようだがアドレナリンがわき出るような気分。会話のなかから、ひょんな雑学を得ることも多い。
先々号（vol.17）の編集をしていた時のことである。
「読書の窓『くじけないで』
」を校正していたメンバーの１
人が言った。
「西条八十（さいじょうやそ）か。懐かしいなあ」
。次に私が放った一言は一同を震撼させた。
「や
そ？『はちじゅう』じゃなくて？」……しらっとした空気が編集部に流れた。
「小川さん、西条八十の読み方知らな
かったの？」。あきれた声が返ってきた。それもそのはず。なぜなら「読書の窓」を執筆したのはこの私だったか
らである。私は自分の無知さかげんが悲しくなり、シュンとして家に帰った。
夕飯の時、その話を夫にしたところ、わが妻をあわれと思ったのだろう、次のようになぐさめてくれた。
「勘違
いするのも仕方ないよ。直木三十五（さんじゅうご）のように、そのまま読む場合も多いからね」
。
「さんじゅうご？」
……もうお分かりだろう。実は私、
「直木三十五」のフルネームを知らなかった（昔、習っただろうが、すっかり
忘れていた）のである‼ これはもう読み方の問題ではない。私を元気付けようとした夫の思いやりは、徒労に終
わった。あきれかえる夫の顔。私はなんとか名誉を挽回しようと、自分が知っている「名前が数字」の有名人を
必死に探した。そしてやっと思い付いたのがこの名前だ。
「そうだよね、
『江頭2：50』なんて、そのまんま『にじ
ごじゅっぷん』だもんね」……。江頭2：50さんとは、ちょっと（かなり）下品な芸風で知られるお笑い芸人（私
は大好き）である。やっと出てきた名前がこれとは……。直木三十五との落差に、返す言葉をなくす夫であっ
た。私は雑学よりまず常識を学び直すべきかもしれない。 （基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉
）

ご意見・ご感想をお寄せください
『Ｊ C 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Ｊ C 総研
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－
〒 162-0826

3268 － 8761

東京都新宿区市谷船河原町 11

社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部
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