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今年は国際協同組合年（ＩＹＣ）
。だが、そ
の立ち位 置は“ビミョウ”である。リーマン・
ショックを経て、
「強欲資本主義」や「市場原
理主義」の反省のなか、
「経済」と「道徳」の
ありようをめぐって協同組合の価値観・思想に

追い風と逆風

「追い風」が吹いている。一方、究極の貿易自
由化を目指すＴＰＰ（環太平洋パートナーシッ
プ協定）をめぐる議論では、協同組合までもが
「非関税障壁」として取り扱われようとしてい
る。
「逆風」である。また、大震災の教訓として「コミュニティーのかたち」が問
われ、ＴＰＰでは「国のかたち」が問われている。太古の昔から共同体に内包さ
れていた助け合いの精神や相互補完・救済システムが、自由をはき違えた利己
主義や道徳を忘れた経済至上主義の増殖のなかで、分断・破壊されてきた。一
方では、それを取り戻そうとする社会的運動ベクトルが働いているが、一方では
相変わらず分断しようとする政治・経済的ベクトルが働いている。
ＴＰＰはメディアが賛成論調で世論をリードし、ＩＹＣは今のところ協同組合
内部でしか認知されていない。困ったことである。国際協同組合年が単なるイベ
ントだけで終わってしまっては、１年過ぎれば何も残らない。
「内部」協同組合
陣営自らが協同組合の価値や本質を相互連携して究めていく、社会的活動の内
実を高めていく、その実践を通じた理解と支持の拡大運動こそ重要である。
政治の世界と同様、企業も含めて、地域社会・住民から信用・支持・共鳴さ
れない組織は衰退していくだろう。協同組合は、地域の生産者や消費者が組合

（社）

て来て、もうからないとなればすぐさま撤退していったようにはいかない。協同
組合はいわゆる「夜逃げ」ができない。地域社会の「器」＝いわゆる社会関係
資本としての自覚の下、
「狭い協同」
（共益）を乗り越えて、開かれたオープンな
組織として、徹底した地域密着型の実践運動とコミュニケーション活動が求めら
れる。
グローバリゼーションの下、容赦なく市場化・貨幣化されていく社会のあり方
防衛、さらにはコミュニティーや自然との共生など、市場や貨幣では測れない非
経済的価値の防衛について協同組合の底力を発揮しなければならない。
「ＴＰＰ
と戦いながら、震災復興、地域農業力、コミュニティー力、地域経済・雇用力、
地域医療・福祉力、新エネルギー自給力の向上について協同組合の社会的関係
性を結び直していく、新たに紡いでいく運動として、
「共益」と「公益」を相互
補完的に「結合」させていく「一皮むけた協同組合運動」が重要だろう。
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追い風と逆風◆巻頭言

（まつおか こうめい）

反対」のための反対運動ではなく、反省なきグローバリゼーションのレトリック

公明

に「ちょっと待った」のくさびを打ち込み、人間の尊厳、地域社会や生活世界の

JC総研 常務理事●
松岡

員であり、地域が舞台である。介護保険で見られたように、企業が落下傘で降り
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基調テーマ

いま、発想の転換のとき
新しい時代の食と農を考える

━━ネオポストモダン型食料消費とオルタナティブフードシステム
な か し ま

東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授●中嶋

や す ひ ろ

康博

1．90年代における食料消費の変容
こと食の消費に関して、わが国は世界中で最も先端

5000円→57万6000円）であり、比率にして35.5％

的な変化を見せる国の１つであることは間違いない。

の上昇である。つまり、90年代半ばまでは、カロリー

その日本の食料消費は1990年代半ばに構造が変化し

摂取の伸びとの比較から明らかなように、消費者は単

た。最も印象的なことは、国内の食料支出総額が 90

に胃袋を満たすだけでなく、それ以外の期待感を持っ

年代半ばをピークにして減少し始めたことである。

て食料支出を順調に伸ばした。その期待感としては、

この時期はデフレが進行し物価が低下したことも影
響したが、その価格の影響を取り除いた実質額で見て
も確実に食料支出は低下している。総人口が減り始め
たのは2005年以降であるから、１人当たり支出額が
減ったことがその原因である。人々は食べなくなって
いる。それは、ミクロのデータである総務省の家計調
査の世帯員１人当たりの年間食料消費額でも確認でき

高級志向、多様志向、簡便志向、健康志向などが指摘
されている注１）。
70年以降の国全体での食料消費の動向は図１のと
【図１】食料消費の動向
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れる。農林水産省の食料需給表で見たわが国の１人１
日当たりの摂取カロリーは2439kcal（2009年）で、
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この数値は1996年に最高値となり、その後年々低下
している。厚生労働省の国民健康・栄養調査の数値で

100
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は、もっと以前から摂取カロリーは低下していた。
この年間１人１日当たりの摂取カロリー量は、例え
ば1970年から95年までの増 加 分は43kcal（2530
kcal→2573kcal）であり、比率にして1.7％の上昇で
あった。一方、年間１人当たりの実質食料支出額を確
認してみると、同じ期間の増加額が約15万円（42万
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注：2 0 0 5年価格基準により実質化
資料：総務省「産業連関表」「消費者物価指数年報」、農林水産省「食料需給表」

と こ やま

え がい つ ふみ お

注１）時子山ひろみ・荏開津典生『フードシステムの経済学』医歯薬出
版、2008年
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おりである。ここには国内食料支出総額（年間・実質）

高が一段と進み、日本国内で安い輸入農産物や食品

と国民への総供給熱量（１日当たり）の推移を示す。

が増えたことも要因の１つである。

70 年代から90年代半ばまで、食料支出総額は総供給
熱量を上回る伸びを見せていた。

その一方、グルメ番組の人気はいまだに高く、３つ
星レストランがもてはやされ、高級スイーツをこぞっ

先に指摘したように90年代半ば、その伸びに急ブ

て買う人々がいる。総額で見ると食費にあまりお金を

レーキがかかった。バブル崩壊後の景気の低迷は確実

かけたくないが、時と場合によっては食事に思い切っ

に影響していて、雇用不安から無駄遣いをしなくなっ

てお金を使うことをいとわないという意見もある。
「縮

た消費者は多いといわれている。個人の所得は増えな

む消費」と「選ぶ消費」が併存するとでもいうべきこ

くなり、一方でどうしても支出が避けられない教育費

の現象をどのように理解すればよいのかが、90年代以

や住居費などに回すために、食べものへの支出額を切

降を読み解く鍵となるだろう。この現象をあえて「賢

り詰める家庭が多くなったのであろう。

い消費」と称したいのだが、まずそこに至るまでの変

食品の価格が低下した背景には、この冷え込んだマ

化の状況と背景を以下で考えてみたい。

インドがあることは確実である。もちろん90年代に円

2．ポストモダン消費
小売りの現場で「漬物100 袋を置くとして、これま
では２種類50 袋ずつ並べれば売れたが、今は２袋ず

である。
農業・食料政策は、それらの問題に対応するため、

注２）

つ50 種類並べないとどれが売れるかわからない」

さまざまな取り組みを積み重ねた。都市近郊の農地は

というような声が聞かれる。これは建築や文学でまず

次々に転用されていき、食料の供給基盤は脆弱になっ

議論され、その後消費行動研究において取り上げられ

た。しかし増加した人口は都市に集中して住むように

るようになったポストモダン現象そのものである。ポス

なり、その人たちをどのように食べさせるかは大きな

トモダン時代の消費者像としては、
「アイデンティティ

政策課題となった。そこで供給基地を求めて、遠隔地

などと

に産地が形成され、そこで生産された農産物を都市住

が断片化していて、首尾一貫していない」

注３）

指摘されている。

ぜ い じゃく

民へ運ぶためのサプライチェーンの構築が進められ

ポストモダンの前の時代、つまりモダン期の消費者

た。そして都市部の卸売市場はそのために重要な役割

の行動の予想は容易であった。例えば日本のモダン期

を果たした。都市の大量消費にいかに応じるかが、戦

は時代的に高度経済成長期（1950年代～ 70年代半

後の農業・食料政策の中心的課題だったのである。
しゅう え ん

ば）に重なっていて、人 々の間の意 識の差 異は小さ

オイルショックが高度経済成長期に終焉をもたらす

く、社会や経済の目標はそろっていて、ビジネスの照

と、人々の暮らしは変わった。先行きを不安視する時

準は合わせやすかったのである。

期もあったが、しかし、すでに所得水準は高くなって

わが国のモダン期は、人口増加、経済成長、都市経

おり、前と比べると伸びは小さいものの、給料は着実

済の拡大を特徴とする。高所得の都市住民が爆発的に
増えて、多くの食料が必要となった。そして国全体で
の食料消費は急速に増加した。戦後の復興期は特にそ
うだったが、選択肢は限られていても、ともかく量を
満たすことが最優先された。ただし、だんだんと経済
が安定してくると、もちろん内容も充実していったの
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注２）白田典子「
『地産地消』のプロデュース」
、中嶋康博編『食の経
済』ドメス出版、2011年
注３）桑原武夫「ポストモダン消費者研究」
、田中洋・清水聰編『消費
者・コミュニケーション戦略』有斐閣、2006年による。なおこの桑原
のレビューのなかで紹介された「脈絡に乏しいライフスタイルや行動を
とり、気分、気紛れ、移り気」
（スティーブン・ブラウン）という評価も
分かりやすい評価であろう

新しい時代の食と農を考える◆論説

3

に増えていた。社会環境も整備されたこともあって、

さまざまな食事が楽しめるように選択肢が広がるこ

豊かな生 活を楽しむ気 風が出 来 上がっていたのであ

とを求めるようになった。ある時期には、毎日が「ハ

る。そして社会はモダン期を脱して、ポストモダン期

レ」の食事、お祭りのような食事をすることが当たり

へと移行していく。

前のような、食のミニバブル経済があったのではない

食生活は最もその影響を受けたといえるかもしれな

か。その結果、言葉は悪いが、食い散らすかのような

い。人々は食べもののためにお金をどんどんと使って

食事のスタイルが増えていった。そのような状況は、

いった。それはいろいろなものを試して食べてみたい

80年代半ば以降、円高が急速に進み、農業関連の貿

という欲求があったから、そしてそれを実現するため

易自由化が段階的に行われて、農産物・食品の輸入が

のお金の余裕があったからである。

拡大したことに後押しされた。

3．ネオポストモダン消費
しかし20世紀終盤に状況は大きく変わった。バブ

ダン期（第１象限）は支出額が伸びながら、さまざま

ル経済崩壊の影響は大きかった。それ以降、景気の低

な商 品が提 供されるようになって選 択 肢が広がって

迷が続いているが、それは社会の構造が変わったから

いった。そしてネオポストモダン期（第２象限）にな

である。日本社会は、人口減少が現実のものとなり、

ると、支出額が縮み始めるのだが、選択肢は広いまま

大きな成長は望めない経済となってしまったため、無

だと考えられる。ちなみに戦後復興期などのモノがな

駄な消費はできなくなった。

い時代（第３象限）には、支出も選択肢も限られてい

先ほど指摘した「賢い消費」はポストモダン消費と

た。

しては解釈できない性質を見せている。わが国の消費

ネオポストモダン期の消費者は、安い商品を好む。

者は長いデフレの時代を経験して、慎重な行動をする

ただし価値あるものと認めたならば、価格の高いもの

ようになっているのである。アイデンティティーの断片
化によって「一人十色」や「多重人格」注４）を特徴と

【図２】モダン・ポストモダン・ネオポストモダンの消費

い。ポストモダン的振る舞いは、将来の不安がなく、

ネオ
ポスト
モダン型
消費

モノがあふれかえる状況があってこそ許されるのであ
る。
ここでは「賢い消費」をネオポストモダン消費と名
付けたい。90年代半ば以降の状況では、人々はポスト
モダン期の価値観では生活できなくなった。とはいっ

少

選択肢

多

するポストモダン消費は、決して賢いものとはいえな

ポスト
モダン型
消費

支出額

支出額

大

ても、倹約だけしているわけではない。そこにはポス
トモダン消費の特徴も一部組み込まれていた。ただし
図２はわが国の耐乏生活期、モダン期、ポストモダ
ン期、ネオポストモダン期での社会の消費のあり方を
模式化したものである。モダン期（第４象限）は支出
額が大いに伸びた時 期である。しかし前 述したとお
り、まだまだ消費の選択肢は限られていた。ポストモ

4
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選択肢

決してモダンには戻れないのである。

耐乏生活

モダン型
消費

少
注４）
「一人十色」は井関利明、
「多重人格」はジョン・Ｆ・シェリーに
よる。いずれも桑原前掲稿（注３）からの引用
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でも納得し購入することをいとわない。もちろん状況

例えばフェアトレードで取り上げられる人権への配

によって価値が異なるであろう。これを消費における

慮、また有機農産物で取り上げられる環境保全など、

「文 脈 依 存 性 」という。価 値 観は多 様 化しているた

倫理的要素を消費行動に組み込もうとする考え方に至

め、何が売れるかの予想が難しいことはポストモダン

るのは、ネオポストモダン消費になってのことではな

期と変わらない。しかし消費者が、限られた予算を有

いか。有機農産物の市場がなかなか拡大しなかった

効に使って最大の満足度を得るようにしたいという考

が、それはこれまでポストモダン消費にとどまってい

えは首尾一貫している。従って、難しいかもしれない

たからだと思われる。

が、思考過程の文脈を読み込むことは可能なはずであ
る。

地 域 振 興への関 心も、この10年、 格 段に大きく
なってきた。地産地消の拡大はそのことを背景にして

ネオポストモダン消費について指摘しておきたいこ

いるのではないだろうか。それもネオポストモダン消

とは、より成熟した消費者の意図の存在である。消費

費の特徴なのである。東日本大震災後、多くの方々が

者の関心は、品質要件（味・外観・鮮度）だけでな

ボランティアに取り組んだが、それは「地域」への深

く、健 康 要 件（安 全・栄 養 ）
、そして倫 理 要 件（環

い理解もその背景にあったのではないかと思われる。

境・人権・地域）といったことにまで広がっているで

そして大震災を境に「地域」への思いはさらに大きく

あろう。

なっていったといえるだろう。

4．ネオポストモダン経済 1
モダン 期には、人 々は必 死に生き残ることを目指

戻れない。ネオポストモダン期には、多様な価値観に

し、さらに豊かな社会を築くことに腐心した。ネオポ

呼応した少量多品目が追求される。消費者は、欲して

ストモダン期には、その段階を通り越して、より楽し

いるモノをきちんと見定めて、支持し、関与し、共に

むことに気持ちを向けていくことになった。

創るようにしなければ、自分の手元には届かないとい

モダン期からネオポストモダン期までの展開を都市
＝ 農 村の軸をベ ー スに振り返るとどうなるであろう

うことに気付かなければならない。そこに自己実現の
プロセスが組み込まれることが期待されている。

か。すなわち、モダン期は農村社会から都市社会への

農業・食料政策もネオポストモダン型へ転換すべき

変革期、ポストモダン期は都市社会の充実期というこ

である。人口減少社会と都市膨張停止社会に転換して

とになるだろう。そしてネオポストモダン期は農村社

いくにつれて、これまでの政策は確実に時代遅れのも

会の再興と都市社会との共生を目指す時期といえるの

のになっている。遠隔地からさらに大量の農産物を輸

ではないだろうか。

送するようなことは、もう求められていない。しかし現

従って、ネオポストモダン消費を実現するためには

在の政策には、政策決定プロセスの慣性力が作用した

豊かで厚みのある社会が必要であり、地域や農村を大

からか、ポストモダン型にもなっていない、モダン型

切に維持しなければならないのである。そこには、地

の発想に基づいたものがまだたくさん残っていること

域を見直し、地域と生きるという視点が欠かせない。

に気付かされるのである。

このような社会を実現するには、消費者は「待ち」

例えば卸売市場政策はその典型例ではないだろう

の姿勢では済まなくなる。実現しようとする現場の人

か。規模の経済というモダン型の効率性を重視した政

人の活動への実感と共感を持つことが求められる。そ

策がいまだに進められている。その結果、大型市場に

のためには学習の場が必要ではないだろうか。

は大量の商品が持ち込まれることになり、政策が成功

もうモダン型の大量少品目の生産・消費の時代には
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のである。その価格は、市場間の序列関係のなかで荷

ＩＣＴは、利用の仕方を工夫すれば、小規模な事業

物の集まりが悪い市場にも影響してしまって、市場価

者を支援できるだろう。現在のＩＣＴに都合のいいよ

格全体が低迷することになる。

うに経営を変えるのではなく、経営に合わせたＩＣＴ

価値あるものには、納得のいく適正な価格を付ける
ような市場の仕組みが必要である。しかし現在の市場
には、その機能が十分に備わっていないのである。

をデザインしていくことは、多様なビジネスを生かし
ていく鍵となるに違いない。
もちろん小規模な事業者であっても、経営内容はＰ

もちろんモダン型で目指してきた効率性の改善は、

ＤＣＡサイクルを活用しながら改善していくことが求め

決してないがしろにすべきではない。徹底したコスト

られるので、その時にＩＣＴを考慮した経営の変革を

管理意識を持たなければ、少量多品目を扱うためのビ

迫られることもあるだろう。例えばそれは食の安全・

ジネスの余裕が生まれないからである。流通機構は特

安心を確保するためのトレーサビリティーシステムの

に規模の経済を追求すべきであるが、その時にきめの

導入である。ＩＣＴはトレーサビリティーシステムと親

細かい対応が求められている。その支援に情報コミュ

和性がある。特に事故が起こったときに求められる撤

ニケーション技術（ＩＣＴ）が活用できるのではない

去や回収には、トレーサビリティーが必要とされる。Ｉ

だろうか。

ＣＴを利用した方が費用節約的であり効果的だろう。

5．ネオポストモダン経済 2
ネオポストモダン経済は、これまでのビジネスモデ

康、倫理にまで広がっている。自らが求める商品であ

ルを変えていく。ポイントは、情報の価値と利用法で

るか、それに確信が持てるかどうかが納得して購入し

ある。すなわち、これまでのビジネスモデルでは、情

てもらうためのポイントとなるだろう。事前の確信を持

報を独占することで利益を得ることを目指してきた。

つということは、自分は間違いのない商品を手に入れ

そのために、どこにどれだけの注文があるかの探索の

られると安心していることを意味する。

努力をしてきたのだが、そういった情報は必然的に隠

しかし食品の場合、どれだけ十分に注意をしていて

すことになった。そして情報を得た業者は価格交渉で

も、なんらかの問題が発生してしまうことがある。そ

もその優位性を振りかざすことになるのである。

のために期待する商品でないと思うことがあるかもし

ところがネオポストモダン経済では、まとまった注

れない。確率は低いにしてもその可能性があることを

文が存在しないかもしれない。消費者の欲求は多様だ

理解し納得していることが大事であり、それが信頼し

からである。従って情報を探し出すことだけでなく、

ているという状態となる。生産者と消費者の間でこの

消費者の欲求をつくり出すようなビジネスモデルが求

ような信頼関係を築くことは、ネオポストモダン消費

められるようになる。

にとって必要条件である。

しかし消費者の求める商品をつくり出すには、フー

ネオポストモダン消費で対象となる商品は複雑で多

ドチェーン全 体で取り組まなければ不可 能である。

様なため、標準化された品質管理が、必ずしもできな

従って、関連事業者間で情報は隠すことはせず、積極

い場合が多い。健康被害が起こることは論外だが、万

的に開示して共有化した方が有利になる。そのための

が一の事故品があっても寛容に対応してもらえるかど

高度な協働活動の仕組みを用意しておく必要があるだ

うかが、信頼してもらっているか否かの判断基準にな

ろう。

るだろう。そのためには、日ごろから安全管理を徹底

ネオポストモダン消費では、消費者の商品へ注がれ
る視 線は多 様である。先に指 摘したように品 質、健

6
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し、その内容を消費者に丁寧に伝えるためのコミュニ
ケーションを適切に実施しなければならないのである。
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6．レダンダンシー
レダンダンシーとは「冗長性」と訳される。防災対

ことをあらためて認識する必要がある。

策において用意された概念である。すなわち、災害の

食料支援は地元市町村からの支援要請をもとに行わ

リスクに対して対策を１つだけに頼ることは危険である

れることになっていたが、要請をすべき市町村行政が

から、無駄になるかもしれないが２つ目の予備対策や

壊滅してしまった。県庁も被災し、情報網が断絶した

代替手段を用意しておこうということである。避難経

ことで行政としてはしばらくなすすべがなくなった。そ

路の確保のために川に２本の橋を架けておくのは、こ

の時に民間のネットワークによって情報がつながり、

のレダンダンシーに基づいている。

食料支援が実行された。

レダンダンシーは、社会システムにおける余裕を意

大震災を経験して、食料供給においてもレダンダン

味する。今回の東日本大震災では、多くの分野でレダ

シーが必要であることがはっきりした。局所的な被災

ンダンシーの欠如があり、そのために深刻な問題が発

であれば、周辺部から支援をする体制を構築すること

生した。社会は極端なまでに効率性を追求して、レダ

ができる。しかし今回のような広域の被災では、域内

ンダンシーをないがしろにしていた。それは、とにかく

の被害が少なかったところから食料を供給することが

成長を優先して有限な資源を利用しようとした、モダ

求められた。今回の経験を踏まえると、少なくとも数

ン型の対応の結果だったといえる。しかし、その裏側

週間支えることのできる体制が求められるのではない

にリスクが隠れていることは分かっていたはずである。

かと思われるが、そのためには単に在庫を持つという

大震災は、直接、間接に東日本の社会を機能不全

ことではなく、農産物を生産していることが必要では

の状態にしたが、特に深刻だったのは食料供給で混乱

ないだろうか。

が起きたことである。余震への懸念、放射性物質の汚

もちろん生産地があればそれでよいというわけでは

染への心配、計画停電への備えなどから、一人一人が

ない。産品を消費者へ届けるために緊急時にもなんと

買い増してスーパーから食品が消えた。その光景を目

か機能するフードチェーンを用意しておかなければな

の当たりにしてわれわれは浮足立ち、普段では考えら

らない。

れない買いだめ行動にさらに走ったのである。私たち

緊急時には特別な想像力が求められる。今回の地震

は有り余る食品に囲まれた生活をしてきたが、しかし

によってすべての連絡手段がダウンして、どのような

それは例えばナイフの刃の上に立つような、危ういバ

状況になっているか知る手段がなかった。しかし産地

ランスの下で成り立っていたことを思い知らされること

の農家は、より厳しい被害に遭っているであろう地域

になった。

で食料が不足することに気付き、連絡がつかず注文が

被災地の食料確保も困難なことが地震直後から明ら
かになった。これだけの広域に深刻な地震と津波の被

ない状態でも、収穫された農産物を運ぶためにトラッ
クを取引先へ向けて送り出したという。

害が広がると想定されておらず、緊急時の食料支援策

食の供 給のレダンダンシーを確 保するということ

が機能しなくなったのである。これまでも食料安全保

は、生産地と消費地の人々の絆を築くことにも併せて

障についてさまざまな議論が行われてきた。しかし今

取り組むということではないだろうか。震災後のネオ

回のような問 題への備えがなかったことは確かであ

ポストモダン消費には、レダンダンシーというリスクへ

る。日本は他国とは比較にならない高リスク国である

の備えが求められている。
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７．オルタナティブフードシステムの必要性
以上説明してきたネオポストモダン消費が本格化す

ためのコミュニケーション上の新しい工夫が求められ

る前に、新しいフードチェーンやフードシステムを再

る。例えば、食育活動と融合した生産者と消費者との

編しなければならない。これをオルタナティブフード

交流活動はその手掛かりになるであろう。

と呼びたいが、それには安全確保、産地

しかし「賢い消費」は安い価格を歓迎する。消費は

との交流、情報開示、信頼関係の構築、環境配慮、

食料消費だけではない。農産物・食品の価格が下がる

地域振興、リスクへの備えなどが求められるであろう。

ことは、消費者の実質所得を高めて、食料以外の消費

システム

注５）

オルタナティブフードシステムでは、ネオポストモ
ダン消費をより高いレベルでどのように実現するか、

機会を広げることになり、家計へのプレゼントとして
歓迎されるであろう。

その企画力と実行力が問われる。しかし実現のために

従って、農産物に対して適正な価格を納得して支払

は、手間とコストが掛かることは間違いないだろう。

い続けてもらうためには、そのための「心の財布」を

実行に向けて、まずシステムのコスト削減を目指さな

用意してもらうことが必要となる。自分へのご褒美に

ければならない。そしてリスクはコストでもあることか

驚くほど高いレストランで食事ができるのは、特別な

ら、事故を起こさないようにすることが重要となる。Ｇ

財布からお金を払っているからである。ネオポストモ

ＡＰ（適正農業規範）やＨＡＣＣＰ（危害分析重要管

ダン消費において価値あるものと認められるには、オ

理点による管理手法）がそれを強力にサポートするこ

ルタナティブフードシステムが消費者に農業生産への

とは間違いない。

実感と生産者への共感を持ってもらえるような環境を

また流通機構の効率性を引き上げる必要があること
も、すでに指摘したとおりである。そのためにあらゆる

つくり出して、
「心の財布」を開けてもらうようにする
ことが必要であろう。

業態の卸売り機能を向上させる必要があるだろう。も

オルタナティブフードシステムの最後の課題、そし

ちろんモダン 型もポストモダン 型のままはあり得な

て最終的な目標、それは農と食の再生である。わが国

い。従って流通機構の設計と運用はとても難しいミッ

の農と食は、生産者の高齢化や担い手不足という内な

ションになるであろう。

る危機に苦しんできたが、ここにきて震災と放射性リ

オルタナティブフードシステムの課題の１つは、食
の外部化への対応である。食の外部化が進み、家庭

ス クへの懸 念という外からの危 機も抱え込むことに
なった。

で調理をしなくなっている。調理をしなくなったとき、

どうすればそれらを克服できるのか、すべての人々

生鮮品に対してこれまでどおりの価値は感じなくなる

が思い悩んでいるところであるが、魔法の解決方法は

であろう。加工工程を経ても、生産段階で付け加えら

ないと言わざるを得ないだろう。あらゆる試みを実践

れた価値や情報が消滅しないような措置が必要とされ

していくしかない。そこでは、まさに実感と共感を通

るだろう。その対策は、産地で総菜などを加工するこ

じた生産者と消費者との相互理解、それこそが農と食

とだが、しかしすべての産地が加工に取り組めるわけ

の再生への切り札となるはずである。そのような生産

ではない。新しい衛生管理とトレーサビリティーの開

者と消費者とによる協働モデルは、実はネオポストモ

発が求められている。

ダン期へ移行しつつある今こそ実現できるのではない

ネオポストモダン消費を実現するには、消費者にも
取り組みへ積 極 的に関 与してもらわなければならな

か。そのためのオルタナティブフードシステムの構築
を進めたい。

い。そして最終的には、適正な価格を納得して支払っ
てもらうことが必要である。そのための理解を深める

8
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注５）オルタナティブとは「代わりの」
「もう１つの」という意味である
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縦のネットワークと横のネットワーク

━━２つのネットワークで農協再生の展望を提示する①
い ま む ら

（社）ＪＣ総研 研究所長●今村

な

ら

お み

奈良臣

Ⅰ はじめに
1．問題の所在━━何を明らかにすべきか━━
わが国の農協は、近年、合併に合併を重ね、2012
年２月１日現在、711ＪＡとなっている。

さて、以上挙げた農協は、言うまでもなく協同組合
原 則を踏まえつつ、地 域の実 情を基 盤と背景にしつ
つ、いずれも優れた活動をしているのであるが、農協
大合併という近年の流れに逆らいつつ、独自の道を歩

しかし、農協創立以来、合併をしないで活力に満ち

んできている内発的エネルギーと要因はどこにあるの

た活動をしている農協は、極めて少数ながら存在し、

か。2012年が国際協同組合年という国際的記念行事

なお新たな活動の路線を開発しつつ、組合員、農業生

の開催年であるなか、また、今秋には第26回ＪＡ全

産者の活力を促しつつ活動を続けている。

国大会が開催されるという節目の年に当たり、その本

その典型事例としての農協を挙げれば次のような農
協が存在する。
（１）大分県 大分大山町農業協同組合
（２）高知県 馬路村農業協同組合
（３）静岡県 三ヶ日町農業協同組合
（４）千葉県 富里市農業協同組合
この他にも、創立以来 合 併していない農 協はある

質を明らかにしつつ、農 協とは何かという基 本 問 題
を、これより２回にわたる連載で明らかにしてみたい。

2．縦のネットワークと横のネットワーク
以上、取り上げようとするそれぞれの農協の考察・
分析に入る前に、その優れた活動の本質を私なりに提
示しておこう。

が、私がこれまで機会あるごとに訪ね、調査し、その

大分大山町農協、馬路村農協、三ヶ日町農協、富

農協の歴代リーダーなどとも親しくしてきたのが上に

里市農協に共通する活動の本質を私なりに整理すれば

挙げた農協である。
他方、北海道十勝地域にも合併していない農協が
24 農協存在し（ただし、うち２農協は特殊事情で吸

「縦のネットワーク」を着実につくり上げ、活力の源泉
にしているということである。
「縦のネットワーク」と
は何か。

収合併の形で合併している）
、それぞれ地域の農業特

生産者・組合員—農協—消費者という太い線で結

性を踏まえつつ活動しているが、十勝地域ではこれら

ばれたネットワークである。別の表現によれば、私が

24 農協が「ＪＡネットワーク十勝」を組織し、多彩な

かねてより提起してきた「農業の６次産業化」
（１× ２

「ＪＡ事業補完機能」を発揮するのみではなく、ＪＡ

× ３＝６）の、農協を核とした推進である。その実践

ネットワーク活動を通して、十勝地域の農業および農

形態は、大分大山町農協、馬路村農協、三ヶ日町農

業生産者の活力を維持、発揮している（なお、詳細

協、そして富里市農協でそれぞれ異なり、特有な展開

は、別稿高田啓二「ＪＡネットワーク十勝の取り組み」

形態を示すが、本質的には同じである。

〈22 〜 28ページ〉を参照してほしい）
。
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ぞれの農協が、上記４農協と同じような活動を行いつ

記念講演を行ったが、そこで10年間を通して次のよう

つも、ＪＡネットワーク十勝という横のネットワーク活

な基本課題に取り組んできたことを報告した。

動を通して、より大規模な生産—加工—販売に関わる
戦略を構想し、実践していると私は捉えている。24 農

第１。ＪＡほど人材を必要とする組織はない。いか
に人材を増やし、その質と量をいかに高めるか。

協の主体性を生かしつつ、横のネットワークもつくり

第２。ＪＡは地域の生命線。その核心は、生産・販

上げることにより、生産者・組合員の利益を生み出す

売戦略の革新と向上を図り、食と農の距離をいかに縮

だけでなく、十勝全域の畑作、畜産農業の維持発展を

めるか。

図り、消費者、食料加工企業への供給力を高めている
のである。
このように考えてくると、ここ 10 年余にわたり
全国的に推進されてきた農協大合併の路線は何をも

第３。農業は生命総合産業であり、農村はその創造
の場である、という基本原則を踏まえ、ＪＡは地域農
村社会の中核となり、望ましい将来像を実現する努力
を積み重ねなければならない。

たらしているのか。一言で断ずれば、生産者・組合

第４。以上の課題を実現するためには、農協活動、

員、ならびに特色があった地域農業と農協とは大き

農協運動のイノベーション（Innovation）を、全力を

な距離ができ、離れてしまってきていると言わざる

挙げて推進しなければならない。それは次の７つの分

を得ない。それをどう修復するべきか。最後に、こ

野にわたる。

うした課題を改善しようと努力している、みなみ信

（１）人材革新

（２）情報革新

（３）技術革新

州農業協同組合の実践事例を掲げて、全国の大合併

（４）販売革新

（５）組織革新

（６）経営革新

農協の今後の指針としたい。

（７）地域革新

3．農協のあり方への私の基本スタンス

なお、イノベーションとは「革新」
「刷新」というこ
とであるが、
「創造的破壊」といってもよい。古い体

私はかねてより、自主的な研究会であるＪＡ−ＩＴ研

質、旧態依然たる活動、
「前例遵守」の行動などを全

究会の代表委員を務め、全国から優れた農協の役職

面的に見直しつつ、新しい時代を創造していくための

員の参集の下に、農協改革と農協活動の活性化に向け

農 協の本 来目指すべき活動や運動はいかにあるべき

た多彩な研究活動を進めてきた。このＪＡ−ＩＴ研究

か、ということを追求する学習と実践である。

会は、昨年秋創立10周年を迎え、また公開研究会は

以上のようなＪＡ−ＩＴ研究会における研究・実践活

実に30回を重ねることになった（この公開研究会の他

動の10年にわたる研 究成果なども踏まえつつ、先に

に、実践的マーケティング研究会も３回実施）
。

挙げた典型農協の活動の歴史とその成果を、以下素描

この研究会の10周年を記念して、代表として私は

してみたい注１）。

Ⅱ 大分大山町農業協同組合の実践━━その歴史と発展の核心は何か━━
『農協は地域でなにができるか』
1．
これは、長らく大分大山町農協の組合長を務め、後

の農業委員会会長に推され、さらに1954（昭和29）
年に農協組合長に推され、1987（昭和62）年までの
実に33年間にわたり、組合長を務めてこられ、農協

進に道をゆずった後も名誉組合長に推され、現在の大
分大山町農協の原型をつくられた矢幡治美さんの著書
のタイトルである注２）。矢幡治美さんは、占領軍による
公職追放令が解けた後、1951（昭和26）年、大山町
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注１）この項については、ＪＣ総研Webサイトの、今村奈良臣「所長の
部屋」
（http://www.jc-so-ken.or.jp/head.html）第207回（2011年12月
21日）など参照
注２）矢幡治美『農協は地域でなにができるか』家の光協会、1988年
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の本来持つべき理念、実践両面から、大分大山町農

町農協が刊行している、分かりやすく書かれた文献で

協の進むべき道を説かれ推進してこられた。もちろん

紹介しておこう。以下紹介する同農協の資料の抜粋を

この間、町 長も1955（昭 和30）年から1971（昭 和

読んでいただければ、現在推進している路線と合わせ

46）年にかけての16年間にわたって務められていた。

て、そのよって立つ歴史も理解していただけると思う。

そして農協組合長になられて提起した基本方針は、
次の９項目にわたるものであった注３）。
（１）高次元農業
（２）高利潤だから貯金運動をすすめよう
（３）購買品は安く仕入れて安く売る
（４）将来は加工事業をやる
（５）経営利益は村おこしのために使う
（６）休暇をとろう
（７）少量生産、多品目栽培（ムカデ農業）
（８）牛追放運動
（９）軽労働をめざす
以上が、農協組合長になられて最初に提起した路線
であり、課題であったが、この後、第１次ＮＰＣ運動
（詳細次ページ）──このなかで全国的に有名になっ
た「梅栗植えてハワイへ行こう！」というキャッチコ
ピーも打ち出される──から第３次ＮＰＣ運動へと、

◆大分大山町農協運営の理念
１．我々は一致団結して、豊かな活力ある農村づくり
に励みます。
２．地 球環境と生命体を大切にした生産と包装に取り
組みます。
３．生活者に評価される産品を開発し、新鮮で安全な
ものを提供します。
４．快適で文化の享受できる農村社会を興し、次世代
に引き継いでいきます。
５．世 界の町や村、そして都市と農村の交流の輪を広
げていきます。
◆大分大山町農協が目指す方向

1. オーガニック（有機無農薬）農業を推進します。

大胆な問題提起をしつつ、田畑狭小、立地条件の不

市 場では都 市 生 活 者の自然・健 康志 向から原 材

利という中山間地域大山町の振興路線を次々と提示

料、栽培方法、産地などにこだわった「オーガニック」

し、組合員の士気を高めつつ、農協の新路線を開拓し

産品が本流となりつつあります。そのような時代を先取

ていくのである。しかし、その詳細の全容を知るため

りした有機農産物の生産に取り組みます。

には、上記著書を読んでもらうしかない。必ず得ると

2. 消費者の求めている安心・安全・健康な食品の生

ころが多いと思う。

産をします。

私は郷里が大分県であるということもあって、矢幡

環境に負荷となる化学合成農薬、化学肥料、生産資

治 美さんには度 々お会いし、その薫 陶を受けてきた

材等の使用をやめ、農協で生産される有機肥料「オネ

が、矢幡治美さんの考え抜かれた発想、それに基づく

スト 250」
（有効微生物群が豊富なゲルマ酵素入り）

構想力、そして実践力は、なお現在の大分大山町農協

をふんだんに施用して、おいしくて元気な農産品を提

で生かされ続けているし、組合員の皆さん、さらには

供します。

農協職員にも浸透していると思う。

3. 時代に即応した流通の開拓を行います。

2．大分大山町農協の活動の歴史とその理念
矢幡治美さんの提起した理念やその実践した路線
は、現代においても脈々と引き継がれている。現在の

農産品をはじめとする食品の流通が大きく変わりは
じめています。青果市場、小売店等の動向を見ながら
「コスト削減を図った市場流通」を開拓していきます。

4. 高付加価値産品開発に努め、収益率の高い農業を

矢羽田正豪組合長の手によってまとめられている理念
や目指す方向、そして実践の実態について、大分大山

ＪＣ総研レポート／2012年 春／VOL.21

注３）同注２、27〜31ページ

縦のネットワークと横のネットワーク◆論説

11

めざします。

ズのもと、大山町が“農業の構造改革”というべき第

耕地に恵まれない大山産品は他産地のものとひと味

一次ＮＰＣ運動に取り組んだのは昭和36 年。耕地に

違った「こだわりの産品」でなければなりません。生

恵まれぬ山村の宿命として、土地収益性を追求、耕種

活者の方々が安心して食べられるもの、そして「感動

農業から果樹農業、さらに高次元農業へと転換をは

が残るもの」そのようなものには高い評価が得られます。

かってきました。この間、労働条件の改善にも積極的

5. 若者が継ぎたくなる快適農業を推進します。

に取り組み、軽労働、省力労働に適する作目を奨励、

「この町に若者が残るか」そのような魅力ある農業の

現在では、半日で農作業が終了する“週休三日農業”

開発が求められます。老壮青のバランスのとれた「親

を目指しています。梅・栗で始まったこの運動は、や

子三代農業」の実現が理想です。

がて、天候に左右されない施設や装置を利用した少量

6. 週休三日の余暇で文化の創造を行います。

生産多品目栽培、高付加価値販売へとすすみ一億円を

農村に暮らしていても都市のような文化的生活を享

超える産品が九品目と育ち、二次産業の加工、三次産

受できるようになれば……逆に「農村こそ真のパラダ

業の流通へと意欲的に取り組み大山ブランドを確立し

イス」理想的な生活圏となります。

ています。

年間労働時間1458時間（28時間／週）で実り豊
かな楽しい生活をつくり出してください。

〈Neo Personality Combination〉
1965年（昭和40年）

7. 都市と農村との交流事業をすすめます。
梅・スモモ・キノコ狩りツアーや市場関係者、生協
こ

第２のＮＰＣは豊かな人づくり運動です。

はな

新しい人格の結合体をめざそう、それにはまず豊か

の組合員、木の花ガルテン利用者等、都市生活者に

な心、教養、知識をもった人づくり「学ぶねがい」で

農村のもつさまざまな資源・生活・文化を紹介し、交

す。

流を深めながら「新鮮な農産品を提供」していきます。

第二次ＮＰＣ運動は、所得ばかりでなく、心も豊か
な人をつくろう！ という運動で、いろんな催しや行事を

◆ＮＰＣ運動の歴史とその理念

せっ さ たく ま

やる中から切 磋 琢 磨、お互い人間を磨き合っていこう

ＮＰＣ運動とは人が生きて、生活するうえで基本と

というものです。そのために、町役場には自学自習の

なる働くこと、学ぶこと、愛し合うことを理論的に表現

生活学園と 有線テレビが施設され、民度の向上を進め

し実行するものである。

ています。また、
“習慣づけ学習”として、恒例行事の

単なる物づくり運動ではなく物づくりにかける、大山
農民の意欲と力量と心の象徴的表現でもある。

各種イベントを催しています。農協は“体験学習”に
重点をおいて、住民に国内や海外研修旅行をすすめて

それは地域に伝えられてきた生活情報や技術を新し

います。ハワイ、中国、イスラエルと、それぞれ友好

い形で継承する文化運動でもあり、一次二次三次のＮ

関係を結び、親善交流を盛んにしています。また、国

ＰＣに枝や葉をつけながら、仲間と共に繰りかえし繰り

内はもちろん、海外からも友人が来訪し、民泊をして

ら せん かい だん

ふ

返し螺 旋 階 段を登るように、すこしずつ高めていく普
へ ん てき

遍的地域住民運動である。
第１のＮＰＣは所得追求の運動です。
〈New Plum and Chestnuts〉
1961年（昭和36年）

親交をあたためています。そのため、農協は無利子の
旅行ローン、無料のカルチャーバス、農業後継者への
育英資金を設けるなど、便宜をはかっています。
第３のＮＰＣは住みよい環境づくり運動です。

梅栗植えて農家経済の立て直しを図ったもので、
「働

〈New Paradise Community〉
1969年（昭和44年）

くねがい」が込められています。

大山パラダイスを築こうという遠大な目標です。大山

「梅栗植えてハワイへ行こう!」というキャッチフレー
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球環境と生命体に配慮した「愛のねがい」があります。
所得向上の目標が達せられ、豊かな心をもった隣人

「木の花ガルテン」の名前の由来について触れてお
きます。

に恵まれても、なお若者が大山にとどまろうとしないの

この年は、大阪花の万国博覧会が開催されていまし

はなぜか……。それは都 会に比べて文化、娯 楽、教

た。その中心に「咲耶木花 館」という大きなガラスハ

育、教養などの環境設備があまりに遅れているからで

ウスのテーマ館が建っており、中には何百種類もの世

はないか。田舎に暮らしていても都会のような文化的

界の花々が美しく桃源郷のように咲き乱れていました。

生活を享受できるようになれば……、逆に農村こそ真

現在も大阪鶴見緑地公園の中に残され、多くの人々が

のパラダイス、理想的な生活圏になる！ そう考えたと

参観に訪れています。

さく や この はな かん

ころからこの運動の取り組みが始まりました。そのため

咲耶木花館は、
「古事記」や「日本書紀」に記され

の環境整備をどうするか。まず、それぞれの生活行動

た神話に出てくる天神（瓊々杵尊）と国神（木花開耶

半径内に利用しやすい便利な文化生活施設が集積され

媛）の中からつけられたと聞き、よく調べていくと、こ

ていなければダメだ、ということから、大山を八つの

の木花開耶媛の父は大山 祇 命となっています。同じ大

文化生活団地に分けています。五分ぐらいの時間で用

山の名が気にいりました。 そして、 木 花 開 耶 媛は、

が足せる距離を生活行動半径としたエリアで、ここに

瓊々杵尊と結婚し、山幸彦・海幸彦という神様をお産

それぞれ文化生活施設を集積していこうという考えで

みになっています。

あまつ かみ

に に ぎ の みこと

くにつ かみ

こ の は な さく や

ひめ

お お やま つみのみこと

やまのさち ひ こ

うみのさち ひ こ

した。そうして施設をそつなく活用し、楽しく暮らすた

そんなことから豊かな生 産をもたらす木 花 開 耶 媛

めにコミュニティ活動をすすめ、運命共同体としての

と、イスラエル研修（昭和50 年）の帰りにドイツで

注４）

親密感情の復元につとめています

。

見た市民農園クラインガルテンから命名しました。都
市に住む人たちと生産者が直接触れ合う交流の場です。

3．木の花ガルテンの開設

20 年が経ちます。成人式を迎えるといったところで
す。木の花ガルテン事業もまわりを取りまく環境が大

通常、木の花ガルテンと呼ばれているが、正式名称

きく変化してきている今日、今迄と同じ考え、同じ進め

は「農業者によるバザール 木の花ガルテン」というこ

方では取り残されます。更に進化、発展していくため

とになっている。この木の花ガルテンが開設されたの

には、大人の考え方に脱皮する必要があります。

は1990（平成２）年、７月７日の七夕の日だったとい

少し時代を戻し、開所当時から振り返ってみます。

う。今から実に22年前のことで、農産物直売所のトッ

大山の農産品は、厳選した規格品でどの産品も卸売

プランナーであったと思う。

市場では、他産地のものに比べ高い値がついて販売さ

木の花ガルテンの由来について、矢羽田正豪組合長

れていました。しかし、そのような規格品の生産まで手

の「組合長エッセイ」が手元にあるので引用、紹介さ

が届かない高齢者や、乳児をかかえた若妻の方々でも

せていただくことにする。

つくれるものがあると思い、出荷を呼びかけました。
お

い

とにかく栽培するのは、農家の人だから「一番美 味
と

き

「農業者によるバザール 木の花ガルテン」は、平成

しい収穫の時季を知っている」と思い、その一番美味

２年７月７日の「七夕さま」の日にオープンしました。

しい時季を待って収穫して出荷をして下さいとお願いし

暑い盛りで、植栽したメタセコイヤ、桜、楠、ユリ

ました。

ノキ、南京ハゼ等、枯らさないよう水やりが大変でし

一般の市場流通は、お客様の口に届くのは早くて３

た。お陰さまで今日では、大木となり春夏秋冬に その

日、遅くなると７日ほどかかりますので、おのずと早採

姿を変え、ここちよい自然の雰囲気を提供してくれてい
ます。
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つ い じゅく

りして出荷、冷蔵庫での追 熟となります。それでは、

にする。

買われた方は満足しません。
お客様の口に届いたとき、
「何と美味しいものか」と

第63期通常総会業務報告書の巻頭に記しましたよ

感動を与える事が出来るのは完熟の朝採り、新鮮なも

うに「農林漁業等の６次産業化の促進に関する法律案

のです。この出荷方法なら、買われたその日の昼又は

（６次産業化法案）
」が本年３月１日より完全施行とな

夜にはお客様の口に入ります。そんなことをお願いし、

りました。６次産業化とは生産者自らが販売に取り組

出荷シールを作りました。

み、付加価値を付けることで農家や農村の所得向上に

ひとつひとつの産品に出荷者名、品名、出荷月日を

つなげる取り組みです。

記入してシールを貼ります。赤いシール100円、黄色

「６次産業化」という言葉を最初に使いそれを理論

200円、緑300円、それ以上の価格は100円単位で

化したのは東京大学名誉教授の今村奈良臣先生です。

500円とか1000円といったように自分で価格が記入

先生は、
「６次産業」という概 念は私たち大山町農協

できる白いシールを作りました。それは、買われる方が

の事業活動を見ることによって発見したと話しています。

ひと目みて色で価格が判別できることとレジ係が間違

先生は今から21年前、農協が起ち上げ推進してい

いなく簡単に計算できる為のものでした。今は、バー

た農産物直売所「農業者によるバザール木の花ガルテ

コードで光を当てるだけで計算は自動で出来ます。そ

ン」とそこへ出荷する農家の方々の活動をつぶさに調

して売れ残った出荷産品は自己責任で引き取らなけれ

査分析していく中で「農業の６次産業化」という理論

ばなりません。当時はまだひとつひとつの農産品に出

を全国で初めて提唱したのです。

荷月日、生産者名が記入されている時代ではなかった
のです。
実際、生産者も面倒なことと言いながら売れるかど
うか半信半疑と、期待半分のようでした。

がい ねん

た

当初は、
「１次産業＋２次産業＋３次産業＝６次産
業」という足し算の考え方でしたが３年後には「１×２
×３＝６」という掛け算へと変えています。その理由と
すい たい

して農業や農村が衰退してしまっては、０×２×３＝０

しかし、このような木の花ガルテンの取り組みは、

となって６次産業の図式は成り立たなくなるからです。

農産品流通に大きな風穴をあけたのではないでしょう

農業、農村に夢や活力が生まれ、元気が出てこそはじ

か。出荷者の皆さんは真面目に適正な価格で出荷を続

めて６次産業という宝の山の理論が成り立つことを忘

けた為、段々と人気が出てきて、お客様も増え出荷量

れてはならないでしょう。第２の理由として６次産業が

も増し、売上げも伸びてきました。そして、お客様の来

本当に成功を収めるためには１次産業、２次産業、３

るのをただ待つだけでなく、お客様の待っている都市

次産業の単なる寄せ集め（足し算）では不充分で、１

への出店を思いはじめました注５）。

次、２次、３次産業の有機的、総合的な結合（掛け
算）をはからなければならないというものです。

4．農業の６次産業化

近年の農業は食料原料のみを生産担当し、２次産業
的分野の農産物の食品加工は、食品製造企業にとり込

木の花ガルテンが開設されて数年たったころだと思

まれ、さらに３次産業分野である農産物の流通、農業

う。私は大山町と大分大山町農協を訪ね、数日間泊ま

農村にかかわる情報サービス、観光なども、そのほと

り込んで農村実態調査をしたことがある。その調査の

んどは卸小売業、情報サービス産業、観光業といった

なかで、大分大山町農協の実践しているなかから「農

企業にとり込まれています。これらの分野をすこしだけ

業の６次産業化」ということを考えついた。そのこと

農業へと取り戻して収益率の高い農業に組み立て直そ

を矢羽田正豪組合長が 2011年７月の「組合長エッセ
イ」で書いてくれているので引用させていただくこと

14
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季」を知り尽くした出荷者たちの「農業者魂」が込められている

又先生は論文の中で「大分県の農協は多額の固定
負債処理などで全国の支援を得て、一部の農協を除き
県域の大分県農協へと大合併したが、大山町農協はこ
れに加わらず、独自の農業本来の道を歩み、全国の６
こう さい

次 産業化のトップランナーとしての光 彩を放ってい
る。皆さん農協は何をなすべきか、大山町農協を見て
改めて考えてみようではありませんか。
」と問題提起を
しています。
私たち大山町農協の取り組みは先生により「６次産
業化」という新しい言葉で理論化されました。それを
基本として日本の国家が法律を定めたのです。私たち
が進んできた方向は間違ってはいなかったということで

【写真】木の花ガルテン第１号店の大山店。
「農産物が一番おいしい時

うというのがこの農業の６次産業化なのです。

はないでしょうか。これからも自信と希望を持って前進
して行かなければならないと考えています。２年続いた
すもも

不作の梅、李も今年は豊作のようです。梅は李と違っ
てそのまま食べるものではありません。加工が必要で
す。加工には梅干漬、梅酒、シロップ漬、ジャム等が
ありますが家庭で加工する消費者が激減して生梅の青
果販売が極端に減少しています。今、私たちは収益率
の高くなる生産、加工、販売に力を入れ、６次産業化
への更なる挑戦を続けるときであると考えます。今 秋
には４年に１度の全国梅干コンクールが待っています。
今 回は市、県のご理解とご協力を得て後援と市 長
賞、県知事賞も別途用意されます。おおくの方々が出
品をされ参加されますことを期待しています注６）。

【写真】休日ともなれば、レジの前には行列ができる。採れたて野菜
はもちろん、出荷者たちが工夫をこらした加工品も数多くそろってお
り、人気を集めている

5．木の花ガルテンの発展
木の花ガルテンは前述したように今から22年前の
1990（平成２）年７月７日に開店した。その年の売り
上げはわずかに6800万円にすぎなかったが、年々売
り上げを伸ばし、1993年３億 4500万円、1998年７
億 3900万 円、2003年13億6000万 円、2009年15
億5900万円と一貫して右肩上がりになっている。
このように売り上げが伸びた要因と背景には、出荷

【写真】木の花ガルテン大山店にある「オーガニック農園」
（レストラ
ン）
。子どもからお年寄りまで誰の口にでも合う100種類もの「農家も

注６）同注５、№478（2011年７月）
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者数の増加と販売先、つまり消費者・購買者の増加が

◆大分大山町農協の「農協本来のなすべき仕事」の

不可欠である。

姿を学んでほしい

まず、出荷者（生産者）数について見ると、上記と同

大山町は山また山の山峡の町で平坦な農地は極めて

じ時点で、210人、726人、1650人、2342人、3480

少ない。1961（昭和36）年に「梅栗植えてハワイへ

人と大幅な伸びを見せている。

行こう！」という世の中を驚かすような斬新なスローガ

他方、消費者・購買者が増加した理由は、大山町の

ンを掲げ、青少年や女性を鼓舞する運動から始まり、

本店だけでなく、消費人口の多い日田市、大分市、福

全国有数の梅干しの産地になった。そして、山峡の町

岡市などへと、木の花ガルテンの直売所（支店・イン

という立地条件、資源制約の不利を逆手に取って、多

ショップ）を広げていったことである。支店は日田市

彩なキノコとその加工品、クレソンやハーブ、多彩な

に１店、大分市に４店、福岡市に２店、別府市に１店

野菜や山菜、その加工品、ブドウや栗、ゆずやその加

となっている。

工品など、徹底した有機農法を早くから推進、実践
し、山村という不利な条件を逆手に生かし先進的な活
動を進めてきた。もちろん、個人だけではできない基
盤となる施設などは農協が整備し運営している。
キノコ培養施設・工場８カ所、堆肥工場２カ所、加
工場１カ所、さらに先に述べた輸送用の保冷車など、
生産者・組合員の営農・加工・販売活動を支える基盤
となる施設を農協が支えているのである。
大分大山町農協は、正組合員数 639（内法人３）
、
准組合員数 233という小さな農協で、創立以来合併は
せず（市町 村 合 併で大山町はなくなり、日田市に統
合）
、小粒だがピリリと辛い本来の農協らしい農協とし

【写真】2010年４月に福岡市内にオープンした、木の花ガルテンもも
ち浜店。放送局の１階という立地から、売れ筋商品はできたての弁当
類。１日に160食を売り上げる

て、組合員は意気盛んで、消費者にも喜ばれる優れた
活動を実践している。全国のＪＡ関係者の皆さん、ぜ
ひ見習って、自らの活動に生かしていただきたいと思う。

木の花ガルテン本店の車庫には大型保冷車が整然
と並べられていた。この保冷車に、朝８時までに生産
者・出荷者が自発的に決められたスケジュール（品
目・行き先など）に従って積み込み、決められたルー
トに従って木の花ガルテンの各支店に配送されていく
のだという。
消費地の各支店に来る消費者は木の花ガルテンの
ファンが多く、品 物が着くのを待ちわびている状 況
で、午後になると特に生鮮品はどの支店でも売り切れ
てしまうという。そこまで、木の花ガルテンは大都市
の消費者に定着してきているということを私はあらため
て痛感した。
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【写真】都市生活者と農業者の交流の場として、大分大山町農協が整
備を進めている「木の花ガルテン・五馬媛（いつまひめ）の里」
。古代
米収穫祭などの催しには、大分市内などから多くの都市住民が訪れる
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Ⅲ 高知県馬路村農業協同組合の実践━━山峡の村にはゆずしかなかった━━
1．初めて馬路村を訪ね、全国表彰に値すると痛感した

の審査委員という立場でなく、農村調査を行う一介の
研究者として、あの条件不利の立地のなかでさらなる

私が初めて馬 路 村と馬 路 村 農 協を訪ねたのは、

展開を遂げている馬路村農協をどうしても訪ねたくな

1994（平成６）年の暮れも押し詰まったころ、朝日農

り、また、馬路村農協のリーダーとして輝いていた東

業賞の中央審査委員の1人として現地審査で訪ねた折

谷望史専務（当時）に現地で会いたくて訪ねた。その

であった。高知龍馬空港から安芸市を通り、左折して

折に私の書いた一文をまず紹介しておきたい。

安田川の峡谷をさかのぼること約２時間、右側のはる
か下を流れる安田川の激流を眺め、左側に旧森林鉄道
の線路跡やトンネル跡を見つつ、やっと馬路村の家並

天の機、地の利、人の和

みが遠望できるところにたどり着いた。村の入り口の

11年ぶりに馬路村を訪ねた。安田川の清流、天空を

一等地ともいえる平地は、営林署の貯木場になってい

切り取る山並み、そして家々のたたずまいなどは全くと

て、大小多彩な杉丸太がうずたかく積まれ、案内され

言ってよいほど変わっていなかった。変わったことと言

た農協の事務所はさらに路地のような道を通った貧弱

えば、営林署が撤退し、その事務所が農協の本所に

な建物であったと記憶している。

なったこと、貯木場跡に新加工工場が建設中であるこ

事前に提出されていた書類は熟読していたので、そ

と、道路が若干改修されたことなどにすぎない。

の記述に沿って、なぜ生ゆずで売らずに加工して販売

初めて訪ねたのは、朝日農業賞の審査委員としてで

しているのか、どういう販売方法を採っているのか、

あった。馬路村農協は全国表彰の栄誉に輝いた。東谷

消費者の心をつかむためにどういう製品開発に努力し

望史専務は、その頃は営農販売課長として農協を一手

ているか、販売方法の改革はどうしているか、またゆ

に背負っていた。

ずの生産指導はどうしているか、生産者にいかに収益

小さな未合併の馬路村農協が成功を収めてきた理由

を還 元しているか、ゆずの生 産 拡 大の見 通しはある

は何か。全国の農協の将来にとって何を提示している

か、などなど多岐にわたる質問が、当時、営農販売課

か。馬路村農協の20余年にわたる活動を３点に集約

長をしていた東 谷 望 史 現農協組合長に、審査委員の

した。熟考を促したい。

とう たに もち ふみ

皆さんから浴びせられたことを思い出す。そして、当

第１、
「天の機、地の利、人の和」
。馬路という峡谷

日は残念ながら大雨で、ゆず栽培の現場視察は容易で

山村に天が与えてくれたものは、樹齢100 年に象徴さ

はなかったので、せめて「百年のゆず」という銘木だ

れるゆずしかなかった。そのゆずも隣接市町村やＪＡと

けでも、ということになり雨のなかを苦労して視察した

は異なり、生玉で市場出荷できるような品質のものはき

ことを覚えている。

わめて少なかった。急傾斜地で人手も足りず、要する

こうした現地審査を終え、東京の中央審査会で多数

に自然栽培であった。これを生かし、搾汁する、皮も

の候補地のなかから受賞が決定し、馬路村農協は晴れ

種子も加工して丸ごと生かす。不利を有利に変える。

て、1995（平成７）年の朝日農業賞全国表彰の栄誉

東谷課長を中心に職員一丸となって加工・販売戦略を

に輝いたのである。

着実に進めてきたのである。天をうらむな、地の不利を

「天の機、地の利、人の和」
2．
━━２度目の馬路村訪問で考えたこと━━
その後、11年ぶりに馬路村を再訪した。朝日農業賞
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プされるなど、訪れる人をわくわくさせるような演出

起であった。いかに加工し、販売し、付加価値を殖や
し、組合員・生産者のフトコロを温めるか、ということ
である。10余年前、この構想が私の頭の片隅に芽生
えはじめていたが、馬路を訪ね、その実情をつぶさに
観察する中から、農業の６次産業化路線を全国に提起
する自信が生まれたのである。馬路村農協や東谷専務
は、そういう意味では私の先生である。
第３、
「計画責任、実行責任、結果責任」
。
「農協の
もち

作る計画は絵に描いた餅に過ぎない」とこれまでよく
批判されてきた。しかし、馬路村農協の活動の軌跡を

【写 真 】
「ゆずの森」のエントランス。夕方になると小道がライトアッ

６次産業のことであり、私が最初に世に問うた問題提

つぶさに調べると、計画責任、実行責任、結果責任に
ついて徹底して明確にしてきたと言うことができる。加
工を始めだした昭和56 年の売上げは3400万円だっ
たのが、今では30 億円弱。農協職員80人、生産農
家170人で実現しているのである。一人ひとりが徹底
して自己責任の原則に立脚している。馬路でできたこと
は、他の条件有利の所でできないはずはない注７）。

3．３度目の馬路村の訪問
今年（2012年）１月、３度目の馬路村の訪問をし
た。前２回の訪問の折と変わったことを初めに指摘し
ておくと、次の諸点である。

【写真】馬路村農協が新たに開墾を進めている「朝日出山ゆず園」
。コ
ンクリートではなく切り出した石を積み上げるなど、景観を重視して
造成している

などが後を絶たなくなったための対応策でもある。

（１）馬路村農協の事務所が旧営林署の事務所跡に完

（４）ゆずの加工品需要の増大のための原料ゆずの増

全に引っ越し、朱色の外壁、明るい室内の広々とした

産、ならびにゆずの生産者として、外部からの移住を

事務所になっていたことである。

希望する人が増えてきたため、農地の開墾・造成を始

（２）旧営林署の貯木場跡を活用して、ゆずの森加工

めていることである。農地を造成するとしても急傾斜

場ならびに化粧品製造工場が完成し、駐車場ならびに

の林地しかない馬路村では、ＪＡ出資法人「ゆず組

散策できるゆずの森公園ができたことである。工場の

合」を2008年に設立し、急傾斜地に農地造成を行っ

特質などは後で述べる。

ている。まだ完成しているのは２haほどで、1.5haには

（３）安田川を見下ろせる景観のよい、農協事務所に

ゆずの木を新植し、そろそろ実を付け始めたという。

隣接する場所に、農産物直売所やパン工房などがで

その造成地の一部を視察したが、可能な限り道を広く

き、憩いの場もできたことである。これは、馬路村が

取り傾斜を緩やかに、コンクリートを使わずに切り出

ゆず加工品で全国に知られるようになり、視察の団体

した石を活用し、景観を考え石積み工法をしていた。

注７）
『農業協同組合新聞』2005年８月15日号より転載。なお、私が
農業協同組合新聞に書いてきた記事は、
（社）農協協会常任理事佐々木
昌子氏より転載の許可を事前にいただいている
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（５）さらに大きく変わったことは、農協職員にも村の
外から希望者が増えてきていることである。７年前か

にわたって整理したのが次に掲げる1965（昭和40）
年以降の年表である（表）
。

ら農協職員も、それも将来の幹部になりそうな人材を

1965年には年表にあるようにわずか10人ほどの篤

採用していることである。今回お会いした３人の職員

農家が、ゆずの「栽培」を始めた。それまではゆずの

（男性２人、女性１人）はいずれも高知大学などでの

木はあっても放置されたような姿で、自給用で「栽培」

専門的な分野の専攻を生かすような配置になっていた
ように思う。

4．馬路村農協とゆずの歩み
馬路村農協の歩みとゆずの歩みを、この半世紀近く

という域ではなかったという。
しかし、生玉の販売は伸びなかった。近隣の安田町
や北川村の古くからのゆずの産地では生玉がよく売れ
ていたというが、馬路村のゆずは、いわば「自然栽培」
の形であったため、姿、形の見栄えが悪く売れなかっ

【表】馬路村農協とゆずのあゆみ
年
活動内容
1965（昭和40年） 10人ほどの篤農家が栽培に入る。その後、年ごとに栽培が増える。
1970（昭和45年） 農家が搾った「ゆず酢」の取り扱いを農協が始め、併せて玉出荷にも取り組む。
1975（昭和50年） 最初の集出荷施設（668㎡）が完成、搾汁を始める。玉出荷は伸びず。
小さな釜を買ってゆず皮の加工を始め、ゆず皮の佃煮「ゆず風味」を発売（加工品
1979（昭和54年）
第１号）
。
神戸大丸に宣伝販売に出向く。村出身の係長がいたために運よく売れた（１週間で
1980（昭和55年）
123万円）
。
1981（昭和56年） 取引先もなく、
「ゆず酢」の産直販売を手探りで始める。
1982（昭和57年） 生産が増加し工場と搾汁機を増設。物産展参加が増える（年間６回程度）
。
1983（昭和58年） 生産面積が増加、豊作でゆず玉の価格が下落し加工用主体の生産になる。
加工品の開発販売に取り組むが、設備投資がなかなかできない。
「ゆずジャム」
「ゆず
1984（昭和59年） 味噌」発売。
産直販売が軌道に乗り始め、農家に支払う代金が安定し始める。
1985（昭和60年） ゆずの濃縮ドリンク「ゆずの園」を発売。ギフト商品づくりにも入る。
1986（昭和61年） ポン酢しょうゆ「ゆずの村」発売。少し売れ始める。
1987（昭和62年） ストレートドリンク「ゆずの村」を発売。少し売れる。
アークデザイン研究所とデザイン・広告などで、年契約を結ぶ。
「ごっくん馬路村」
1988（昭和63年）
を発売。
産直販売にコンピューターを導入し、商品発送・代金管理事務が楽になる。
1989（平成元年）
ゆず加工品の売り上げがやっと1億円を超える（生産者に特別配当を始める）
。
1990（平成２年） 売り上げが２億円を超え、販売事業が軌道に乗り始める。

村と農協の出来事

馬路温泉がオープンする。

造林木加工場完成（馬路村林材加工協同組合）
。

ポン酢しょうゆ「ゆずの村」が「日本の101村展」で
大賞を受賞。
馬路村施行100年を迎える。
「ごっくん馬路村」が「日本の101村展」で農産部門
賞を受賞。
おらが村心臓やぶりのフルマラソンが始まる。

1991（平成３年） 中元・歳暮が売れ始め少ない職員で製造・発送に苦労が続く。
1992（平成４年） ゆず生産の拡大のため、ゆず苗に半額助成と馬路村に指定寄付を始める。
新しいゆず加工場完成（1921㎡）
。ゆず加工品の売り上げが10億円を超える。
「ゆず
1993（平成５年）
ゼリー」発売。
1995（平成７年） ゆず皮乾燥技術の研究に取り組む。
「ぱっと馬路村」発売。
ゆず皮残渣（ざんさ）の処理のため堆肥センター（2599㎡）と、ゆず皮乾燥施設
1996（平成８年）
（250㎡）完成。
1997（平成９年） 29種類の絵柄の「ゆず湯」発売。
1998（平成10年）「ゆず茶漬け」
「ゆず昆布茶」
「ゆず漬け」発売。売り上げが20億円を超える。
1999（平成11年） 東京吉祥寺にアンテナショップ「高知屋」オープン。
2000（平成12年） 平成５年に建設した加工場が手狭となり、搾汁工場などの新工場計画が始まる。
2001（平成13年） ゆずの有機栽培に取り組む。
「ゆず胡椒」
「ゆず一家」発売。
2002（平成14年） ゆずの森構想が始まる。旧馬路営林署の貯木場跡地を購入。
旧馬路営林署に本所移転。新搾汁工場（1491㎡）完成。ゆずの森パン工房、ゆずの
2003（平成15年） 森直売所オープン。
エッセンシャルオイル発売。
2004（平成16年） 旧馬路営林署みやま寮を購入し宿泊施設として活用を始める。
2005（平成17年） ゆず加工品の売り上げが30億円を超える。馬路村に指定寄付5000万円。
「ゆず茶」発売。
2006（平成18年） ゆずの森加工場が完成する（4495㎡）
。

朝日新聞主催・朝日農業賞受賞。
馬路村ふるさとセンター
「まかいちょって家」オープン。
役場新庁舎完成。
安芸広域農協合併に不参加。
高知県地場産業特別功労賞受賞。エコアス馬路村設立。
高知県報道14社選考による龍馬賞受賞。

サントリー地域文化賞受賞（副賞200万円）
。
馬路村が市町村広域合併不参加。
15戸の農家が有機ＪＡＳの認定を受ける。
日本ＤＭ大賞通信販売部門銅賞受賞。
中学社会科の教科書（教育出版）に馬路村の取り組
みが掲載。

2010（平成22年） 化粧品製造工場の操業（452㎡）
。
資料：馬路村農協資料
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主役を務めるのは馬路村の子どもたち

いわれている。
そのなかで、ゆずの皮をつくだ煮にした「ゆず風味」
を加工品第１号として作った。
このつくだ煮や「ゆず酢」の販売のため、阪神、神
戸などのデ パートの催事に合わせて出張 販売するな
ど、農協としては販売に全力を挙げていたが、必ずし
も大きな成果は上がらなかったという。当時、販売の
先頭に立って活動していた東谷望史現農協組合長は、
「デパートの催事場の隅に立って、まるでテキ屋のよう
な呼び込み、試食をしたものの、なかなか売れません

【写真】村の元気がまるごと伝わる「ごっくん馬路村」のポスター。

たので、搾汁して「ゆず酢」で売るしかなかった、と

でした」と述懐している。
そういう苦労の連続のなかで、1988（昭和63）年
に開発した「ごっくん馬路村」という飲料が大当たり
することになる。
この「ごっくん馬路村」を作るに当たって東谷望史
組合長に当時を振り返って聞いたことがある。

出来上がった。
この「ごっくん馬路村」の中吊り広告を羽田空港へ
行くモノレールで見たという記憶がある。
「お兄ちゃん

もり

帰ってくる言うたやいか」
。手に銛と

網を持ち、水中メガネを頭にかけたランニング姿の少

「冬場の商品の核が鍋用のタレ『ゆずの村』なら、

年が、安田川の清流とあふれんばかりの緑の山を背景

夏に何を売り出すべきか考えた。ジュースというのが

に口をぐっと真一文字に結んでにらみつけている顔立

当然まず浮かんだが、ただ濃縮した搾った汁を自分で

ちのポスターであった。土佐弁丸出しのこの少年のせ

薄めて飲むというのは、いろいろと売られてはいるも

りふが、上に書いたキャッチコピーで、その迫力ある

のの、なかなか面倒で売れてはいない。子どもたちに

文字が写真の上に大きく躍っていた。

安心して手軽に飲んでもらえるものはないかといろい

しかし、農協が開発した「ごっくん馬路村」は片隅

ろと考えた。ここには安田川の清流の水とゆずの搾り

に小さくあり、
「コツコツがんばる馬路村農業協同組

汁はある。これにハチミツを加えて、すぐ飲めるジュー

合」は小さな文字で脇の方にあった。

スは作れないか」
このように考えて、自分の２人いる子どもたちに飲
ませてみる実験から始めたという。
「子どもたちは正 直だから、うまい、まずい、飲め

朝日農業賞の現地審査の時には、当然のことながら
この中吊り広告のことについても、その経緯を聞いた
ことは言うまでもないが、ほぼ上記に述べたとおりで
ここでは省略する。

ん、とはっきり評価を下す。完成品の開発まで半年か

「ゆずの村」や「ごっくん馬路村」は、西武百貨店

かって、だんだんゆずの汁を薄くしていったら、これ

の「日本の101村展」で大賞や農業部門賞を受賞して

が良いというものができた。大人に試したら『これは

いる。

二日酔いの朝にえいわ』など好評を得た」
その後、小ぶりの広口ビンで製品にする、ラベルの

また、その他 数 々の受 賞もしているが、それは19
ページの年表を見ていただきたい。

デザインを株式会社アークデザイン研究所の松崎了三

そして強調しておきたいことは、馬路村農協が多面

氏・田上泰昭氏コンビの提案のもと斬新なものにす

的な新製品の開発と販売戦略の推進を主体的に行って

る、そして「ごっくん馬路村」という破天荒なネーミ

いるが、そのなかで「馬路村」という地域を丸ごと売

ングにするなどして、爆発的な売れ行きのドリンクが

り出すという姿にここ20数年の間に大きく舵を切って

20
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同じ路線をとっている。

5．すばらしいゆず加工工場
ゆずの森加工場は先に述べたように、2006（平成
18）年に、また化粧品の製造工場は2010年に、いず
れも旧営林署貯木場跡地に完成、操業を始めるが、い

施設であり、外観だけからは工場とは見えない姿で、
周囲の雰囲気にマッチしたものであった。
詳細は省略するが、ゆずの森加工場の１階の半分強
が「ごっくん馬路村」などのドリンク類の製造工場
で、半分弱に出荷・配送などのラインが整備されてい
た。もちろん、ゆずの搾汁原液などの保管はこの工場
のみではできないので、村内の搾汁工場で搾り冷凍し
たものを、高知市などの冷凍倉庫に委託保管してい
路村の「心」がたっぷり詰まっている

工を行っている。
２階の半分は、電話、ファックス、インターネット
などで注文を受け付けるコールセンターときれいなオ
フィスになっており、また２階の残りの部分には、研
究室やデザイン室などが設けられ、工場の見学コース
もガラス張りの２階から眺められるようになっていた。
ドリンク以外の加工品は、旧農協敷地を改装した工
場で作っているとのことであったが今回は見る時間が

はいまや 種類を超える。すべての商品に馬

る。そして必要な分をこの工場に運び込み、飲料の加

までのプロセスを、順を追って見ることがで

きる

中心に特産の木材をふんだんに使った非常に心休まる

50

【写 真】加工場の２階からは、製造から梱包 【写真】馬路村農協がプロデュースする商品

ずれもコンクリートの無粋な建物ではなく、杉の木を

【写真】木造りで温かな雰囲気のゆずの森加

客がくつろげる空間になっている

の場合も、また後に述べる三ヶ日町農協の場合もほぼ

工 場。 単なる工 場ではなく、 視 察 者や観 光

いる、ということである。先に述べた大分大山町農協

なかった。
現 在、製造している品目は実に50 種という多数に
及び、販売については、電話、ファックスなどによる

村農協はそういう意味で「製品」だけではなく「地域」
と「心」をつくり売っているのである。

直接注文分が半分、残りが卸企業などを通じてデパー

安芸広域農協合併の話が1998（平成10）年に持ち

ト、スーパー、コンビニエンスストアなどへ流されて

かけられたが、一言の下に断り、また2004 年に馬路

消費者に届けられるという。

村に市町村広域合併の話が持ち込まれたが、これも

利益は当然のことながら、直接注文による方が大き

断っている。

くなるようだが、そういう意味でも「馬路村」を全国

平成の市町村合併や農協大合併は何をもたらしてい

に売り出したことが、全国の消費者の心をつかんでい

るか、あらためて実践的にも理論的にも再検討の必要

るのではないかと痛感した。
「モノ」だけではなく「地

があることを馬路村はわれわれに教えてくれている。

域」や「景観」
、そして「心」ではないだろうか。馬路
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ＪＡネットワーク十勝の取り組み
た か

だ

帯広市川西農業協同組合 営農振興部長●高田

け い

じ

啓二

1. 十勝地域の概況
十勝地域は北海道の東部十勝平野に広がる地帯で
耕地面積 25万ha、農家戸数 6120戸、１戸当たり約
42ha、主業農家は85％を超える5238戸でＥＵ規模
の大型畑作・酪農の盛んな地域です。現在、十勝には
24のＪＡがありますが、全国のＪＡ数 711、全道109

【表１】十勝地域の農業とＪＡの概要
項
目
1963年 2000年 2010年
農家戸数（戸）
20,534
7,582
6,120
農地面積（ha）
220,200 258,800 255,200
平均規模（ha）
10.72
34.13
41.70
ＪＡ数
29
26
24
ＪＡ従業員数（人）
2,143
1,809
1,569
札幌市

十勝地域

（2012年２月１日現在）と比較すると、ＪA合併があま
り進んでいない地域であります。

2. 組織再編の契機
今から半世紀前の1960年代初め、大豆などの輸入

織再編を進めていこうということとなりました。当時系

自由化により十勝の畑作は大打撃を受け、離農旋風が

統組織ではすでにホクレンにより馬鈴薯澱粉、てんさ

吹き荒れました。組合員数が激減し、地域農業の再編

い製糖事業への参入が進められておりましたが、酪農

とＪＡ組織改革が求められたので、1964 年当時、今

関係、さらに小麦、ジャガイモ、野菜などの農産関係

後の十 勝のＪＡ組 織のあり方が真 剣に検 討されまし

事業で組合間事業提携が進められていきました。

た。
「ＪＡが農民にとって有利で便利で親しみやすい存
し れつ

在でありながら、厳しい社会経済下で熾烈な競争に耐
え得るだけの充 分な力を持つ健 全な企 業 体になるこ
と」を組織近代化の狙いと定め、それに向かった組織

ば れい しょ でん ぷん

【図１】十勝地域の農家戸数と農業生産額の推移
25,000

5,000

（戸）

20,000

となるための現状と課題が『農協組織近代化に関する
調査研究』
（全180ページ、1965年発行）としてまと

（万円・
億円）

輸入自由化による
価格暴落で離農が増える
十勝の農家戸数
（戸・左目盛り）

15,000

4,000

１戸当たり農業生産額
（万円・右目盛り）

3,000

められました。十勝が大同団結して１ＪＡとなり、資
本金18 億円､ 従業員数 2100人、年間取扱高300 億

10,000

円、当時の大企業中堅クラスの規模、１県レベルに相
当する巨大なＪＡを構成した場合に組合員に強力な支

2,000
十勝の農業総生産額
（億円・右目盛り）

5,000

1,000

援を行えるか、という論点で試算・検討した資料でし
2010
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2000

1995

1990

1985

1980

1975
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1965

も多く、まずは実行可能な事業統合を推進しながら組

0

1960

たが、いきなり1ＪＡへの大変革は予測不可能な部分

0
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【図２】農協間事業提携
当時29JA

新得町

ＪＡ間
事業提携

足寄町
足寄開拓

上士幌町
鹿追町

熊牛
御影
清水

芽室町

士幌町
高島

音更町

帯広

本別町

中間合併

木野

利別

広域中ブロック案

池田

札内

広域大ブロック案

十勝1JA

陸別町

浦幌町

幕別町
豊頃町

大正
川西
中札内村

更別村
忠類村
大樹町

地理的位置での区分
環境、風土、作型では
区分が難しい

広尾町

3. 1960年以降の主な組合間事業提携（共同事業）の進行状況
地区でも参加の動きが出て、根釧地区、北見地区、宗

（１）酪農関係（牛乳）

谷地区にも工場を設け、さらには首都圈にも製造拠点

当時の牛乳・乳製品は明治、雪印、森永などの大手
乳業メーカーが製造・販売を行い、生乳価格も乳業
メーカー主導で決められていました。困窮する酪農経

を設けて今日のよつ葉乳業となりました。
（２）ジャガイモ・澱粉

営を再 生 産できる水 準にしていくためには乳 業 メー

ジャガイモの共同事業は1960年、ＪＡ士幌町が中

カーの言いなりではなく、酪農家が自らの手で製造・

心となり十勝北部５ＪＡで設立した士幌馬鈴薯運営協

販売を行って商業利潤を還元したいと、十勝管内８Ｊ

議会が端緒です。ＪＡ士幌町では1946年､ 戦後復興

Ａが中心となり1967年、北海道協同乳業を設立しま

の新制農協が誕生する前の産業組合時代に商業利潤

した。その後、この事業は全道でも注目され、道内他

の組合員還元を目指し、澱粉事業を始めました。これ

【表２】よつ葉乳業設立後の推移と現状
1967年
1973年
1974年
1984年

よつ葉乳業設立後の推移
十勝管内８ＪＡが北海道協同乳業（現
よつ葉乳業）設立、十勝工場 操業
根釧工場 操業
オホーツク北見工場 操業
宗谷工場 操業

よつ葉乳業の現状（2011年３月31日時点）
資本金
31億円
従業員数
616人
売上高
911億円
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当初

現在
宗谷工場
（浜頓別町）
オホーツク北見工場
（紋別市）

十勝主管工場
（音更町）

根釧工場
（釧路市）
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がさまざまな苦労のかいあって事業的成功を収めたの

備されました。３回の増設を含め、十勝産小麦の約半

で、管内にホクレンとＪＡ系統の合理化澱粉工場が

分11万7000ｔを保管するサイロが整備されました。

次々に誕生し、十勝管内に100ほどあった民間澱粉工
場は、系統中心に30 程度に事業集約されていきまし
た。その後、さらなる合理化再編が行われ、今ではほ
ぼＪＡの３グループに再編されました。さらにＪＡ士幌
町では1973年より食 品 加 工 工 場を操 業し、ポテト
チップスなどのスナック菓子やフレンチフライドポテ
ト、ダイスポテト、ポテトコロッケ、ホールカーネル
コーン、ダイスキャロットなどの冷凍食品を製造して
います。

【表４】小麦共同事業の推移
小麦共同事業の推移
清水町、新得町内４ＪＡの麦、豆類

西十勝農業センター

1975年 共同利用施設として西十勝農業セン
ター設立
忠類、大樹町の２ＪＡの小麦をＪＡ
1979年
更別村で受け入れる協定締結
ＪＡ広尾町の小麦をＪＡ更別村で受
1982年
け入れる協定締結
ＪＡ出資による農協サイロ（株）が
1988年 十勝港（広尾町）に広域サイロ建設
（その後３回増設）

JA更別村
十勝港

【表３】澱粉工場再編の推移
1960年
1968年
1969年
1972年
1999年
2001年

澱粉工場再編の推移
北部５ＪＡが士幌馬鈴薯運営協議会設立
南部５ＪＡが合理化澱粉工場設立、操業
南部５ＪＡ＋1ＪＡで連合会（南工連）設立
東部9ＪＡがホクレン工場を継承し、東工連設立、運営
ＪＡ豊頃町澱粉工場 廃業
ホクレン芽室澱粉工場 廃業（1961年操業）

1972年頃

【写真】農協サイロ（株）の小麦保管サイロ（11万7000ｔ）

現在

JA士幌町

（４）野菜
東工連

畑作収入減少を補完するため十勝でも野菜作りが志
向されましたが、消費地から遠いこと、大半の野菜が
年１作で、秋に出荷競合が起こることから、保存性の

南工連

高い根菜類を中心とした野菜の産地化が進められまし
た。作物ごとに、その生産にいち早く取り組んだＪＡ
が幹事ＪＡとなって生産販売事業の共同化が進められ

（３）小麦

ていきました。
「自主自立、創意工夫、人づくり」平松守彦大分県

豆類からの作付け転換により各ＪＡとも大幅に小麦

知事の提唱によって始まった「一村一品運動」は北海

の作付面積を増やしました。収穫期の天気が非常に不

道にも波及し、地域産業政策として推奨されたので

安定なため、収穫と乾燥に係る施設整備はＪＡごとに

「一村一品運動」による近隣産地の分業集約が認知さ

自己完結方式で進められましたが、作付面積があまり

れ、広がっていきました。これにより近隣産地同士の

大きくないＪＡでは、施設の効率利用のため共同利用

競合を避けるとともに、関係ＪＡも「ギブ・アンド・

が行われました。

テーク」でマンパワーの効率配分と施設の安定的効率

また保管と流通の合理化は十勝全体の課題として協

的な利用を進めることができました。長いもではＪＡ

議が行われ、ＪＡ共同出資の農協サイロ株式会社を設

帯広かわにしが幹事ＪＡとなり、全国最大規模の産地

立し、小麦の積み出しを行う十勝港に、共用施設が整

をつくり上げました。
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【表５】十勝川西長いものグループ加入推移

1988年
1989年
2004年
2005年
2009年

団地名

幹事ＪＡ
銘柄標記
品 目
ダイコン
音更町、木野、
十勝の野菜
ゴボウ
上 士 幌 町、 札
内、 幕 別 町、
本 別 町、 士 幌 十勝の野菜 長いも
町

十勝中央青果
団地

1985年

十勝川西長いものグループ加入推移
ＪＡ帯広かわにしとＪＡめむろ、ＪＡ中札内村の３ＪＡで十勝川

【表６】野菜におけるＪＡ間共同事業の状況

西長いも運営協議会を発足
ＪＡあしょろが加入
ＪＡうらほろが加入
ＪＡ新得町が加入
ＪＡ十勝清水町が加入
ＪＡ十勝高島が加入
十勝広域青果団地（十勝全ＪＡ）

帯広市川西

十勝川西
長いも

士幌町

士幌町

十勝高島
大樹町
芽室町

十勝高島
大樹町
芽室町

新得町

新得町

芽室町

芽室町

木野

十勝の野菜

音更町
幕別町
木野

十勝の野菜
十勝の野菜
十勝の野菜

帯広市川西

帯広市川西

忠類

忠類

長いも

ジャガイモ

広域事業参加ＪＡ
音更町、木野、札内、
幕別町、本別町
音更町、木野、上士幌町、
札内、幕別町、本別町、
士幌町
帯広市川西、芽室町、
中札内村、浦幌町、
足寄町、新得町、
十勝清水町､ 十勝高島
士幌町、音更町、木野、

上士幌町、鹿追町
ジャガイモ 十勝高島、豊頃町
ダイコン 大樹町、広尾町
ダイコン 芽室町、帯広市川西
新得町、十勝清水町、
ニンジン
鹿追町
芽室町、帯広市川西、
ゴボウ
中札内村
木野、帯広大正、
玉ネギ
中札内村
玉ネギ
音更町、鹿追町
キャベツ 幕別町、上士幌町
ブロッコリー 木野、音更町、士幌町
グリーンア 帯広市川西、芽室町、
スパラ
中札内村
ユリ根
忠類、更別村、中札内村

4. 十勝農協連の果たすＪＡ事業補完機能
戦後､ 農協法に基づく系統組織構築に際して、広大

最近でも農産物・畜 【写真】十勝農協連の事業施設

な北海道をフォローするために、北海道では支庁ごと

産 物トレー サビリ

に地区連合会が結成されましたが、ホクレンなど道段

テ ィ ー シ ス テ ムの導

階の連合会活動強化により、ほとんど活動意義を失い

入、 残 留 農 薬 自 主 検

解散していきました。管内24ＪＡの共同出資によって

査、十勝型ＧＡＰ（適

設立された十勝地域の地区連合会、
「十勝農協連」

正農業規範）の提唱な

は、地域農業振興のなかで各ＪＡと道連の機能を補完

ど、食の安全・安心を

する分野に積極的に取り組んだので、現在も活発に活

求める消費者ニーズに

動を続けています。

応えた産 地 体 制 整 備

十勝農協連は農業生産を向上させるための、微生物

や、生産資材高騰時代

資材の開発販売、農産種苗の増殖、生乳検査、営農指

における土壌分析・飼

導や、経理事務を支援する電算事業など、各ＪＡで共

料分析の充実や、携帯

通する課題を共同事業により効率よく提供して、管内Ｊ

電話を利用した農業気

Ａの補完機能を果たしています。畑作収入減少を補完

象・営農情報の提供な

する野菜の急激な産地化に当たっては、十勝農協連の

どの組合員ニーズに迅

提 供する機 能なくしてはあり得なかったといわれてお

速に応える支援体制整

り、地区連合組織による単協支援システムが、一定の

備に、大きな役 割を果

合併代替効果をもたらしたと評価する学者もいます。

たしています。
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5. ＪＡネットワーク十勝の設立
1999年の「食料・農業・農村基本法」成立以降に

の実行、段階的な条件整備、将来の事業統合の地な

始まったＪＡ合併推進方策に基づき、全国各地で次々

らしを行うのがＪＡネットワーク十勝です。各ＪＡが自

と広域での大型合併が実施され、北海道内でもＪＡ合

己責任を基本に頑張り、歩み寄れるものは一緒になっ

併の動きが加速しました。

て汗を流そうというのが基本コンセプトです。
「ＪＡの

組合間事業提携や十勝農協連のＪＡ補完事業が非

根源である地域や組合員の絆を大事にしながら１歩ず

常に効果的に機能したこともあり、再構築された地域

つできる改善を進めていく、段階的方法論」といえる

農業と、信用、共済、販売、購買事業のバランスが取

かもしれません。今はネットワーク設立から10年がた

れた健全経営に、ようやくたどり着いた十勝のＪＡで

ち、条件整備も進んできたことから、今後に向けて次

は、早急な組織改変には懐疑的な状況でありました。

の課題を検討しているところです。

合併して取り扱い規模や資本金が大きくなれば、組
織の安 定度は増すのかもしれませんが、
「困ったから
集まろう」のもたれ合いは問題点を先送りにするだけ

ＪＡネットワーク十勝の現時点での取り組み課題

1．企画管理機能の強化

のことです。参加するＪＡそれぞれが自己責任を果た

①情 勢悪化に対応するため、企画管理専任部署の

し、公平な責任分担をした上で結束して初めて、相互

設置や人材育成などにより経営管理の高度化を図

扶助の精神が生きたものとなりますから、十勝では合

り、収益確保と事業伸張を実現する力を強化すべ

併の前にこれらの条件整備がまず必要だという議論に

きである。

なりました。

2．収益力低下への対策

また、協同組合の互助精神のなかにあっても、互い
に競い合うことも必要です。十勝では共同事業を行う
せっ さ たく ま

各事業グループがいいライバル関係のなかで切磋琢磨
し、刺激し合っています。馬鈴薯澱粉事業などは事業
効率のいい工場に機能統合しながら再編整備を進めて
きましたが、
「協同」と「競争」の２つが緊張感とバラ
ンスを保ちながら、日々高い目標に向けて努力してい
くことは、組合員の役に立つ組織であり続けるために
大切な課題だと考えています。
ＪＡは「人と人との絆」があるから事業を展開でき
ているのであって、人の絆と地域の特色を生かしなが
ら、総合力とスケールメリットを生かせる組織改革は
必要です。しかし、合併・合理化という形の結論を急
ぎ過ぎると求心力が低下し、組合員の組合離れを助長
き

ぐ

させてしまうことも危惧されました。

①信用・共済部門など、収益力の低下が見込まれる
事業への対策が必要である。

3．優秀な職員の確保、育成
①職 員採用活動を充実させ、十勝全体で人材を積
極的に呼び込む体制が必要である。
②人材養成が十分でないＪＡが多いため、職員の教
育体制の整備が必要である。

4．営農指導体制の強化
①経営指導の充実を図るため、人材育成に力を入れ
る必要がある。
②ブロック別の営農技術協議会の設置など、ＪＡ間
の協力体制を考える必要がある。

5．組織整備の検討
組合員戸数の減少や農業外部要因の重大な懸念材
料化、信用・共済事業の収益性低下が見られる他、

組合員、ＪＡ､ 役職員が三位一体となって課題を十

農産主体のＪＡでは支払高が伸び悩むなかで減価償却

分協議し、求心力が増し系統結集を助長する事業推進

費の増加が経営を圧迫し、作柄不良などが重なると事

を進めることが必要です。

業利益の確保が厳しいという状況も起きている。この

この課題解決に向かって、具体的に実現可能な施策
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ため、さらなる連携強化やＪＡ合併など、組織整備の
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基調テーマ

いま、
発想の転換のとき

（１）十勝１ＪＡ構想の表明（1994年）

検討を開始する必要がある。

北海道農協大会において十勝１ＪＡ構想を掲げる

ＪＡネットワーク十勝の
これまでの10年間の取り組み状況
（１）ＪＡ財務基盤強化のための事業（十勝独自目標
の設定、財務調査と公正評価、是正勧告）
財務強化に関する十勝基準の達成状況（抜粋）

が、当面は並立ＪＡの解消を優先推進。
（２）十勝地区組織整備検討委員会の設置（2000年）
十勝３ブロックで合併の必要性と目標、１ＪＡ構
想、事業共同化について協議。
管内ＪＡが組合員のために行うべき業務の方法・形

①自己資本比率10％以上

（達成済み）

態について検討する目的で設置。現状把握、ＪＡ組織

②貸倒引当金満度引当

（未達９→０）

整備の基本方針および、具体的な実践方法を検討事

③分類債権比率 20％以下

（未達８→３）

項とした。

④退職給付引当満度引当

（未達12→０）

⑤固定比率100％以上

（未達３→０）

ることを知り、組合長会で揃って國學院大學教授の三

⑥農地掛目70％以下

（未達３→０）

輪昌男氏と面会懇談し、ネットワークの概念について

⑦家畜掛目50％以下

（未達４→０）

指導・提案をいただいた。

（２）
ＪＡ間協同事業の推進
（生産力向上、
組合員メリッ
ト・販売強化・コスト低減に資する事業）
部門別解決課題の達成状況（ほぼ達成したもの）
①管理・共済部門
（1）財務健全化基準の設定と自己査定基準の統一
（2）共通顧問税理士の設置
（3）内部審査員配置
（4）事務用品の一括発注
（5）事故処理の専任グループ化
②購買部門
（1）農業生産資材の低価格化と系統シェア向上
（2）燃料配送の共同化
③農産部門
（1）施設の共同利用
（2）トレーサビリティー体制、残留農薬検査体制
の整備
（3）生ジャガイモ輸入解禁対策
④畜産部門
（1）乳質検査の迅速化
（2）和牛肥育振興
（3）トレーサビリティー体制整備
（4）広域フィールドアドバイザー配置
ＪＡネットワーク十勝の設立経過
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その後、合併ありきの流れに異論を持つ研究者がい

その結果、十勝の考え方と相通ずるものがあること
から、合併ではなく、ネットワークの構築によって事
業を強化していくという基本路線を固めた。
（３）ＪＡネットワーク十勝の発足（2001年）
ＪＡネットワーク十勝の推進体制
（1）組合長会議
	全組合長で構成する最高議決機関
（2）役員会議
	組合長の代表８人で構成する原案策定機関
（3）ＪＡ経営会議
	全参事で構成する原案を具体的に協議する機関
（4）専門委員会
	ＪＡ経営会議役員で構成、原々案を具体的に
協議する機関
（5）本部事務局
	中央会、十勝農協連、各連支所長で構成、事
業推進方策の調整機関
ＪＡネットワーク十勝の基本精神
①先人から受け継いだ十勝の気質 ｢自主独立とパイ
オニア精神｣ を大切にして、互いに競い合うこと
により生まれる協同の精神と力をますます強固な
ものに育て、 豊かな農 業と農 村づくりを推 進す

ＪＡネットワーク十勝の取り組み◆現地報告

27

る。ＪＡネットワーク十勝は ｢十勝｣ が培ってき

（2）管内ＪＡの組織力結集によりスケールメリット

た成果と活力をさらに高め、日本農業の中核をな

を生かした協同事業を行い、十勝農業の生産

す地域として、常に自己改革の下でＪＡ組織への

性向上とコスト低減に努めるとともに、ＪＡ事

信頼を高める体制づくりを目指す。

業の効率化を図る。

②ＪＡの意志が尊重されることを原則とし、協同組

（3）以上により、組合員の営農と生活の向上を支援

合の基本理念に基づいた事業推進により、ＪＡと

する組織活動を強化し、さらには十勝1ＪＡの

組合員の結集による利益還元を基本とした義務履

意識統一のための基盤づくりを行う。

行型のスケールメリット発揮を目指す。
 ＪＡネットワーク十勝は、あくまでも農業生産
を基本に置いた十勝型の事業展開を目指す組織

（1）ＪＡ合併は、あくまでもＪＡ事業の伸長とコス

である。ＪＡネットワーク十勝は、各ＪＡが自己

ト低減を図り、組合員メリット増大を実現する

責任で主体的に運営する組織である。ＪＡネット

ための ｢手段｣ であって、｢目的｣ ではない。

ワーク十勝は、単に企業の合理化をまねるのでは

（2）従って、ＪＡネットワーク十勝は「合併ありき」

なく、協同組合精神に基づいてＪＡ事業の再構築

ではなく、ネットワーク事業を１つ１つ積み重

を行う組織である。

ねるなかから十勝１ＪＡへの意識統一を進める

③組合員─ＪＡ─役職員という、三位一体の尊重精
神を順守する。

ことを基本とする。
（3）つまり、全ＪＡの財務基盤が健全な水準に達

 ＪＡネットワーク十勝は、組織の活性化を通し

し、さらにはＪＡ間協同事業で規模の有利性が

て人づくり、地域づくりを目指す。

具体的に発揮されることによって大同団結の意

ＪＡネットワーク十勝の目的
（1）ＪＡの財務状況を公正に評価する基準づくりと
その実践により、管内ＪＡの財務体質を強化す
る。

28

十勝１ＪＡに関する基本姿勢

現地報告◆ＪＡネットワーク十勝の取り組み

識が高まり、その結果、ＪＡ事業の一層のレベ
ルアップという明確な目標の下で十勝１ＪＡに
移行することを最も理想とする考え方である。
（4）ただし、部分的な合併が必要と判断される場
合は先行して実施されることもあり得る。
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「組合員メリット」の創出に向かって
進化し続ける右脳のＪＡ
——山梨県・ＪＡ梨北

お

が わ

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員●小川

1．はじめに

り

え

理恵

2．視角と聴覚に訴える

農業の空洞化が進み、ＪＡそのものの存続が危ぶま

━━多彩なブランド戦略

れて久しい。広域合併農協構想により、ＪＡの目線は

ＪＡ梨北では、
「組合員メリット」を、
「組合員が事

地域から離れ、結果として組合員のＪＡ離れという現

業利用や組織活動、ＪＡ運営への参画等において、組

実を引き起こしたとの指摘も多い。そのようななか、

合員としての『満足』を実感すること」と定義付けて

組合員を核とした組織づくりにいま一度向き合い、
「組

いる（前出「総合力の発揮」より）
。そしてその「組合

合員メリット」の創出という目標を明確に打ち出して

員メリット」創出の主軸となる戦略が、農業生産物の

独自の戦略を展開しているＪＡがある。それが山梨県

ブランド化である。

り ほく

北西部に位置するＪＡ梨北である。

ＪＡ梨北では、多彩なブランドを独自に立ち上げ、

「総合力の発揮」と題されたＪＡ梨北の第５次中期

それぞれのブランドを使い分けることによって、生産

経営計画（2009年度〜 2011年度）には次のようにう

から販売までを総合的にプロデュースしている。管内

たい上げられている。
「ＪＡの存在意義は、組合員が

で生産される農産物をすべて売り切り、
「廃棄ゼロ」

組合員としての『満足』を実感することであり、その

を目指すという強気の販売戦略である。

ためには『組合員メリット』が求められます」
ではどのようにして、ＪＡ梨北はこの「組合員メリッ

（１）一級品への称号「MADE IN RIHOKU」

ト」を創出しているのだろうか？ 組合員を点でなく

ＪＡ梨 北の持つブランドの代 表 格が「MADE IN

球で捉えたＪＡ梨北の「右脳の戦略」を紹介したいと

RIHOKU（メイド イン リホク）
」である。これは、管

思う。

内の生産物のなかでも、ＪＡ梨北が特に認めた規格商
品にのみ与えられる称号だ。
この「MADE IN RIHOKU」のロゴが面白い。一見

ＪＡ梨北

するとアルファベットで「Ｒihoku」と並んでいるだけ

北杜市
甲斐市

なのだが、よく見ると漢字で「梨北米」と読めるのが

韮崎市

お分かりになるだろうか。さらに、これを縦に置き換

甲府

えるとなんと「梨北」という文字が浮かび上がる。
ると「梨北」の文字が浮かび上がる
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山梨県
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【ロゴ】
「メイド イン リホク」のロゴ

山梨県

ＪＡ梨北では、
「MADE IN RIHOKU」として売り出

に広く浸透しつつある。

す生産物にはすべてこのハイセンスなロゴマークを付

さらに「MADE IN RIHOKU」にはエ クセレント

けている。それも大々的にではなくて小さくひっそりと

バージョンもある。最上級クラスと認められた農産物

だ。一気に打ち出せば飽きられるのも早い。だから少

には、封筒の封 緘に使う「シーリングワックス」をイ

しずつ表に出し、ブランド名を確実に定着させようと

メージしたロゴマークを付け、さらに価値の高い商品

している。

として販売している。

このように息の長いブランド戦略にこだわるのには理
由があるという。管内において、米に次ぐ主要な生産
物であるモモを例にとると、今は「新府の桃」や「大

ふう かん

（２）直売所での販売を中心に展開する
━━「Marché RIHOKU」

草の桃」など、地域の名前がそのままブランドとなっ

一方、一定の規格にはあと一歩手が届かなかった生

て十分通じている農産物も多い。しかし生産者の高齢

産物についてはどうするか。こちらには「Marché RI

化が進めば、いずれ狭い地域ごとではまとまったロッ

HOKU（マルシェ リホク）
」というブランドが用意され

トを確保できない日もやって来るだろう。そのような状

ている。ＪＡ梨北の直売所「よってけし」での販売を中

況に追い込まれたとき「MADE IN RIHOKU」という

心に、６次産業化、加工品の原料としてなど「Marché

ブ ランドが定 着していれば「MADE IN RIHOKUの

RIHOKU」が受け皿となり、消費者により身近なブラ

桃」という名前でまとめて売り出し、縮小したそれぞ

ンドとして、安全・安心を届ける役割を果たしている。

れの産地を守り続けることができる。ＪＡ梨北が、一

この「Marché RIHOKU」については、そのロゴを

時のはやりで過ぎ去ることのないよう、地道にブランド

見てみると、ＪＡがこのブランドに託す思いが伝わり

戦略を進めているのには、そうした深い狙いがある。

やすいだろう。
「Marché RIHOKU」という文 字を、

すでに全国ブランドに育ちつつある「梨北米」は

大きな太陽が包んでいる。そこに降り注ぐ光の１つ１

「MADE IN RIHOKU」の筆 頭 商 品だ。ＪＡ梨 北で

つが、一人一人の生産者を表している。一人一人の生

は、
「梨北米」という名称で販売するために、
2000（平

産 者の手でこのブ ランドを支えていることを示す一

成12）年から、米の販売を自己資金に切り替えてい

方、地域の生産者すべての手をＪＡは決して離しませ

る。仮渡し金は、新潟の魚沼産コシヒカリを抜いて全

んよ、というメッセージも込められているように見え

国１位の高さだという。
「梨北米」のパッケージには、

る。温かなロゴだ。

の高さも手伝って「梨北米」はブランド米としてすで

のローザンルビーなど、色とりどりのジャガイモを試
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大地の色を表している

棄地対策として、紫色のシャドークイーン、ピンク色
【ロゴ】
「マルシェ リホク」のロゴマーク。マークは茶色で、

で、他の生産地の米との差別化を狙った。デザイン性
が目を引く「梨北米」のパッケージ

その他に、ユニークなサブブランドもある。耕作放

【写 真 】米には珍しい、黒 地に金文 字という、印 象 的な色彩

米ではタブーとされている黒色をあえて使用すること
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昌貴氏

という名称で販売してみたところ上々の反応。今年度
より本格的に作付け・販売を始めるという。このネー
ミングがまたうまい。
「梨北」というのは産地ではない
ので「梨北産」という言い方はできない。それを逆手
に取って、
「○○さんち（家）
」と「○○産地」をかけ
て、
「りほくさんちのカラフルポテト」としたのだそうだ。
（３）生き残れる直売所「よってけし」
ＪＡ梨北における農産物販売の拠点となるのが、直
売所「よってけし」だ。
「よってけし」とは甲州弁で「お
寄りください」という意味である。現在管内に４店舗

【写真】直売所「よってけし」の総括責任者、若きエースの岡本

験栽培した。それを「りほくさんちのカラフルポテト」

（道の駅 含む）あり、
「MADE IN RIHOKU」
「Marché
どりの商品が並び、とてもにぎやか

の農産物の受け皿となっている。
「よってけし」は生き
残れる直売所を目指して、各 店舗を預かる店長自ら
が、
「作ること」から「販売すること」までを一貫して
マネジメントしている。
「よってけし」では、週に３回は各店舗に元営農指
導員などの専門アドバイザーを派遣し、直売所で人気
の高い野菜は何かをレクチャーしたり、高低差を利用
したリレー栽培を提案するなど、生産者に寄り添った
きめ細やかな指導を行っている。また、同じカボチャで
も色や形、調理法の違うものをそろえるなど、同時に
同じ品目ばかりが店頭に並ぶことのないよう、随所に
工夫が施されている。
「よってけし」の一番人気は、なんといっても「MADE
IN RIHOKU」ブランドの「梨北米」だろう。買ったそ
の場で精米を無料で行ってくれ、販売単位も５㎏から
と核家族化に対応している。2011年４月からはネット
販売も開始し、利用者も徐々に増えているそうだ。
また「顔が見える」農産物が昨今人気だが、
「よっ
てけし」では、ギフト用の果物の箱などにはあえて生
産者の名前は入れていない。これはクレーム対策のた
めで、問題が発生した場合には、一生産者ではなくＪ
Ａがすべて責任を持ちます、という気概の表れである。
多彩なブランド戦略ときめ細やかな営農指導の成果
で、2003（平成15）年にオープンした「よってけし
響が丘店」は、売り場面積およそ230㎡で年間約４億
円を売り上げる優良店となっている。管内４店舗の売
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【写真】人気の米売り場にはさまざまな銘柄の「梨北米」がそろう。
玄米のまま低温貯蔵されており、買ったその場で、好みの歩合で精
米してくれる。精米は無料だ
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【写真】年間約４億円を売り上げる「よってけし響が丘店」の店内。色とり

RIHOKU」をはじめとして、管内で生産されるすべて

上総額は約10 億円に上り、ＪＡ梨北における市場販

なったとき、今度はお迎えしてあげる場所を自分たち

売高が 39 億6000万円であることを考えると、直売所

ＪＡがつくるべきなのではないか、と考えたことにあ

の販売高がかなり高いことが分かる（2010年度決算

る。この思いは、病院だけでなくＪＡ梨北が取り組む

より）
。生産者の収入アップに直接つながる直売所の

すべての医療・福祉事業の根底に流れている。

発展は、究極の「組合員メリット」といえるだろう。
（４）多彩なブランド戦略で廃棄ゼロを目指す

「りほく病院」の玄関を入ると、訪問者を迎えてくれ
るのは、広々とした吹き抜けのロビーだ。天井まで続
く一面のガラス窓からはたっぷりと光が注ぎ、病院と

一級品に、より高い付加価値を持たせ、組合員の収

は思えない明るさである。館内のあちらこちらには色と

入アップに寄与する「MADE IN RIHOKU」
。一方、

りどりの絵画が飾られ、まるでアトリエのようだ。病室

安さや加工、６次 産 業といった、一 級 品とはひと味

をのぞいてみると、窓には障子がはめられるなど和の

違 った魅 力を前 面に押し出して販 売 力につなげる

しつらえ。病院全体が自然の風合いを大事にしたやさ

「Marché RIHOKU」
。さらにネーミングの妙で人目を

しい雰囲気を醸し出している。患者さんの療養環境を

引くサブブランドなど、ＪＡ梨北では、多彩なブランド

少しでも良くしたい、という配慮が病院のあちらこちら

を使い分けることにより、管内で生産されるすべての

に見える。

農産物を売り切り「廃棄ゼロ」を目指している。そし

病院に一歩入ってすぐに気が付くのだが、高齢者を

てその販売拠点として、直売所「よってけし」を発展

預かる病院独特の、汚物の臭いがまったくない。これ

させることで、さらなる「組合員メリット」を創出して

は病院スタッフの工夫の成果だ。オムツ替えをできる
【写真】りほく病院外観

いるのである。

3．組合員の「いま」を大切にする

ＪＡ梨北の医療・福祉事業

超高齢社会となった今、高齢者医療・福祉対策は、
この国に暮らすすべての人々の大きな関心事の１つで
ある。ＪＡグループにおいても、組合員の高齢化は加
速度を増しつつあり、今や医療や福祉の整備は、将来
的というよりは、喫緊の目標として必要性が高まりつ
つある。
そのようななか、ＪＡ梨北では早い時期から、高齢
者医療・福祉の整備を「組合員メリット」の１つと捉
え、高齢化する組合員の「いま」を支える取り組みを
行っている。その活動の中心となるのが、長期療養型
病院の「りほく病院」である。
（１）利用者と家族の心地よさを追求━━「りほく病院」
「りほく病院」は2001（平成13）年に設立された、
ベッド数 92床の長期療養型病院である。ＪＡが病院
を持つという、全国的にも前例の少ない試みに踏み込
むこととなった一番の理由は、これまで農業を支えて
きた組 合 員が年を重ね、現 場をリタイアすることに
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【写真】高い吹き抜けのエントラ 【写真】病棟の食堂。病院内は清
ンス。ここで音楽会が開催され

潔感があふれていてさわやかな

ることもある

雰囲気
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だけ頻繁に行うことはもちろん、オムツ自体も少々高

「りほく病院」は医療制度改革の関係から、現在は

額だが銀イオンの入ったものを使用する。汚物処理に

医療法人との管理委受託契約という形状をとってはい

は専任者を付け、館内に置きっ放しにせず速やかに外

るものの、実質的にはＪＡ梨北が事業の方向性を決定

へ出し、適切な処理をする。

し、運営を行っている。病床稼働率は常に95％を保

さらに画期的な試みなのが、看護師さんの提案で始
められた、麦茶パックを利用した消臭である。市販の
麦茶パックをガーゼで包み、患者さんの手に握らせた

ち、地域でも評判の病院となっている。
（２）元気な高齢者を支える福祉事業

り、脇の下に挟ませている。麦 茶には脱 臭 効 果があ

ＪＡ梨北の医療・福祉事業の特徴として、元気な高

り、麦茶パックが臭いや汗を吸収してくれるという。

齢者と、介護を必要とする高齢者を区別して考え、そ

以 前は手のひらに水 虫ができていた患 者さんもいた

れぞれの目線からニーズを酌み取っていることが挙げ

が、今ではそのようなことはまったくなくなったという。

られると思う。
「りほく病院」が、要介護のお年寄りの

このような工夫が施されることで、患者さんご本人

受け皿となることに対し、元気な高齢者に対しては、

も気持ちがいいし、さらに臭いのない病院ということ

日々の生活が少しでも暮らしやすくなるような、きめ細

で、家族や知人がお見舞いに来やすくなる。これは患

やかな支援を行っている。

者さんにとって何よりうれしいことだろう。

ミニデイサービス「ひまわり畑」は、助け合い組織

また、
「りほく病院」が「老人福祉施設」ではなく

の「ひまわりの会」が中心となって、65 歳以上の元気

「病院」であることの意味も大きい。この地域では、年

な高齢者を対象に、管内６カ所・８地区で、月に１～

老いた親を施設へ入れることにまだまだ抵抗があるそ

２回開催されている。運営にはＪＡが大きく関わって

うだ。近所や親戚の目も気になるだろう。しかし、病

おり、ボランティアだけに頼るのではなく、専 任の

院へ入れるとなると話は違ってくるという。
「あの家の

パートをＪＡから派遣することで、安定した開催を実

息子は親孝行だ。あんなに立派な病院へ親を入れてあ

現している。そして、これが大きな特徴といえるが、

げて」ということになるそうだ。

ＪＡ職員が、自宅から会場へお年寄りを送り迎えして

「りほく病院」には「高齢者総合ケアセンター」が併

いる。送迎があれば、自力ではなかなか外出しづらい

設されている。 こちらは通 所 リ ハ ビ リを中 心に、

お年寄りも、気軽に参加することができる。送り出す

ショートステイも18床あり、農繁期などには、家庭で

家族も、ＪＡが責任を持って送迎してくれれば安心な

介護している家族にとっての、強い味方になっている

ことこの上ない。

という。

「ひまわり畑」では、手芸やゲーム、体操などの他、
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【写真】
「ひまわり畑」で参加者の皆さんが作った手芸作品。

楽しくなる

ＪＡの女性大会に出品するなど、目標があるから活動がより

が丹念に施術していた

【写真】高齢者総合ケアセンターのリハビリ室。専任のスタッフ

ＪＣ総研レポート／2012年 春／VOL.21

33

ているのが女性常務理事・仲澤秀美氏の存在だ。仲
け ん いん

澤常務は、圧倒的なリーダーシップでＪＡ梨北を牽引
する堀川千秋組合長の右腕となり、営農畑出身の組合
長とは違ったスタンスで、女性ならではの感性と独自
のセンスを生かして、次々と新たなアイデアを生み出
し、
「組合員メリット」の創出を実現させている。先に
触れたブランドのロゴマークや「梨北米」の黒いパッ
ケージなども、仲澤常務のアイデアだという。
「広域合併などにより、組合員のＪＡ離れというより
もむしろ、ＪＡが組合員から物理的にも精神的にも遠
くなってしまったという現
【写真】車座になって体操をする。音頭をとるのはＪＡから派遣された
担当者

実があります。 もう一 度
地 域に目線を戻すべきで

バス遠足なども企画されている。元気な高齢者たちの

はないでしょうか」
。仲澤

出会いとふれあいの場となり、要介護への進行の予防

常務は現状に警鐘を鳴ら

にもつながっている。

した上でこう続けた。
「組

またＪＡ梨北では、買い物困難者のために移動購買

合 員さんには、ＪＡを使

車も走らせている。商品を自宅に届けるサービスもよ

う権 利はあるけれど義 務

いが、特に女性の高齢者に、買い物そのものの楽しみ

はないのです。だからこ

を味わっていただきたいという思いから始めたもの

そ、組合員メリットを充実

だ。車はまだ１台しかないため、頻繁に回ることはで

させて、 入りたいと思 っ

きないが、それでも移動購買車が来るのを楽しみに待

てもらえるＪＡ、選んでい

つお年寄りたちがたくさんいるということだ。

ただけるＪＡにならなけれ

このように、ＪＡ梨北の医療・福祉事業は、介護を

ばなりません。組 合 員が

要する高齢者と健康な高齢者の両側面から、高齢者と

組 合 員であることに満 足

地域づくりに寄与している。それらはことごとく「組合
員メリット」に直結している。

4．生かされる女性役員の新鮮な目線
ＪＡ梨北が「組合員メリット」創出のために取り組
んでいるのはこればかりではない。ＪＡ梨北オリジナ
ルの定期貯金商品を展開する信用事業、ポイント制を
導入した購買事業、またメディアを効果的に活用した
情報発信や、組合員との強い絆を形成する広報誌『り
ほく』の発行など、組合員を点ではなく球で捉え、あ
らゆる方向から「組合員メリット」の創出に向けてア

号、表紙は組合員の家族写真
で、ＪＡ梨北の職員が自宅へ
伺って撮影してくるそうだ
【写真】インテリジェンスを感じさせる実力派、仲澤秀美常務理事

その家族をサポートし、安心して暮らすことができる

【写真】広報誌『りほく』
。毎

プローチしている。
これらの事業を進めるなかで、大きな役割を果たし
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してくれれば、必然的にＪＡは存続できるでしょう」

割を果たさなければ、組織も社会もうまく回らないと

ＪＡ梨北では、組合員の高齢化による離農もあり、

思います。男性には男性の、女性には女性の得意分野

正組合員こそ微減しているものの、准組合員を含めた

があって、それをお互いに存分に発揮してこそ、成熟

総組合員数は、
「組合員メリット」の創出を打ち出して

した社会がつくれるのではないでしょうか。男だから

このかた増加している。それは「組合員メリット」が

いいとか女だと駄目だとか、そんなことにこだわって

目に見える形で実感できるようになってきた証しであ

いては停滞するだけです。ＪＡグループは今そんなこ

ろう。

とを言っている場合ではないでしょう。その人その人

「都合よくＪＡを利用してもらえればいいんです。そ

が持っている能 力を見 極めて、十 分に発 揮してもら

のために使い勝手のよい環境をつくるべきだと思って

う。みんなの英知を結集してこそ成長があると思いま

います。たとえ組合員外であっても、この地域の農業

す」

全体が発展すれば、最終的にはそれがＪＡの経営に反
映されるのです」と、ＪＡ梨北のスタンスはいたって

数々の目に見える実績を残している仲澤常務の言葉
だからこそ説得力がある。

柔軟だ。今は直接的にもうけにならなくとも、地域全
体の底上げが、間接的にＪＡの経営にも結び付くとい
う、長期的な展望を持っている。

5．おわりに

女性役員としての自身の役割についてはどのように

このように、ＪＡ梨北では、
「組合員メリット」の創

考えているのか。
「男性だから女性だからということは

出という明確な目標に向かい、次々と着実な戦略を打

意識していません。でもあえていうなら消費者目線。

ち出している。ハイセンスなロゴを多用し視角と聴覚

それをいかに経営に生かしていくか、そこに女性役員

に訴えるブランド戦略、組合員の「いま」を支え、高

としての自分の役割があると思っています。消費者は

齢者の心に寄り添う医療・福祉事業、マスコミをうま

何を求めているか、それを生産者にうまく伝えて、組

く活用した効果的な情報発信、そしてそのなかで随所

合員メリットにつなげる。それこそがマネジャーとして

に光る女性役員のセンスとひらめき。ハードではなく

ＪＡが果たすべき使命ですから」

ソフトに着目し、ダイレクトに仕掛けるのではなく、

また、仲澤常務は若い世代の方向性をつかむことに
も敏 感だ。
「若い人たちが肌で感じている時 代の流れ

じっくりと多面的に働き掛ける。これはいわば「右脳
の戦略」である。

をどんどん吸収するべきです。だから若い職員の意見

これらのアイデアは、どこから生まれてくるのだろ

は決して無視することなく丹念に聞いています。それ

う。筆者の問い掛けに対して、仲澤常務から次のよう

がビジネスにつながるかどうかを判断するのが、私た

な言葉が返ってきた。

ち経営者の役目だと思っています」
。仲澤常務は、嘱

「基本的にはどこも参考にしていません。視察へも

託職員までを含めた300人を超える全職員の顔とフル

行きません。なぜならこの地域にはこの地域のやり方

ネームをすべて覚えている。若い職 員をファースト

があるからです。他を参考にするよりも、この地域に

ネームで呼ぶと初めは驚かれるが、
「常務は自分のこと

はどのような潜在的な能力があるかを見極めることが

を知っていてくれると認識することで、自分の存在価

先決です。主役は地域だということをＪＡは忘れては

値が明確になります。立ち位置がはっきりすることか

いけないのです」

ら、新たなアイデアが生まれることもあるのですよ」と

この一言はとても重い。地域をしっかりと見つめ直

仲澤常務は言う。女性というよりは、母親のような懐

し、いま一度組合員と同じ目線で一緒に地域をリプラ

の深さであろうか。

ンニングする。ＪＡ梨北の戦略に、これからのＪＡの

女性の社会参画が叫ばれ、ＪＡでも女性理事定数の
問題などが持ち上がっている。これらについて仲澤常
務は「世の中には男女がいるのだから、それぞれの役
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生き残りのヒントが隠されていることは間違いない。
「組合員メリット」の創出に向けて、右脳のＪＡはこ
れからも走り続けるだろう。
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研 究
ノート

連載／農業環境の変化とＪＡの経営③

集落営農ビジョンづくりに向けて
こ

ばやし

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

1．集落営農ビジョン策定・実践運動
農林水産省は、農地利用集積などに向けた「人・農
地プラン」
（地域農業マスタープラン）の作成を掲げ
た。また、ＪＡ全中は2012年１月の理事会で、
「農家

はじめ

元

農先進地域」では、集落営農を地域づくりのなかに位
置付けて設立する事例が多い。
（１）地域づくりビジョンに位置付けた集落営農
――広島県東広島市 農事組合法人重兼農場――

が主役となって地域ごとの将来像を描き実践する『集

広島県の集落型農業生産法人（以下、集落法人）

落営農ビジョン策定・実践運動』
」に取り組む方針を

のモデルとなった東広島市の（農）重兼農場は1990

示した

。

注１）

年に設立登記された。
（農）重兼 農場の設立の特 徴

ＪＡ全中の「集落営農ビジョン策定・実践運動」

は、地域づくりのなかに位置付けられた点にある。重

は、2011年５月に示した「水田農業で、平地で20 ～

兼 地 区の地 域づくりは、地 域づくりビジョンである

30haの１集落１経営体」に向けた具体化策である。そ

「安らぎと調和の取れた魅力あるふるさと」
（以下、ビ

の特徴は、①核となる担い手経営体として集落営農や

ジョン）をその目標としている（図１参照）
。

大規模農家を設定、②中間管理作業などの地域の多

ビジョンは、ビジョン作り委員会が1982年に作成し

様な担い手の役割を位置付ける、③「農を通じた豊か

た。ビジョン作り委員会は、当時20歳代３人、30歳代

な地域づくり」として地域づくりの視点を盛り込む、

４人を含めた各年代の代表17人（女性も含む）と、別

④地域の農家組合員が全員参加で話し合う、以上の４

枠で女性６人の計23人から構成された。
「むら」組織

点に集約できる。この「集落営農ビジョン策定・実践

の家父長を中心とした意思決定と異なり、若者層と女性

運動」は、前回の論考（
『ＪＣ総研レポート』2011年

が参加した点に特徴がある。ビジョンはＫＪ法注２）を用

冬、vol.20）に見た「集落営農の広域組織化と地域づ

いて課題を出し合い、整理することで作成された。

くりのなかでの位置付け＝守りの仕組み」の具体的な
運動方針と評価できる。
そこで、まず地域づくりにおける集落営農の位置付
けの具体的な事例を提示する。そして、集落営農の発
展方向＝
「攻め」
の取り組みを事例から検討した上で、
集落営農ビジョンづくりへのＪＡの役割を検討しよう。

【図１】重兼地区の地域づくりビジョン
農業生産
たのしく楽に

前回の論考で、集落営農を位置付ける上で欠かせ
ない視点として、その設立過程に注目することを提示
した。すでに2000年代の集落営農を「政策対応型」
と整理したが、特に「集落営農後発地域」では政策の
鋳型に合わせた組織化が見られる。しかし、
「集落営
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人間関係

魅力あるふるさと

心の触れ合う

できる農業
・大型農機具、
施設の導入
・農業生産基盤を早く整備する
・組織を結成して作業効率を
高める
・無理のない規模に
農地流動化を進める

2．地域づくりに位置付けた集落営農

安らぎと調和の取れた

・担い手の育成
・技術の向上と経営合理化
・第二種兼業として育成など

お付き合い

生活環境
快適な暮らしが
できる環境
・生活環境施設の整備
・地域の美化運動推進
・グループ活動の推進

・各種行事の活発化
・話し合いの活発化
・会館の活用促進
・歴史と文化の伝承
・心のこもったお付き合い
・各世代ごと、
世代間の親睦など

・生活環境の改善

資料：重 兼 農 場 視 察 用資 料 ｢ 農 事 組 合 法 人 重 兼 農 場のあゆみ｣ より、筆 者が加工
して作成

注１）日本農業新聞2012年１月13日付の記事による
注２）ＫＪ法とは、川喜田二郎氏がデータをまとめるために開発した手
法であり、地域づくりのワークショップなどで活用されている
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図１を見ると、ビジョンは「農業生産」
「生活環境」

「共和の郷・おだ」は、その機能に合わせて機構改

「人間関係」から構成されることが分かる。1982年時

革を行い、2011年現 在は図２の構 成となっている。

点で、
「農業生産」のなかで「組織を結成して作業効

具体的には地域自治組織の「共和の郷・おだ」と、行

率を高める」と、集落営農に向けた方向性が打ち出さ

政末端機能の「小田区長会」
、経済的な事業推進組織

れている点に注目できる注３）。

の「事業部門」
、その他集落内の機能別組織群といっ
た構成である。農業に関しては「農村振興部」で地域

（２）
「むら役場」づくりから集落営農へ

農業の大枠を話し合い、それに基づいて事業部門で事

――広島県東広島市 農事組合法人ファーム・おだ――

業化するといった仕組みである。

楠本雅弘氏が提唱する集落営農の「２階建て方式」
の先進事例として著名な広島県東広島市小田地区の取
り組みは、１階部分の「むら役場」づくりと、２階部
分の集落営農から構成されている注４）。

3．集落営農に求められる発展方向①
――経営の多角化、産地化――

小田地区では、平成の市町村合併と小学校廃校を

以上、地域づくりに位置付けられた集落営農の姿を

契機として、地域住民の危機感が高まった。そして地

事例から概観した。前回の論考で見たように、
「集落

域自治組織である「共和の郷・おだ」を2003年10月

営農先進地域」は「設立段階」から、
「発展・再編段

に設立した。設立当初の「共和の郷・おだ」は行政

階」に到達している。そこでは、集落営農の広域組織

区、青年部、女性会、地区社協などの集落内の機能

化戦略（３階部分）と集落営農本体（２階部分）
、地

組織を内包した上で「総務企画部」
「農村振興部」

域づくりのなかでの位置付け（１階部分）という集落

「文化教育部」
「環境福祉部」
「体育健康部」という５

営 農の３階 建て化が進んでいる。そして、こうした

つの事業部門を設けていた。この５つの事業部門は、

「集落営農先進地域」の取り組みを「守りの仕組み」

さと

まさに「むら役場」といえる機能であろう

。

と位置付けた注６）。

注５）

「農村振興部」設立当初の目標は、高齢化による担

次に検討すべきは集落営農の発展方向、すなわち

い手不足と耕作放棄地増加に対応する地域農業の再

「攻めの仕組み」である。集落営農の発展方向は、多

編にあった。
「共和の郷・おだ第１回設立総会資料」

くの都道府県農政の集落営農に係る施策で、米＋転作

には、
「農地の集積など……集落営農システムを早急

（大豆、麦、飼料作物など）に加えて、新たな品目の

に確立し、地域の農業生産活動と集落機能の維持・活

産地化・重点品目の戦略的推進が掲げられている。例

性化を図っていく」とある。そして2004 年11月から

えば、広島県農政は2006年に発表した「広島県新農

集 落 営 農の組 織 化に向けた話し合いが始まり、 翌

林水産業・農山漁村活性化行動計画」で土地利用型

2005年12月に地 域 内の77 ％の農 家が参 加して、

野菜・果樹の導入や、肉用牛（繁殖）の導入を掲げ

（農）ファーム・おだが設立登記された。

た。その後の2011年に発表した「2020 広島県農林

【図２】小田地区の地域づくりの仕組み（2011 年現在）

むら役場の機能

資料：自 治組織「共和の郷・おだ」と他組織の関係図（吉弘昌昭氏作成）より、筆
者が加工して転載
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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、45〜47ページを参照されたい

その他機能組織
ＪＡ女性部
小田女性会
小田地区社協

体育健康部

環境福祉部

文化教育部

農村振興部

小田地域センター
︵旧小学校↓公民館︶

小田区長会
13 集落
災害時資材受理
苦情・要望
伝達・回覧
市の広報配布

自治組織
「共和の郷・おだ」
203 戸
総務企画部

農地・水・環境向上運営委員会
中山間直接払運営委員会
︵農︶ファーム・おだ
寄りん菜屋運営協議会

事業部門

注３）より詳細な設立過程については、拙稿「集落型農業生産法人の

注４）楠本雅弘『進化する集落営農』農山漁村文化協会、2010年、
194〜207ページ
注５）
「むら役場」は楠本氏の評価である。楠本氏は共和の郷・おだを
「小田村役場」と評価している。楠本雅弘『地域の多様な条件を生かす
集落営農』農山漁村文化協会、2006年、128ページ。なお、小田地
区の事例分析については、拙稿「集落農場型農業生産法人の展開と課
題」
、谷口信和編著『日本農業年報53

農業構造改革の現段階』農林

統計協会、2007年、170〜174ページも参照されたい
注６）拙稿「地域づくりにおける集落営農の位置付け」
（図６）
、
『ＪＣ総
研レポート』2011年冬、vol.20、37ページ
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水産業チャレンジプラン」では、具体的にキャベツと

床シイタケの法人組織の代表は、
「米を栽培しても年

レモンの導入による産地化を掲げている。また、広島

間1000万円ぐらいしか売り上げが期待できない。複

県の集落法人ではＪＡ三次管内を中心にアスパラガス

合経営のおかげで米販売の100年分の売り上げが１年

の導入、ＪＡ尾道管内を中心にブドウの導入、広島県

間で実現できた」と語る注10）。

み よし

全域ではお好み焼き用キャベツ「トンガリボウシ」の
導入が見られる注７）。

（３）産地化戦略の課題
以上、集落営農の米＋転作＋α、もしくは米からの

（１）機械化体系が確立した白ネギの導入

品目転換による産地化の取り組みを見てきた。共通す

――長野県駒ヶ根市 農事組合法人北の原の事例――

る特徴は、白ネギなどの機械化体系が確立した品目や

集落営農の新規品目の導入例では、長野県駒ヶ根

アスパラガス、軟弱野菜、菌床シイタケなどの軽量野

。
（農）

菜の導入にある。品目選択の鍵は集落営農の労働参加

北の原は、ＪＡが重点品目と位置付ける白ネギを導入

形態にあり、中間管理作業や収穫作業などの担い手で

し、2008年時点で3.6haで生産している。2007年度

ある地域の女性、高齢者の作業負担にならない品目が

の売上高の実績では、
（農）北の原の全体の売上高の

選択されている注11）。加えて、ＪＡや経済連、全農県

約60％を占めるまでに至った。白ネギは定植から中間

本部が主導して広域での産地化が進み、販売ルートが

管理、収穫、出荷調整に至るまでの機械化体系が確

確立していることも重要であろう。

市の（農）北の原の取り組みが著名である

注８）

立されており、また収穫期間が長期であることから計

他方で、こうした取り組みは課題も存在する。ここ

画的な労務管理と作業の平準化が可能である。このた

では品目選択の課題を指摘したい。全国の事例を歩く

め、女性の組合員の労働参加が多く、従事分量配当に

と、ホウレン草、ネギ、アスパラガス、菌床シイタケ

よって新たな収入を得ることができる。加えて、白ネ

など軽量野菜の産地化が全国的に広がっていることが

ギがＪＡの重点品目であることから、販売先も確保さ

分かる。今後、軽量品目の画一的増加は産地間競争を

れている。

激化させるかもしれない。また、軽量野菜は加工用を

（２）米からの品目転換と団地化

中心に、海外産の輸入増加も予測される。こうしたグ
ローバル市場の内側での品目選択という視点も、今後

――秋田県 平鹿町ハウス団地組合の事例――
より踏み込んだ事例では、秋田県の平鹿町ハウス団
地組合（以下、ハウス団地組合）の事例を紹介したい
。ハウス団地組合の前身は、転作の一環としてスイ

注９）

カ・枝豆・メロン・ハクサイなどの重量野菜団地化か
ら始まった。その後1998年に、秋田県農政の「秋田
県園芸産地緊急拡大事業」を活用して、ホウレン草な
どの軟弱野菜のハウス団地化を果たした。歴史的に地
域の農地を集積し、米以外の品目を積極的に導入して
いる地域である。新しい品目の導入による米からの全
面的な転換という戦略は、集落営農の発展方向として
参考にできるだろう。2009年時点でハウス262 棟、

注７）広島県の集落法人の経営多角化の事例は、板橋衛「広島県にお
ける『集落農場型農業生産法人』の経営展開と農業生産力再構築」
、農
業問題研究学会編『現代の農業問題３ 土地の所有と利用』筑波書房、
2008年、178〜184ページを参照されたい
注８）
（農）北の原の事例は田代洋一氏に詳しい。田代洋一『混迷する
農政 協同する地域』筑波書房、2009年、250〜256ページ
注９）平鹿町ハウス団地組合の取り組みは高橋文男氏に詳しい。高橋文
男「行政・ＪＡの密接な連携による元気な多品目総合産地づくり」
『協
同組合経営研究誌にじ』2009冬号、№628、協同組合経営研究所、
85〜99ページ。また、拙稿「地域農業発展における『協業』の意義」
『ＪＡ総研レポート』2009年冬、vol.12、26〜29ページも参照されたい
注10）
（農）アグリピース副代表の発言を要約。発言については、高橋
前掲稿（注９）
、96ページを参照されたい
注11）園芸品目では、中間管理作業、収穫・調製作業の労働力は手作
業も多く、女性、高齢者なども多く参加する事例が多い。このため、機
わい か

械化体系が確立していない重量品目などでは、矮化栽培や軽量品目への

10.4haに拡大し、７戸の農家を中心に軟弱野菜の栽培

品目転換が進んでいる。また、定期的に緻密な中間管理作業を要する品

を行っている。また、ハウス団地組合の組合員が別の

目の生産では、その労賃が経営に負担を強いる事例もある。例えば、広

法人組織を立ち上げ、ハウス団地の隣にシイタケの菌
床栽培の団地化を図るなどの多角化も進めている。菌
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島県で1990年代に先行した集落法人では、加工用トマトの契約栽培を
行っていたが、中間管理作業の労賃がかさみ、結局はトマト栽培から撤
退した
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必要になるであろうし、そこで果たすべきＪＡの役割

菜類の野菜は合計16％強にすぎない。すなわち農産

は大きいであろう。

物直売所への出荷といっても、単に青果物を出荷する
のではなく、加工などに積極的に取り組む出荷者の姿
が明らかになる。また、品目別では10％以上の構成比

4．集落営農に求められる発展方向②

を占める花類に注目したい。この農産物直売所の管内
か

き

は必ずしも花卉生産が盛んな地域ではない。農産物直

――少量多品目型産地化――
前項で見た集落営農の発展方向は、単品目もしくは

売所に出荷される花類の多くは、直売所向けに生産さ

数品目の産地化戦略である。他方で、地域農業の現場

れる、女性や高齢者による少量多品目の切り花である。

に目を向けると、農産物直売所の隆盛に注目できる。

次に、表２の売上高別の出荷者数から、出荷者の構

農産物直売所の魅力は地場産の新鮮な野菜や果物、

成を見ていこう。聞き取り調査によると農産物直売所

畜産物、加工品などを購入でき、かつ品目の地域性と

の出荷者は、おおむね３つの階層に分かれるという。

多様性にある。いわゆる少量多品目型の地産地消であ

①年間売上高50万円未満層は、女性や高齢者など

る。そして、農産物直売所は、出荷者である地域の女

が自給的野菜の余剰を定期的に出荷する層である。こ

性や高齢者などの多様な技術によって支えられている

の階層の出荷は少量多品目であり、季節によって偏り

といえよう。そこで、集落営農の発展方向のもう１つ

も生じるが、地域固有の伝統野菜などの多様性に富ん

の道筋として、農産物直売所などを中心とする少量多

だ品ぞろえの確保に貢献しているという。

品目型産地化を検討しよう。

②年間売上高100万～ 300万円の階層は、品目部
会に属し共販に参加するなどの単品目型の専業農家に

（１）農産物直売所の品目と出荷者の構成

【表２】2006 年度の売上高別出荷者数

――中国地方ＪＡの農産物直売所の事例――

会員数（人）

まず農産物直売所の品目構成と出荷者の構成を分

1000 万円以上
500 ～ 999 万円
400 ～ 499 万円
300 ～ 399 万円
200 ～ 299 万円
100 ～ 199 万円
50 ～ 99 万円
10 ～ 49 万円
10 万円未満
総 計

析してみよう。少し古いデータだが、中国地方の、Ｊ
Ａが運営する農産物直売所の2006年度のデータを活
用する。この農産物直売所は1999年に開設し、年間
約３億円の販売高である。表１は農産物直売所の分類
別販売高の推移とその構成比を表している。
表１の分 類 別 販 売 高の推 移を見ると、 販 売 高の

1
4
3
5
8
31
53
135
163
403

総売上金額（円）
106,673,357
25,403,642
13,526,234
17,417,853
20,615,498
43,040,784
36,787,064
34,627,366
6,427,546
304,519,344

会員１人当たり
販売高（円）
106,673,357
6,350,911
4,508,745
3,483,571
2,576,937
1,388,412
694,096
256,499
39,433
755,631

注：た だし、10 0 0万 円 以 上 売り上げ会 員は直 売 所 本 体。直 売 所では、出 荷 数が
少ないときなど、仲卸を通じて品ぞろえのために商品の仕入れを行っている

30％強を加工品が占めている。対して、葉茎菜類＋果

資料：聞き取り調査より筆者作成

【表１】分類別販売高の推移と構成比
会員数
販売高
（人） （千円・税抜き） 葉茎菜類
1999 年度
226
48,662
2000 年度
304
121,222
17,025
2001 年度
364
193,938
8.8%
24,485
2002 年度
405
253,724
9.7%
29,410
2003 年度
419
308,271
9.5%
32,077
2004 年度
476
303,738
10.6%
28,130
2005 年度
492
285,988
9.8%
29,637
2006 年度
487
294,324
10.1%
年次

果菜類

山菜菌茸類

分類別販売高（千円）
花類
野菜苗類

果樹類

漬物類

加工品類

穀類

その他

分類別販売高のデータなし
14,362
7.4%
18,760
7.4%
22,147
7.2%
20,118
6.6%
18,638
6.5%
18,169
6.2%

8,349
4.3%
9,430
3.7%
14,653
4.8%
16,185
5.3%
12,426
4.3%
14,215
4.8%

14,040
7.2%
16,987
6.7%
19,038
6.2%
18,282
6.0%
19,034
6.7%
18,384
6.2%

22,671
11.7%
28,531
11.2%
34,736
11.3%
35,403
11.7%
34,654
12.1%
37,582
12.8%

1,394
0.7%
2,533
1.0%
3,441
1.1%
3,702
1.2%
3,664
1.3%
3,502
1.2%

3,125
1.6%
3,470
1.4%
3,501
1.1%
3,568
1.2%
3,460
1.2%
3,789
1.3%

61,783
31.9%
78,213
30.8%
95,617
31.0%
91,160
30.0%
92,585
32.4%
103,860
35.3%

20,963
10.8%
32,921
13.0%
39,319
12.8%
34,134
11.2%
28,595
10.0%
30,671
10.4%

13,227
6.8%
16,089
6.3%
20,996
6.8%
21,088
6.9%
18,645
6.5%
7,315
2.5%

注：分類別販売高は農産物および加工品の販売高であり、ＪＡの農業資材などを含まない。このため各年度の販売高と分類別販売高の合計は、一致しない
資料：聞き取り調査およびＪＡ資料より筆者作成
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よる安定的な単品目出荷の層である。この農産物直売

流促進施設「寄りん菜屋（よりんさいや）
」がある。

所では、青ネギやシイタケ、アスパラガスなどの専業

「寄りん菜屋」の運営は住民組織「寄りん菜屋運営協

農家であり、毎日定量の出荷を行うことで農産物直売

議会」が担当し、小田産の少量多品目の農産物、加工

所の安定的な品ぞろえに貢献しているという。また、

品などが販売されている。農産物は米と、提携する畜

女性グループなどの安定的な加工品の出荷者もこの階

産業者が販売する牛肉以外は、おおむね小田地区の女

層に位置する。

性、高齢者などが生産する自給的野菜の余剰が多い。

③近年特徴的な階層が年間売上高300万円以上の

（農）ファーム・おだでは、法人設立時、各組合員に

階層である。この階層の多くは、定年帰農者や新規就

10ａをめどに自給的野菜を生産する農地を利用権設定

農者などで、20 ～ 50ａ前後の農地で年間20 ～ 50

せずに残す方針を採った。これは「組合員が農業から

品目の少量多品目生産を行う農家であるという。農産

離れて農業技術を失わないこと」
「自給野菜の余剰等

物直売所向けのプロ農家と位置付けることができる新

を販売することで少額でも幅広い現金収入の機会を確

しい階層であろう

。

注12）

保すること」などを目的としている。

以上の階層性は売上高の規模に多少の違いが現れ

また、女性加工グループ「おだ・びーんず」を結成

たとしても、多くの農産物直売所に共通する階層性で

し、 転 作 作 物を活 用したみそ・そばづくりなどを行

ある。すなわち①自給野菜の余剰的な出荷の階層（女

う、サツマイモ・トウモロコシの収穫体験などの都市

性や高齢者）
、②単品目の安定出荷層（専業農家、加

農村交流を行う、小田地区の農産物、加工品を「ふる

工グループ）
、③少量多品目の農産物直売所向けプロ

さと味パック」として販売するなど、幅広い少量多品

農家、といった出荷者の階層性が、農産物直売所の多

目型の産地づくりの取り組みが見られる注13）。

様な品目構成を支えているのである（図３参照）
。こう
した階層性に着目して、集落営農の内部に豊かな少量
多品目生産の仕組みをいかに育てていくかという点も
今後の課題であろう。

（３）加工グループをつくる
――広島県三次市 農事組合法人なひろだにの事例――
集落営農のなかで少量多品目型産地化を進める上で
注目すべき点の１つに、農 産 物 加工がある。生 産 者

【図３】農産物直売所の出荷者構成

が、単に農産物を販売するのではなく、加工することで
付加価値を高める６次産業化の取り組みである。そこ

③直売所向けプロ農家
300 万円以上〜
多品目

で、集落営農の加工グループの取り組みを見ていこう。

②専業農家の
安定出荷・加工
〜 300 万円
特定品目

2005年に設立登記された集落法人である。地域の総

①自給的な女性・高齢者
〜 50 万円
多品目

な ひろ だに

広島県三次市成 広 谷 地区の（農）なひろだには、
農家数は68戸で、うち57戸が参加しＪＡ三次も出資
している。利用権設定面積は49.2haで、2008年現在
の農地の利用状況は、水稲30.6ha、大豆 3.7ha、野
菜2ha、その他2.7haである。

（２）農業から切り離さない仕組みづくり
――広島県東広島市（農）ファーム・おだ――
前出した（農）ファーム・おだの取り組みは、今後
の集落営農づくりに向けて多くの示唆を与える。ここ
では少量多品目型の産地づくりに注目したい。
（農）ファーム・おだが位置する小田地区には農産
物直売所、食堂、農産物加工施設から構成される交
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（農）なひろだにの特徴は、集落法人内の女性部の
多様な活動にある。女性部は、2007年にＪＡ三次三
注12）少量多品目のプロ農家は農産物直売所に限らず、レストランな
どとの直接契約や消費者との直接契約など、多様な少量多品目型の販
売戦略という特徴がある。事例としては、和泉真理「直売から川下との
連携へ」
『農業協同組合経営実務』2009年８月号、全国協同出版、26
〜28ページなど
注13）小田地区の少量多品目型産地化の取り組みは、楠本前掲書（注
４）
、205〜207ページなどに詳しい
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もち

和支店の食品加工施設の全体を借り受け、餅、みそ、
豆腐などの加工を行っている。豆腐は安定した品質を
確保すべく、試行錯誤が続けられたという。その後、
くん せい

豆腐、鶏卵などの燻製や、おからを利用したドーナツ

【図４】多様な商品化構造に基づく集落営農の発展戦略
少量多品目型
農産物直売所
学校給食など
→少量多品目型産地化

多様な商品化構造
園芸作目などの複合化
広域リレー出荷体制
→産地づくりと販売戦略

の開発など、多様な農産物加工を行っている。この豆
腐などの加工品は、ＪＡ三次のアンテナショップやＡ
コープなどで販売されるとともに、学校給食などでも

玉ネギなどの栽培も開始している。

5．集落営農ビジョンの策定に向けて

集落営農
守りの仕組み

広域組織化

農産物直売所向けなどのピーマン、里芋、ピーナツ、

小さな自治

提供される。さらに2008年度から女性部を中心に、

攻めの仕組み①

攻めの仕組み②

営農のなかでも位置付けられているのである。
（２）集落営農づくりの総合性

（１）2つの攻めの仕組みとＪＡ

これまで３回にわたって、今日の集落営農を取り巻

以上、集落営農の発展方向＝「攻めの仕組み」につ

く課題と現状、その発展方向を分析・検討してきた。

いて、①経営の多角化、産地化と②少量多品目型産地

第１回では、今日の集落営農を「政策結合」
「利用権

化という２つの方向性を提示した。

設定段階」と位置付け、
「利用権設定段階」の集落営

①経営の多角化、産地化では、園芸品目との複合

農が２つの土地持ち非農家化問題を抱えていることを

化、米依存からの脱却の取り組みを取り上げた。もち

明らかにした。第２回では、上記の問題への対応とし

ろん園芸品目などの導入は、ＪＡの販売戦略が重要で

て、
「発展・再編段階」にある中国中山間地域の事例

ある。集落営農単体での導入ではなく、地域全体での

から、①集落営農の広域組織化と②地域づくりのなか

産地化という視点も必要であろう。

での集落営農の位置付けを見た。その上でこうした対

②少量多品目型産地化では、農産物直売所を活用

応を「守りの仕組み」と位置付けた。

した取り組みと加 工 グ ル ープの取り組みを取り上げ

そして、今回は、地域づくりのなかでの集落営農の

た。少量多品目型産地化でも、ＪＡの販売戦略が重要

位置付けを事例から再確認するとともに、集落営農の

であるし、出荷者の階層性に応じた生産振興と技術指

発展方向＝「攻めの仕組み」を事例から確認した。以

導が必要であろう。

上のように、
「発展・再編段階」にある集落営農の先

以上の「攻めの仕組み」を、集落営農の全体的な

行事例は、単に農地を「担い手」に集積する産業政策

展開に合わせて模式化したものが、図４である。①経

上の担い手づくりにとどまらない。先行事例に学ぶこ

営の多角化、産地化は、集落営農に限らない広域での

れからの集落営農づくりでは、地域づくりのなかでの

リレー出荷や産地化と、販売戦略が重要である。広域

位置付け（１階部分）
、より広域の地域農業システムの

化という意味では、集落営農の広域組織化と併せて検

確立（３階部分）
、そしてその発展方向としての２つの

討すべきであろう。②少量多品目型産地化は、女性や

「攻めの仕組み」をいかに総合的に埋め込むか、その

高齢者などの地域の多様な労働力を生かすという意味
で、地域づくりのなかに位置付けることが可能であろ
う。今日の農業政策は産業政策＝担い手政策に限定的

総合性こそが問われるであろう。
（３）集落営農とＪＡの組織、事業、経営

であるが、地域農業の現場では「担い手」は大規模農

集落営農づくりの総合性は、集落営農とＪＡの組

家などに限定されない。女性や高齢者、自給的農家ま

織、事業、経営と深く関係する。図５は、集落営農づ

で含めて「多様な担い手」の再発見が求められ、集落

くりの総合性とＪＡの関係を模式化したものである。
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【図５】集落営農ビジョンとＪＡの組織、事業、経営
多様な組合員の
参加の場づくり

６次産業化

グループは「集落営農ビジョン策定・実践運動」に取
り組む方針を示した。
今後、農政とＪＡの運動の両面から、集落営農づく

攻めの仕組み②

攻めの仕組み①

少量多品目型
農産物直売所
学校給食など
→少量多品目型産地化

りが活発化すると予測される。他方で集落営農は、そ

園芸作目などの複合化
広域リレー出荷体制
→産地づくりと販売戦略

集落営農

うつわ

れ自体を組織化する「器づくり」だけにとどまらない
ことを「集落営農先進地域」の事例から学ぶことがで
広域組織化

小さな自治
くらしの活動
生活経済事業

中心的な農業者
（担い手）の育成

織化と法人化が前面に掲げられている。そして、ＪＡ

守りの仕組み

地域農業システム
の確立

ＪＡの組織基盤の確立

きる。
より踏み込むと、
「利 用権 設 定 段階」の集 落営 農
は、
「その後がない」地域農業の組織化であると考え
られる。水田農業に関わって集落営農の歴史は、
「作
業受委託段階」である営農集団組合や地域農業集団
などの「つくっては壊れ」の歴史であった。しかし、

１階部分の地域づくりのなかでの位置付け、すなわ
ち小さな自治との関係では、ＪＡのくらしの活動や生

営農集団組合などが農家を補完する組織であったため
に、壊れてもまたつくることが可能であった。

。また、３階部分

ところが、
「利用権設定段階」の集落営農は、２つ

である広域組織化、ネットワーク化では、ＪＡの地域

の土地持ち非農家化の課 題を内包している。このた

農業振興を含めた地域農業システムに大きく関わる。

め、
「壊れた」後を担う農家・農業者がいない仕組み

この点は土地利用型のＪＡ出資法人のあり方にも関

である。例えば集落法人の経営の後継者が急遽リタイ

わってくるであろう注15）。そして、１階部分と３階部分

アしたとき、例えば 40ha規模の大規模農家が急遽リ

を含めた「守りの仕組み」は、ＪＡの組合員組織、組

タイアしたとき、誰がその役目を担うのか。すなわち

織基盤としての位置付けも重要である。例えば、１階

「利用権設定段階」の集落営農は、現在のところ、
「そ

部分と２階部分はＪＡの基礎組織単位、３階部分は支

の後がない」仕組みである。であるならば、これから

所支店単位としてＪＡの組織基盤と大きく関係するで

の集落営農ビジョンは、単なる「政策対応」の「器づ

あろう。

くり」に終わらない継続性と総合性こそが問われるで

活経済事業との関連が問われる

注14）

きゅう き ょ

「攻めの仕組み」は、専業的な組合員を中心とする

あろう。高齢化し、人口減少社会に突入した農村地域

産地化と販売戦略と、多様な組合員が参加する少量多

社会をいかに継続・発展させるか、より総合的な地域

品目型産地化といった複合的な地域農業振興計画が

づくりとしての集落営農ビジョンが求められている。

必要となる。そして米以外の品目導入は資金回転が短

そして、産業政策（農業）と地域政策（地域社会）の

くなり、より詳細な経営管理労働が必要となる。この

結節点を、集落営農の内実に求め得る集落営農ビジョ

時ＪＡは、農業経営管理支援の仕組みや信用事業を通

ンづくりを期待したい。

じての積極的な関わりが求められるであろう。
（４）集落営農ビジョンづくりに向けて
2012年１月に発表された農林水産省の「我が国の

注14）地域づくりと集落営農の下で、ＪＡのくらしの活動や生活経済
事業は注目すべき取り組みが多い。例えば広島県の集落法人では買い物
の困難に対して、生活店舗を開設するなどの取り組みが見られる。
「地
域発農のデザイン」日本農業新聞、2011年12月７日付など
注15）土地利用型のＪＡ出資法人では、特に稲単作傾向が強い地域

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に

において、条件不利圃 場が多く蓄積する事例が見られる。ＪＡ出資法

関する取り組み方針のポイントを見ると、集落単位で

人が、1990年代に多く見られた市町村農業公社のように、地域の条件

の農地集積に向けた施策が並ぶ。また「人・農地プラ
ン」
（地域農業マスタープラン）では、集落営農の組
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ほ じょう

不利圃場のセーフティーネット化している。拙稿「ＪＡ経営における経
済事業の今日的課題に関する考察」
『ＪＡ総研レポート』2010年冬、
vol.16、33ページ
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小さな協同の胎動と大きな協同組合に求められるもの
——「ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク “ あんしん ”」、
福祉クラブ生協などの取り組みを踏まえて
さくら

い

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 前主席研究員● 櫻 井

1．はじめに

いさむ

勇

2．ＪＡあづみにおける小さな協同としての

今ＪＡや生協が広域化するなかで、組合員との結び
付きの弱まりや組 合 員 離れが大きな課 題となってい
る。ＪＡや生協は、大手企業資本との厳しい競合のな
かで組合員主体の取り組みが弱まり、役職員請負的な

“あんしん”の取り組み

（１）取り組み経緯～明日へのあんしんを合言葉に
ＪＡあづみでは、女性部の世代別組織で60 歳以上
の方で構成する「よつば会」が、自らのテーマとして

取り組みに傾斜している状況が生まれている。
合併したＪＡや生協を大きな協同組合と位置付け、

「あんしんして暮らせる里づくり」の観点から助け合い

協同組合の事業の立て直し、地域をつくるための２つ

活動に取り組み、1990年９月にはボランティアによる

。

在 宅サービスを開 始した。この取り組みが発 展し、

具体的には、１つに「協同組合の事業を組合員のくら

1998年７月には有償在宅サービス「くらしの助け合い

しを起点に立て直すこと」とし、役職員の仕事を、組

ネットワーク“あんしん”」
（以下、“あんしん”）を立ち

合員を主人公としたサポートワークとすることを挙げ

上げている。

の協同の戦略が田中秀樹氏から提起されている

注１）

る。２つ目に「大きな協 同 組 合のなかに、 小さな協
同・協同組合をつくること」を挙げている。

“あんしん”では、①家族による介護から地域による
介護への発想の転換、②元気なお年寄りに生きがいを

今、国内の大手資本は、大手スーパー資本などが人

見つけてもらうお手伝い、などを目的に、地域に根差

口減少により縮小する国内市場に対し、海外進出で成

した協同組合としてのＪＡの存在理由を明確に意識し

長を維持する他、ネットスーパーなどを展開すること

た福祉事業として、
94人の協力会員、
12人の賛助会員、

で、核家族すら解体され、１人暮らしが増加するなど

47人の利用会員で「有償在宅サービス」をスタートし

縮小する市場のなかでも、利益を上げる方策を追求し

た。

ている。厳しい円高の進行の下で、輸出型の製造業も

2001年から、地域のさまざまな人々が集うことがで

多国籍化を進めており、国内の雇用の場が失われ、格

きる活動を進めるために、会員が自主的に運営委員会

差社会の拡大を生み出しつつある。

を設置し、
「あんしん広場」
（月に1回程度各地域で開

こうした状況の下で、ＪＡなどの協同組合は、合併

催する高齢者のよりどころ）
、介護教室の開催、生き

による広域化はあるものの、協同組合である以上、組

活き交流会（会員相互の意見交換会）の他、協力会

合員や地域社会に基盤を置かざるを得ない。そこで本

員（お世話係）研修、あんしんして暮らせる里づくり

稿では、大きな協同（ＪＡなど）と小さな協同との連

研 修 会、あんしん寄席、介 護 予防 教室、地域 福 祉

携の可能性と潜在力を、現場のＪＡなどの組合員アン

フォーラム、朗読ボランティア研修会など多彩な活動

ケートなどを通じて見るとともに、課題について検討

に取り組んでいる。

する。

「あんしん広場」は、
「住み慣れた地域で生き活きと
暮らすには、 地 域で独りぼっちをつくらない」 をス
ローガンとし、2010年度は22カ所、389回開催され、

注１）田中秀樹『地域づくりと協同組合運動』大月書店、2008年
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“あんしん”の活動の特徴は、地域や農・食・健康に

①１人暮らし高齢者が10％で高齢化が進行中

根差した恒常的な学習活動に取り組んでいることであ

家族形態を見ると、
「２世代」が 34％を占め、以下

る。1999年から１期２年にわたって20数回の学習を

「夫婦のみ」が 25％、
「３世代」24％、
「１人暮らし」

行う「生き活き塾」として取り組まれた。また、
「生き

10％、となっている。

活き塾 」の活 動の実 践の場としてＪＡから農 地を借

１人暮らし、夫婦のみ、２世代、３世代を、年代別

り、野菜作りに取り組んだ。ここで収穫したものを、

に回答者の特徴を見ると、
「１人暮らし」で80 歳代の

ＪＡあづみの協同会社が運営する安曇野スイス村で毎

比率が最も高く、高齢化が進んでいる。次いで「夫婦

週土曜日の午前中２時間テントを張り、会員が当番で

のみ」の世帯は、70 歳代の比率が最も高く50％を占

「ふれあい市 安曇野五づくり畑」を運営している。

め、60 歳代、80 歳代の順に比率が高い。
「２世代」家

また、“あんしん”の取り組みは多様な広がりを見せ

族は、夫婦と子または祖父母の世帯であるが、60 歳

ている。
「生き活き塾」の活動から実践の場としての畑

代、70 歳代の比率は低いものの、90 歳代がやや高く

作り、そこでできた農産物の直売場として「ふれあい

なっている。３世代は、70 歳代の比率が高くなってい

市 安曇野五づくり畑」
、さらに「生き活き塾」の視察

る。
「夫婦のみ」の世帯や「２世代」から徐々に１人暮

研修から菜種やヒマワリの油を採る「菜の花プロジェ

らしに移行することが想定される。

クト安曇野」が生まれ、
「菜の花プロジェクト安曇野」

70 歳以上の比率は「１人暮らし」81％、
「３世代」

と地域の小学校との連携から「学校給食に食材を提供

68％、
「夫婦のみ」61％、
「２世代」51％となっている。

する会」が生まれてきている。また“あんしん”が自ら

80 歳以上の比 率は「１人 暮らし」43％、
「２世 代」

の活動などで生み出した財源から、
「あんしん広場」

24％、
「３世代」23％、
「夫婦のみ」11％となっており、

に参加した高齢者が買い物ができるよう、移動購買車

「１人暮らし」で種々のニーズが出てくると見られる。

を購入して取り組んでいる。

また「夫婦のみ」の世帯も年代が上がるに連れて、伴

“あんしん”を含めた各種の活動は、参加者や利用者
の会費や参加費その他ですべて賄われており、ＪＡと
連携しつつもＪＡの財政支援によらず、自主的に取り

侶の死亡などにより「１人暮らし」になると見られる。
（３）“あんしん” のサービス利用状況と利用意向

組まれていることも大きな特 徴である。 その意 味で

①“あんしん” の有償サービスの認知度
有償在宅サービスを「知っている」と回答した人は

は、大きな協同であるＪＡと小さな協同である“あんし
ん”が、連携しながら取り組まれているといえる

。

65％で、32％の人が「知らない」と回答した。男性の

注２）

（２）ＪＡあづみのアンケート結果に見る組合員の
暮らしの変化

認 知 度は54％、女 性は68％で、女 性の方が高い。
「有償在宅サービスを知らない人」を年代別に見ると、
60 歳以上の男性で認知度が低い傾向が見られ、特に

“あんしん”は、2011年７～８月に、
「生き活き塾」

60 ～ 70 歳代で男性の認知度が女性の半分程度であ

の参加者や「あんしん広場」などの利用者、助け合い

る。 男 性に知 ってもらい、 その上で利 用してもらう

活動に参加する協力会員、趣旨に賛同する賛助会員の

きっかけをどうつくるか、利用会員になってもらうこと

他、ＪＡの年金受給者（非会員）を対象にアンケート

が課題と見られる。

を行った。アンケートは、“あんしん”の活動の認知度、

本人または家族が「有償在宅サービスを利用したこ

利用状況、利用意向などを調査し、今後の課題を明ら

とがあるか」を聞いたところ46人、７％の方が利用し

かにすることを目的として実施した。会員247人と非

たことがあると回答している。内訳を男女別に見ると

会員445人の合計 692人（男性146人、女性546人）

男 性15人、 女 性31人となっている。 年 代 別では、

から回答があった。ここでは、調査対象者の家族形

「80 歳代」が 37％で最も多く、
「70 歳代」33％、
「60

態・年齢構成ならびに主に利用者のサービス利用状況
と今後の利用意向を見る。
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注２）詳しくは、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を参照
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歳代」22％、90 歳代７％、50 歳代２％となっている。

お、今後の利用意向では、
「配食」や「留守番」
「入院

サービスのなかで、利用件数が最も多いものが「その

中の洗濯」が大きく増えると見られる（表１）
。

他サービス（後出⑤）
」
（利用者１人当たりサービス1.6

④「身体介護」～話し相手や外出介助・通院介助な

件）で、次いで「生活援助」
（同1.5件）
、
「身体介護」

どが大幅に増加へ

（同0.6 件）の順である。このことから、
「その他サービ

「身体介護」のなかで利用されているサービスは、

ス」や「生活援助」サービスが重要になると見られる。

「話し相手」35％、
「通院介助」23％、
「自宅での入浴
介助」19％、
「見守り」15％、
「外出介助」８％となっ

②サービスの今後の利用意向は大幅に増加の見込み
今後利用したいサービスが「ある」と回答した人は、

ている。
「通院介助」および「外出介助」の合計が 31

21％（142人、うち女性122人、男性20人）
、
「ない」

％で、外 出つまり移 送 サービスに関わるものが多く

28％（193人、うち女性148人、男性 45人）
、
「今現

なっている。

在わからない」46％（315人、うち女性245人、男性

今後の利用意向では、今利用しているサービス利用

70人）となっている。今現在利用している人の割合

者数との比較で「話し相手」が 4.9倍に増加、
「外出

は、７％（46人）であり、今後約３倍に大幅に増加す

介助」12倍、
「通院介助」５倍、
「自宅での入浴介助」

ると見られる。

５倍となっている（表２）
。

③「生活援助」の利用状況と利用意向～食事作りな

⑤その他サービス～利用が多い農作業関係のサービ

ど食に関わるニーズが大きい

ス

「生活援助」のなかで利用が一番多いサービスは、

生活援助ならびに身体介護以外のその他サービスの

「掃除」39％で、以下「食事作り」25％、
「買い物」

利用状況を見ると、第１位は「草取り」で27％（自宅

13％、
「洗濯」12％、
「入院中の洗濯」
「配食」各５％、

の庭の草 取り５％、 畑の草 取り22 ％）
、 次いで「髪

「留守番」２％となっている。食生活という視点で見る

「畑の耕 耘」
「諸修理」
「車の運
カット」９％、
「剪定」

と、
「食事作り」
「買い物」
「配食」の合計は43％であ

「収 穫 」各
転 」各８％、
「障 子 貼り」
「畑の畝 立て」

り、食生活がかなり重要であることが理解される。な

「マルチ敷
７％、
「肥料の散布」５％、
「播 種 」４％、

せん てい

こう うん

うね

た

は しゅ

【表１】生活援助の利用動向
現在利用しているサービス（Ａ）
（男女合計比率・回答人数）
１. 掃除
39%（26 人／男性 9・女性 17）
２. 食事作り
25%（17 人／男性 7・女性 10）
３. 買い物
13%（9 人／男性 5・女性 4）
４. 洗濯
12%（8 人／男性 4・女性 4）
５.入院中の洗濯 5%（3 人／男性 1・女性 2）
５. 配食
5%（女性 3 人）
７. 留守番
2%（女性 1 人）

今後利用したいサービス（Ｂ）
（男女合計比率・回答人数）
１. 掃除
26％（61 人／男性 10・女性 51）
２. 食事作り
21％（49 人／男性 9・女性 40）
３. 配食
18％（42 人／男性 1・女性 41）
４. 買い物
13%（31 人／男性 1・女性 30）
５.入院中の洗濯 10％（24 人／男性 3・女性 21）
６. 洗濯
9%（22 人／男性 4・女性 18）
７. 留守番
4％（女性 10 人）

Ｂ÷Ａ
2.3
2.9
14.0
3.4
8.0
2.8
10.0

注１：現 在の、生活援助サービスの利用数は、サービス利用者総数4 6人に対し6 7件で、１人当たり約1.5件のサービスを利用して
いることになる
注２：今後、利用したいと思う生活援助サービスは、利用希望者総数14 2人に対し2 3 9件あり、１人当たり約1.7件となっている

【表２】身体介護の利用動向
現在利用しているサービス（Ａ）
（男女合計比率・回答人数）
１. 話し相手
35%（9 人／男性 2・女性７）
２. 通院介助
23%（6 人／男性 1・女性 5 人）
３. 自宅入浴介助 19%（5 人／男性 2・女性 3）
４. 見守り
15%（4 人／男性 2・女性 2）
５. 外出介助
8%（2 人／男性 1・女性 1）
６.温泉入浴介助 0%（0 人）

今後利用したいサービス（Ｂ）
（男女合計比率・回答人数）
１. 話し相手
30％（44 人／男性 5・女性 39）
２. 通院介助
21%（31 人／男性 3・女性 28）
３.自宅入浴介助 18%（26 人／男性 7・女性 19）
４. 外出介助
17%（24 人／男性 1・女性 23）
５. 見守り
10%（14 人／男性 1・女性 13）
６.温泉入浴介助 4%（女性 6 人）

Ｂ÷Ａ
4.9
5.2
5.2
12.0
3.5
ー

注１：現 在の、身体介護サービスの利用数は、サービス利用者総数4 6人に対し2 6件で、１人当たり約0.6件のサービスを利用して
いることになる
注２：今後、利用したいと思う身体介護サービスは、利用希望者総数14 2人に対し14 5件あり、１人当たり約1.0件となっている
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き」
「洋裁」各１％となっている。サービスの利用総計

同じく移送サービスについて聞いた設問では、移送

は75件で、有償サービス利用者１人当たり1.6 件と

サービスの希望の第１位は「見舞い」で、希望者137

なっている。

人、42％を占め、ついで「病院通院」33％、
「買い物」

畑の草取り、果樹の剪定や畑の耕耘などの農作業関

12％、
「外出」11％、
「冠婚葬祭出席」2％などとなっ

係が 67％を占めている。なお、農作業関係のニーズ

ている。なお、137人のうち、女性が126人で92％を

は、野 菜や果 樹の栽培時期に集中している。また、

占め、女性の方が「見舞い」や「病院通院」で男性よ

「車の運転」が８％あり、身体介護以外の「通院・外

り６％程度比率が高く、
「買い物」では、逆に男性の方

出介助」につながるニーズを示すものと見られる。

が６％高くなっている。

現在の利用状況と今後のサービス利用意向を比較す
ると、全体で約３倍弱に増加すると見られる。ニーズ
が高くなっているものは、
「車の運転」や「障子貼り」

3．組合員主体の福祉クラブ生協の取り組み

「マルチ敷き」などである。なお、畑の農作業に関わる

次に、生協の場合について見てみよう。福祉クラブ

サービスの利用意向の比率は56％で、すでに利用して

生協は、1989年に生活クラブ生協神奈川のメンバー

いる人の67％と比べて11ポイント低下しているが、利

が今後の高齢化社会で、
「自分が長年住み慣れた地域

用希望者数で見ると、農作業に関わる現在の利用者

を離れることなく、地域の中で育んできた人間関係を

30人に対し、今後の利用意向は110人で、3.7倍に拡

保ち、たすけあいながら自分らしく暮らすための『在

大する（表３）
。

宅福祉支援システムづくり』
」を目的に、設立した協同

⑥ 配 食 サービスの利用意向～定 期的な利用意向は

組合である。その特徴は、組合員が主体の活動を恒常

24％

的に行っていることであり、組合員が組織する各種ワー

配食サービスについて聞いた設問では、配食サービ

カーズ・コレクティブ（以下、Ｗ.Co）と生協が連携し

ス利用希望者は83人（女性77人、男性６人）で、こ

て活動している。Ｗ.Coは、
2011年５月現在、
17業種、

のうち、
「定期的に利用したい」は20人（24％）であ

89団体が地域で活動している。事業の内容は、①宅

る。
「必要な時にだけ」は63人（76％）である。利用

配の共同購入、②家事介護、③食事サービス、④有

希望世代は70 歳代、80 歳代の順に多い。また、定期

償移送サービス（お出かけ介助サービス）
、⑤子育て

的な利用希望者の頻度は、週１～２回が６割を占めて

支援、⑥成年後見サポート、⑦介護用品の相談・販

いる。

売、福祉用具貸与、⑧デイサービス、入居施設サービ

【表３】その他サービス（生活援助・身体介護を除く）の利用動向
現在利用しているサービス（Ａ）

今後利用したいサービス（Ｂ）

（男女合計比率・回答人数）

（男女合計比率・回答人数）

１．草取り
27%（20 人／男性 6・女性 14）
２．髪カット
9%（7 人／男性 1・女性 6）
３．剪定
8%（6 人／男性 1・女性 5）
３．畑の耕耘
8%（6 人／男性 3・女性 3）
３．諸修理
8%（6 人／男性 4・女性 2）
３．車の運転
8%（6 人／男性 3・女性 3）
７．障子貼り
7%（5 人／男性４・女性１）
７．畑の畝立て
7%（5 人／男性３・女性 2）
７．収穫
7%（5 人／男性 2・女性 3）
10．肥料の散布
5%（4 人／男性 2・女性 2）
11．播種
4%（3 人／男性２・女性１）
12．マルチ敷き
1%（女性 1 人）
12．洋裁
1%（女性 1 人）

Ｂ÷Ａ

１．草取り
19%（55 人／男性 4・女性 51）
２．車の運転
13%（39 人／男性 4・女性 35）
２．障子貼り
13%（39 人／男性 4・女性 35）
４．畑の耕耘
8%（23 人／男性 5・女性 18）
５．剪定
7%（20 人／男性 3・女性 17）
６．肥料の散布
6%（19 人／男性 3・女性 16）
６．髪カット
6%（女性 19 人）
６．諸修理
6%（18 人／男性 5・女性 13）
６．収穫
6%（17 人／男性 1・女性 16）
10．畑の畝立て
4%（12 人／男性 2・女性 10）
11．播種
3%（10 人／男性 1・女性 9）
11．マルチ敷き
3%（9 人／男性 2・女性 7）
13．洋裁
2%（女性 6 人）
13．その他
2%（女性 6 人）
15．子育て支援
1％（女性 4 人）

2.8
6.5
7.8
3.8
3.3
4.8
2.7
3.0
3.4
2.4
3.3
9.0
6.0
−
−

注１：現 在の、その他サービスの利用数は、サービス利用者総数4 6人に対し7 5件で、１人当たり約1.6件のサービスを利用してい
ることになる
注２：今後、利用したいと思うその他サービスは、利用希望者総数14 2人に対し2 9 6件あり、１人当たり約2.1件となっている

46

トピック◆小さな協同の胎動と大きな協同組合に求められるもの

ＪＣ総研レポート／2012年 春／VOL.21

ス（有料老人ホーム）
、⑨ケアプラン作成、介護保険

また、福祉クラブ生協では、本部の事務などを含め

事業、⑩共済・葬祭、⑪街の技術（エアコンの清掃、

てＷ.Coが生協の中心で活動している。他にも、名古

障子・襖の張り替え、庭木の手入れ、理美容、衣服の

屋市の南医療生協で学習を基本に組合員主体の取り

リフォーム、塗装、布団の打ち直し、住宅リフォーム

組みが地域ごとで行われている。これらの生協の取り

など）である。

組みから、新たな小さな協同の活動の潜在的な可能性

ふすま

共同購入（戸配）では、
「世話焼き係」のＷ.Coのメ

を見ることができよう。

ンバーが自宅で仕分けし、10数軒の組合員宅に届け、
その際に必ず声を掛け、 お世 話をするようにしてい
る。必要なことがあれば他のＷ.Coに伝えるなどの取り
組みも行われている。
生協では、組合員は出資者・利用者・運営者で約
2900人のＷ.Coのメンバーが活動している。同生協
は、
「コミュニティオプティマム福祉」
（地域社会の最

5．今後の課題
以下では、ＪＡあづみの“あんしん”をベースに、今
後の課題を考えることとしたい。
（１）“あんしん” の課題と小さな協同の課題

適条件の福祉）を掲げ、介護保険の上乗せ・横出し

①新たなニーズへの対応～食事サービス・移送サー

サービスや地 域 社 会の豊かさを生み出す取り組みを

ビス
アンケート結果から、組合員・地域住民は食事サー

行っている。
組合員は毎月1000円の出資金を積み立て、８万円

ビスと移送サービスの取り組みを求めており、これに

まで積む他、新たな地域や活動支援として毎月100円

いかに応えるかが課題となっている。なお、移送サー

のカンパが行われている（出資配当はゼロ）
。

ビスは、福祉クラブ生協との交流・連携によりノウハ

とも いく

ここでは、共 育 活 動を重 視しており、新 人のメン

ウの提供が行われることから、自家用車を利用しての

バーに対して、入門、メンバー、リーダーに分けて階

取り組みが検 討できると見られる。福 祉 車 両の確 保

層別に研修を行っている。Ｗ.Coの仕事の半分は、ア

は、今後の課題として別途、会費あるいは寄付金を募

ンペイドワーク（無償）で、さらにこのうちの半分が

るなどの方法が考えられよう。

共育活動に充てられている。自らの時間当たりの労働
費も各Ｗ.Coの話し合いで決めている。

食事サービスは、ニーズ自体がまだ不定期のものも
多く、施設・設備という点から、ＪＡとの連携によりＪ
Ａのデイサービスセンターの昼食後の空いている時間

4．潜在的な可能性

を活用して夕食から始めることが考えられよう。
②男性の参加促進

以上から見て、まずＪＡあづみにおける組合員なら

“あんしん”の活動への参加は女性が圧倒的に多く、

びに地域住民の“あんしん”へのニーズは、今後拡大す

今後は男性の参加が求められる。男性の参加は、他の

るものと思われる。また、近年「生き活き塾」への参

小さな協同の取り組み事例でも定年を迎えた方が参加

加者も新しい人々が増えてきており、小さな協同の潜

してきている事例が見られるが、企業社会の考え方が

在的な可能性が見てとれるといえよう。また、ＪＡと

強く、助け合いなどでうまくいかない面が見られると

連携しつつ、事務所その他の支援を除き、財政的にも

いう。その意味では、
「会社人間」から脱皮し、地域

自主的に運営している点からも役職員請負の運営では

に住む一市民、あるいは生活者として、安心して生き

なく、組合員主体の取り組みができてきていることが

ていくことのできる住みよい地域づくりに参加してもら

注目される。また、女性が会員の大半を占めているも

うことへの理 解をいかに深めるかが大きな課 題であ

のの、男性も参加してきており、地域の種々の人材の

る。その点で、各種の学習、ワークショップなどを通

発掘という点でも今後の取り組みの可能性を示唆して

じた取り組みが大切になると見られる。

いる。

③新たな利用者などの広がりとＪＡとの連携
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助け合い活動の広がりのなかで、従来のＪＡ組合員

の存続・維持が今後困難になる状況が生まれつつあ

（家族を含む）以外の参加者が増加してきている。こう

る。その意味では、役職員請負型の運営、つまり、組

したなかで“あんしん”の掲げる目標「住み慣れたとこ

合員を顧客とする取り組みから学習を基礎に組合員主

ろで、住み慣れた家で、あんしんして生き活きと暮ら

体の運営への大胆な転換が求められている。

し続けることのできる里づくり」に主体的に参加する

②組合員・地域に目を向けた運営と学習活動の強化

人づくりとともに、ＪＡといかに連携していくかが課題

日本全体の市場の縮小の下で、ＪＡが地域に残って

である。

いく上からも、地域の種々の資源（人、地域社会の多

④各種活動の相互連携のあり方

様な組織・企業・団体、行政その他）との連携を深め

各種の活動が広がってきていることから、相互の連

る他、組合員・地域社会に目を向けた運営を進めるこ

携が課題になると見られる。福祉クラブ生協の場合、

とが必要である。その際に多様な学習活動の強化が求

各地域、活動別にＷ.Coのグループが組織化され、そ

められているといえる。

のＷ.Coが有機的に連携している。活動の広がりのな

③小さな協同との連携・支援

かで、これらをどのように有機的に連携させていくか

ＪＡの広域化の下で、地域との関係の希薄化が指摘

が課題となっている。その点では、田中秀樹氏が指摘

されているが、ＪＡ役職員が協同労働の担い手の視点

するように、大きな協同であるＪＡのなかに、新たな

を持ち、地域の種々の活動に参加し、人材を発掘し、

小さな協同として、現状の任意団体のままでＪＡと連

協同の場づくりの仕掛け人となることが期待される。

携していくのか、あるいは、協同組合など法人格を有

また、小さな協同との関連ではＪＡは地域に多様な資

する団体を目指してＪＡと連携していくのかを選択す

源（事務所、その他）があることから、そうした施設

る、分岐点が近付いているように思われる。

その他を貸し出すなどにより支 援することが考えられ

（２）ＪＡの課題

る。
全国のＪＡでも、組合員主体の運営、福祉クラブ生

①求められる役職員請負型の組織・事業運営の見直

協などに見られるように、出資・運営参加・事業利用

し

が組合員の権利・義務であるという協同組合の原則と

ＪＡの組合員が高齢化し、組織基盤が弱体化し、農

基本に立ち返って、情報の公開を基本に組合員（女性

地の荒廃化が進み、地域社会の維持が困難になるな

を含む）に向き合って、組合員の自発的・自主的活

かで、ＪＡのあり方が問われている。同時に地域社会

動、協同を基本に取り組むことが求められている。
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明らかに政府の情報提供不足

ＴＰＰ参加への賛否アンケート
結果分析

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員
ふ じ も と

や す ひ ろ

藤本 恭展

━━ＪＣ総研Ｗｅｂ調査（2011 年）から

1．ＴＰＰ交渉参加に向けた事前協議開始の
表明と全国紙各紙の世論調査

効 回 答 数は981件だったとしている（2011年11月7
日付朝刊）
。この２つの調査では、調査時期や方式、
有 効 回 答 数がほとんど同じにもかかわらず、例えば

2011年11月11日夜、野田佳彦首相は首相官邸で

「参加すべきだ」のパーセンテージが11ポイント、
「参

記者会見し、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）

加すべきでない」が７ポイント、
「わからない」
（
「どち

交 渉 参 加に向けて関 係国と協 議に入ることを表明し

らともいえない」を合算）が16ポイントと結果に大き

た。正式参加の前段階にあたる「関係国と協議」の表

な差がある。

現にとどめた理由は、民主党内の慎重意見に配慮した

また、前 述した野 田 首 相の11月11日の記 者 会 見

ものだが、それ以降、新聞各紙は「ＴＰＰ交渉参加表

後、朝日新聞が11月12 ～ 13日に世論調査を実施し

明」と報じている（同12日付毎日新聞など）
。

ており、これによると、ＴＰＰに参 加することに「賛

これに先立って、日本経済新聞（以降、日経新聞）

成」が 46％、
「反対」が 28％、
「その他・答えない」

と毎日新聞がＴＰＰへの参加の賛否を世論調査してい

が 26％だったと報じている。この結果は日経新聞の調

る。これによると、日経新聞調査では、
「参加すべき

査結果にかなり近いものとなっている。また、この朝

だ」が 45％、
「参加すべきでない」が 32％、
「どちら

日新聞の調査では、賛成した46％の人が、
「日本の交

ともいえない」
「いえない・わからない」合計が 23％

渉力への期待は」との設問に「あまり期待できない」

だったと報じている。この調査は、日経リサーチが10

が 51％、
「まったく期待できない」が８％と合計59％

月28 ～ 30日にかけて実査し、東日本大震災の被災地

の人が日本（政府）の交渉力に期待できないと回答し

を除く全国の成人男女を対象に乱数番号方式により電

ていることも興味深い。さらに、朝日新聞の調査にお

話で実 施したもので、 有 権 者がいる1409世 帯から

いては、
「内閣の国民への情報提供については８割以

926 件の回答を得たものと掲載している（2011年10

上が『不十分だ』
」と回答しており、
「今後の内閣の説

月31日付朝刊）
。

明や交渉の行方次第では、ＴＰＰ参加の賛否が逆転す

毎日新 聞の調 査では、
「参 加すべきだ」が 34％、

る可能性もある」とも報じている。この朝日新聞の調

「参加すべきでない」が 25％、
「わからない」が 39％

査も日経新聞や毎日新聞と同様の方式により無作為に

だったと報じている。その前段で「ＴＰＰの交渉参加

選んだ電話番号に電話で聞き取りをしており、世帯用

問題に関心がありますか」とも質問しており、
「関心が

と判明した電話番号は3179 件、有効回答数は1857

ある」が 70％、
「関心がない」が 28％だったことも同

件だったとしている（2011年11月15日付朝刊）
。

時に報じている。毎日新聞は「関心が高い一方で、参
加の是非は『わからない』との回答が多く、政府が十
分情報を提供できていない現状がうかがえる」と分析
している。毎日新聞の調査は11月５～６日にかけて実

（社）ＪＣ総研調査による
2．

ＴＰＰに対する認知度と賛否

施したもので、方式は日経新聞同様、乱数番号方式に

今 回のＴＰＰに関する調 査は、2011年11月11 ～

より有権者のいる1546世帯から電話で聞き取り、有

16日にかけて当研究所が実施した畜産物などの消費
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行動調査と併せて、ＴＰＰの認知度や交渉参加の賛否
について調査したものである。調査方式はＷｅｂ調査
で、範囲は全国、有効回答数は2082 件である。

う結果になった。
「交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく
分かる」および「交渉内容や参加した時の影響などに

調査ではまず、ＴＰＰについての認知度を調べた。

ついてある程度分かる」の合計59.6％ ×40.1％＝23.9

「交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく

％が実質的な参加賛成者となる。何よりも59.6％の回

分かる」
「交渉内容や参加した時の影響などについて

答者のうちでも、賛成者よりも多い40.5％の人が「現

ある程度分かる」
「名前を聞いたことがある程度」
「知

時点では情報が不足しており、判断ができない」と回

らない」の４段 階に分けて聞いたところ、 全 体では

答していることの方が重 要だろう。さらに「分からな

「交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく分

い」と回 答している人も3.4 ％おり、これを加えると

かる」が 5.0％、
「交渉内容や参加した時の影響などに

43.9 ％の人が判 断できないと考えていることが分か

ついてある程度分かる」が 54.6％、
「名前を聞いたこ

る。この結果からすると、前述した2011年11月15日

とがある程度」と「知らない」が合わせて40.4％とな

付朝日新聞の記事のとおり、今後の内閣の説明や交渉

り、４割強の人が交渉内容や影響についてほとんど知

の行方次第では、ＴＰＰ参加についての賛否が逆転す

らないという結果になった（図１）
。

る可能性は十分にあると考えられる。しかし、ことは

当研究所は、この結果を受けて「交渉内容や参加し

複数の国家の交渉ごとであり、走り始めてからでは容

た時の影響などについて詳しく分かる」および「交渉

易に方針転換できないのではないか、と筆者は危惧す

内容や参加した時の影響などについてある程度分かる」

る。情報を十分に得た時に国民の意向が「反対」に傾

59.6％の人に対してＴＰＰ参加への賛否を聞いた。
「名

いたとしても、
「もう手遅れだった」という事態だけは

前を聞いたことがある程度」
「知らない」と回答した人

避けるべきだろう。幸い野田首相は前述した2011年

には賛否に関する回答を求めなかったため、回答者数

11月11日の会 見で「各 国が我が国に求めるものにつ

は総数の2082から1241となっている。

いて、さらなる情報収集に努め、十分な国民的な議論

き

ぐ

この結果が図２である。これによると、
「日本がＴＰ

を経た上で、あくまで国益の視点に立ってＴＰＰにつ

Ｐに参加するべきか」という設問に対し、
「参加するべ

いての結論を得たい」と説明しており、さらに「世界

きだ」と回答した人が 40.1％、
「参 加するべきではな

に誇る日本の医療制度、日本の伝統文化、美しい農

い」が16.0％、
「現時点では情報が不足しており、判

村、そうした物は断固として守り抜き、分厚い中間層

断ができない」が 40.5％、
「分からない」が 3.4％とい

に支えられる安定した社会の再 構築を実現する決意

【図１】ＴＰＰの認知度（n ＝ 2,082）

【図２】ＴＰＰ参加への賛否（n=1,241）
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だ」と語っている（2011年11月12日付毎日新聞、野

かった。主婦が一番情報を得る機会が多いと思われる

田首相会見〈要旨〉
）
。また、2012年１月14日付日経

テレビでも、野田首相の記者会見（2011年11月11

新聞によると、
「政府は２月以降、主要な地方都市でＴ

日）前後からＮＨＫおよび民放でようやく具体的な情

ＰＰについての説明会を順次開く」とし、
「鹿野道彦農

報が出始めたと筆者は感じた。

相は（１月）13日、記者団に『国民に情報を提示し、

2010年10月１日に菅直人首相（当時）が所信表明

議 論してもらいながら（交 渉 参 加の是非を）判断す

演説で唐突に「ＴＰＰ交渉への参加を検討」と表明し

る』と述べた」と掲載している。これらの発言につい

て以降、24の作業部会でＴＰＰ交渉が進んでいること

て、有言実行を求めたいものである。

が分かったのは、年が明けて2011年2月1日に外務省
が民主党農林水産部門会議のＷＴＯ・ＦＴＡ・ＥＰＡ
等検討ワーキングチームに提示したのが初めてである

3．ＴＰＰの認知度に関する分析

（2011年2月2日付日本農業新聞）
。日本農業新聞によ

前項でＴＰＰ参加への賛否について、認知との関連

ると、
「同省（外務省）が提示した資料は、各分野の

を述べたが、ここではまず認知そのものについて分析

検討テーマや論点などを整理しているにとどまった。

してみたい。

このため、出 席した議 員からは『これでは、日 本に

図３は認知度を主婦、既婚男性、単身男女などの属

とってどういう利点や影響があるのか分からない』
『議

性別に分析したものである。
「交渉内容や参加した時

論の材 料にならない』などとする不 満が噴 出 」とあ

の影響などについて詳しく分かる」および「交渉内容

る。当時は国会議員にすらこの程度の情報提供であ

や参加した時の影響などについてある程度分かる」の

り、まして政 府から国民に向けての情 報 提 供は皆 無

合計を認知していると分類すると、認知度は既婚男性

だったといっても過言ではないだろう。分野ごとの具

が 69.0％と突出しており、職場や取引先などで話題に

体的な情報が新聞・テレビなどで頻繁に見られるよう

なることも含めて、その内容や影響に関する情報を把

になった時期は、まさに野田首相が「参加に向けた事

握する機会が多いものと思われる。これに対して主婦

前協議」を表明して以降のことである。それまでは、

は情報に接する機会が限られるためか、50.6％とほぼ

ＴＰＰの交渉内容や具体的な影響よりも、
「乗り遅れれ

半数であり、認知度が各属性で一番低くなっている。

ば不利になる」
（2010年10月25日付日経新聞）
、
「Ｔ

実際、今回調査を開始した2011年11月11日以前

ＰＰ先送り 産業の空洞化 懸念も」
（2011年5月18

は、筆者が見る限り、ほとんどのメディアでＴＰＰに

日付読売新聞）など、
「今こそＴＰＰ」的な掛け声の方

関する具体的な協議内容や影響などの情報は見られな

がはるかに多い印象であった。

【図３】ＴＰＰの認知度（主婦、既婚男性、単身女性、単身男性別）
ＴＯＴＡＬ
（n=2,082） 5.0

54.6

主婦
（n=855） 2.6
既婚男性
（n=844）

48.0

0（％）

8.0

61.4

27.4

54.8

6.6

36.6
54.3

20

6.1

41.5

7.6

単身女性
（n=186） 2.7
単身男性
（n=197）

34.3

5.9

30.5

40

60

8.6

80

交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく分かる
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を示している。

4．ＴＰＰへの参加の賛否に関する詳細分析

図５はＴＰＰ参加への賛否を年代別に分析したもの

前項で認知の状況を分析したが、ここでは実際の参

である。図のとおり、若年層ほど賛成が少ない。特に

加への賛否について分析してみたい。

20 代以下の階層では、賛成が 25.6％に対し、反対が

図４は主婦、既婚男性、単身男女の属性別に賛否

30.8％と反 対の方が多い結 果となっている。30 代以

の割合を分析したものである。賛成が 53.1％と一番多

降、年 代が上がるごとに賛 成が増 加する傾 向にある

いのが既婚男性である。次いで単身男性の36.7％、

が、
「現時点では情報が不足しており、判断ができな

主婦の28.7％、単身女性の19.6％となり、賛成の割

い」割合は、どの年代でも40％前後に達する。この割

合は単身女性が一番低い。
「参加するべきではない」

合を迅速で適切な情報提供によって大きく減らし、国

と回答した割合が一番多いのは単身男性の26.7％であ

民の意見を汲み取らない限り、野田首相の答弁にある

る。これは、単身男性にとっては現状でも厳しい経済

「国民的な議論を経た」とはいえないだろう。

状況が、さらに厳しくなると考える人が多いためと推

図６はＴＰＰ参加への賛否を職業別に分析したもの

測される。
「現時点では情報が不足しており、判断が

である。

できない」と回答した人が単身女性や主婦ではおのお

会社員について見ると、管理職以外の正社員は賛成

の、55.1％、46.8％となっており、判断の材料となる

が 40.0％に対し、管理職では55.3％、会社役員・経

情報が女性、特に単身女性にとって不足していること

営者では59.4％と比率が高くなっている。これに対し

【図４】ＴＰＰ参加への賛否（主婦、既婚男性、単身女性、単身男性別）【ベース：ＴＰＰ認知者】
40.1

ＴＯＴＡＬ
（n=1,241）

16.0

28.7

主婦
（n=432）

18.5

19.6

6.5

26.7
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34.4
55.1

36.7

0（％）

6.0
1.0

11.5

18.7

単身男性
（n=120）

3.4

46.8

53.1

既婚男性
（n=582）
単身女性
（n=107）

40.5

34.2

40

60

参加するべきではない

2.5

80

現時点では情報が不足しており、判断ができない

100
分からない

【図５】ＴＰＰ参加への賛否（年代別）【ベース：ＴＰＰ認知者】
ＴＯＴＡＬ
（n=1,241）

16.0

40.1

２０代以下（n=78）

25.6

３０代（n=189）

30.8

30.7

25.4
41.5

４０代（n=260）

16.2

37.4

５０代（n=254）

40.5

3.4

38.5

5.1

39.2

4.8
2.7

39.6

14.2

4.7

43.7

1.4
42.1

６０代（n=216）

51.6

７０代以上（n=244）
0（％）
参加するべきだ
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て派遣・契約社員は賛成23.7％に対し、反対 31.6％

対２、判断できない１）
。

と反対の方が上回っている。これはＴＰＰによって、

またここでも、無職・定年退職者は「参加するべき

たとえ物価が下がるとしても、同時に賃金水準が低下

だ」が 52.6％と多数派である。これは、年金が主たる

し所得が減少することや、海外から労働力が流入し、

収入であるなかで、海外からの輸入によって少しでも

自分たちの仕事がなくなるとの不安も影響していると

安い食品や生活用品を入手したいという思いが強いと

思われる。農林漁業では50.0％が賛成と回答している

推測され、自由回答でもそうした意見が多数見られた。

が、回答者数が６人であるため、農林漁業者全体の意

図７はＴＰＰ参加への賛否を世帯年収別に分析した

向であるとは言い切れない（度数の内訳は賛成３、反

ものである。

【図６】ＴＰＰ参加への賛否（職業別）【ベース：ＴＰＰ認知者】
ＴＯＴＡＬ
（n=1,241）

40.1

会社員
（管理職以外
の正社員）
（n=195）

40.0

16.0

40.5
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（管理職）
（n=76）

55.3
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0.0
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派遣・契約社員
（n=38）
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31.6

25.0
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1.8
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（n=55）

43.6
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0.0
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0.0
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1.1
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36.7

15.6

46.7
0.0

（n=11）
ＳＯＨＯ（注）

27.3

パート・アルバイト・
フリーター
（n=111）
内職
（n=4）

55.6

27.3
36.0

0.0

専業主婦・主夫（n=265）

14.4

45.9
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0.0
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25.0
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19.2

26.9
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注： S O H O とは S m a l l O f f i c e H o m e O f f i c e の 略 。 パ ソ コ ン な ど 情 報 通 信 機 器 を 利 用 し て
小さなオフィスや自宅などでビジネスを行っ て い る 事 業 者

ＪＣ総研レポート／2012年 春／VOL.21

明らかに政府の情報提供不足 ＴＰＰ参加への賛否アンケート結果分析◆Web調査

53

図を見ると、若干の凹凸を除き、所得が高くなるほ

してこの傾 向は明らかに今 後も続くと推 測されてい

ど賛成の割合が増加している 。全体的に低所得者は

る。すなわち、わが国では今後、無職・定年退職者が

ＴＰＰ参加によって自分の所得がさらに減少する、と

確実に増加していくということだ。少子高齢化といわ

の不 安が大きいため、賛 成 派が少ないものと思われ

れるとおり、これらの人たちの年金・医療などを、減

る。ただし、世帯年収100万円未満の階層では賛成の

少する一方の労働力人口（若年層）が税金・社会保険

割合が比較的高めである。これは、今後への不安も含

料などで負担し支えなければならない構造になる。こ

めて、実現の可能性はともかく、経済の活性化＝所得

れら若年層は、ほとんどが図７に見る、今後に不安を

の増加への期待とともに、輸入品価格の低下＝物価が

持つ低所得層と重なるのである。本当にＴＰＰ参加が

下がってほしいと期待する賛成派が多数と思われる。

「わが国の国益になる」のであれば、政府はこれら不

また、無職・定年退職者は、100万円未満の階層以外

安を持つ層に対して、明確にその根拠を示す必要があ

の階層でも比較的賛成者が多い。

ろう。いずれにしても、ＴＰＰが現在の高所得者だけ

注）

総務省の平成22（2010）年国勢調査・抽出速報集

注）2000万円以上の層の賛成の割合が少ないのは、分母が小さいとこ

計結果によると、65 歳以上人口は平成12（2000）年

ろへ、会社役員・経営者の「参加するべきではない」や「判断ができな

対 比で33.1％増 加し、2929万3000人となった。そ

い」人がたまたま集中したためである

【図７】ＴＰＰ参加への賛否（世帯年収別）【ベース：ＴＰＰ認知者】
ＴＯＴＡＬ
（n=1,241）
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に利するようなものであれば、現時点では判断できな

自給率や農業・農地などを守るために、ＴＰＰで発生

いとしている多くの人が反対に回ると思われる。

したメリットを、不利を被る産業に振り分けるべき」と
いう考え方である。もう１つは、
「これまでの過保護が

5．自由回答に見る消費者の意識

農業など弱いとされる産業を駄目にしたのであり、補
助金漬けなどで保護するべきではない」というもので

これまで、ＴＰＰの認知度および参加への賛否につ

ある。この場合でも、例えば農業では、
「わが国の農

いて、定量的なデータを示してきたが、ここで定性的

産 物は高品質だから国内でも輸 入品と住み分けでき

データについて触れておきたい。

る」
「海外に輸出などして、十分自立できる」
「これま

今回調査ではＴＰＰ参加に賛成あるいは反対と回答
した人におのおのその理由を聞いており、その概要に

でもそうしてきたし、これからも自分は国産農産物し
か買わない」という意見も多く見られる。

ついてコメントする。以降の自由回答の引用について

さらに切実な意 見は、
「現 在の収 入ではまともに生

は、紙面の都合などにより若干筆者が要約・加筆など

活できない。少しでも安いものを購入できるよう、Ｔ

調整している。

ＰＰに参加するべき」という意見である。先に分析し

自由回答では賛成・反対いずれの場合も真摯な意見
が多く、消費動向調査の一部でありながら回答の多く
が真剣に考えてコメントされている。

た世帯年収階層別賛否のなかで、世帯年収の著しく低
い層の正直な気持ちだろう。
一方、反対派の意見の主たるものは、
「食料自給率

賛 成または反対の回答者の双方に共通しているの

を下げるべきではない」というもので、
「食料自給率の

は、やはり情報不足である。ただし、賛成派は「情報

低下はわが国の農業を崩壊させ、国土も荒れ果てる」

不足であるから、とにかく交渉して情報を得てから判

という意見である。関連して「輸入される食品の安全

断すれば良い」と考え、反対派は「情報がきちんと把

性が心配だ」との声も多い。もう１つ多いのは、
「アメ

握できない限り参加すべきではない」と考えている。

リカ主導でことが進む現状では、とてもわが国のため

ここでの問題は、交渉の進展によって参加・不参加が

になるＴＰＰにはならない」とする意見である。
「アメ

きちんと判 断され、 それが実 行できるかどうかであ

リカの言いなりに農業や医療、保険などが侵略される

る。また、交渉に参加したときの政府の交渉力につい

のでは、デメリットばかりでメリットがない」というこ

ては、賛成派・反対派双方が不安視している。このた

とである。
「ア メリカに対してに限らず、ＴＰＰはメ

め、賛成派においても、
「あくまでわが国の主張をきち

リットよりもデメリットの方が多い」とする意見も多

んと通せることが前提条件」という意見が多い。

く、これは賛成派とは逆の主張である。さらに、
「あま

賛成派の多くは、
「わが国は貿易立国あるいは技術

りにも情報が少なすぎる。政府が情報を開示する姿勢

立国であり、世界のグローバル化は避けられないなか

がない。国民が訳も分からない状態でＴＰＰに参加す

で、内に閉じこもるべきではない」と考えている。
「こ

るべきではない」とする意見も非常に多く見られる。

のままでは世界から孤立してしまう」と危惧する意見

また、
「震災後間もないなかで、復興問題を優先さ

も多い。さらに「現在の景気の低迷、閉塞感をなんと

せるべきであり、ＴＰＰよりもまず内需で復興させるべ

か打破し、経済を活性化したい」という意見が多い。

き」という意見も複数見られた。

へい そ く

また、総体的に「ＴＰＰはデメリットよりもメリット
の方が多い」と考えており、
「農業や医療で心配な面
はある」としながらも、
「それでも外に打って出るべき」

6．まとめ
これまでＴＰＰの認知度や参加への賛否をアンケー

との意見が大半である。ただし、農業や医療などにつ

ト結果から説明してきたが、明らかにいえることは、

いてはおおむね２つに意見が分かれる。１つは、
「食料

ＴＰＰの交渉内容や影響などについての、情報提供不
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足である。これまで新聞やテレビなどで散発的に説明

多数である「情 報 不 足のため判断できない」人たち

されているが、政府としてのまとまった国民への情報

に、これからどういう情報が提供されるかによって、

開示は少ないと思える。アンケート結果を見る限り、

結果は大きく変わる可能性がある。民主党内外からの

とても国民すべてがＴＰＰの実態や交渉内容、参加し

多くの反対・慎重意見を押し切って、首相が事前交渉

た場合の影響について熟知しているとは言い難いだろ

の開始を諸外国に宣言した以上、交渉状況は正確に、

う。当研究所のホームページ（http://www.jc-so-ken.

そして迅速に国民に開示されるべきである。

or.jp）に掲載している「ＴＰＰ疑問・反論シリーズ」

政府は2010年３月に新しい食料・農業・農村基本

を見ていただければ分かるが、アメリカなど多くの参

計画を閣議決定し、これには「平成32（2020）年ま

加国では相当の情報が開示されているし、開示しない

でに供給熱量ベースでの総合食料自給率50％の達成

政府に対しては、労働組合や市民団体など各団体が交

を目指す」ことを明記している。この閣議決定以降に

渉状況などの情報を開示するよう強く要求している。

発生した課題であるＴＰＰへの参加はこの目標と両立

わが国の国民が正しい判断ができるよう、少しでも多

し得るのか、この原稿を執筆している2012年１月に至

くの情報を開示することは大前提といえるだろう。
「交

るまで、首相や閣僚、政府からの説明はないと筆者は

渉ごとを不利にしないために秘密厳守」というのは理

認識している。少なくともこうした課 題に対して、真

由にはならないと筆者は考える。交渉が佳境に入った

摯に国民に説明するべきだろう。政治や官僚不信がい

時点で相手国に対して手の内を明かすのは問題があろ

われて久しいが、 現 在 抱えるさまざまな課 題に対し

うが、現在は「交渉参加に向けて関係国と協議に入っ

て、具体的な解決策を提示し、少しでも明るい未来が

ている」段階である。ここで情報を秘匿するのは、マ

見通せるなら、国民の政治家や官僚を見る目も変わっ

イナスにこそなれ、決してプラスにはならないだろう。

てくるのではないだろうか。ＴＰＰへの参加・不参加

アンケート結果では、ＴＰＰへの参加について、反

の決断もそうした未来を見通すなかで、十分に国民の

対よりも賛成の人の方が多い。ただし、賛成者よりも
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英国・農村のいま
第3回

２つの「パブ」
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.

英国の書店で気が付くことは、
「パブ」という言葉を含むタイトルの本が実に多い
ことである。しかも、地域別の本、例えば筆者の暮らす地域でいえば「北東イング
ランドのパブ」という類いの本もある。初めてそれを見たときには、
「さすがパブ（酒
場）の国」だと感心し、同時に各地のパブ巡りの夢を膨
らませたものである。しかし、それらを手にして直ちに誤
解であると気が付いた。
もちろん酒場の「パブ」
（パブリック・ハウス）に関
する本も決して少なくはないのではあるが、それを上回る
のが同じく「パブ」と呼ばれる「パブリックフットパス
（公共遊歩道）
」に関する本である。しかも、数は観光地
の旅行ガイドブックよりも多く目にすることができる。さ
しずめ、日本でいえば、
『るるぶ○○』のような観光ガイ
ドの数をしのぎ、
『△△の散策路』という本が本屋に並
んでいるということであろう。

パブリック・フットパスとそれを示す
標
識（イングランド湖水地方）

このような英国人の田園散策好きは、少なくとも筆者
の想像をはるかに超えている。休日となれば、特に国立公園のフットパスの入り口近
くの駐車場は車で埋まっていることが少なくない。また平日でも、そこを数分も歩くと
必ず誰かに出会う。
この散策路の通行者は中高年齢層が多いが、それ以上に特徴的なことは、その多
くがカップルであるということである。中高年夫婦がリュックサックを背負い、動植
物を観察しながらそぞろ歩き、適当な木陰で持ち込んだランチ（パン、チーズにリン
ゴという簡素なもの）を食べる姿は、英国農村の風物詩といえる。英国人にとって
は、パブリックフットパスが張り巡らされているカントリーサイドは、まさに「心の
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ふるさと」なのであろう。そして、そうであるが故に、前回（2011年冬号）の本欄
でも触れたように、その原風景を壊す針葉樹の植林や風力発電の風車建設に対し
て、人々は厳しいまなざしを向けているのである。

2.

カップルでにぎわう「パブ」と異なり、もう１つの「パブ」はまだまだ男社会であ
る。パブの種類のなかには、食事も提供する「ダイニング・パブ」もあり、ここには
午後７時までは未成年者の入場が認められている。そのようなパブでの食事は、値
段の上でも、また形式の上でもカジュアルであるために、イギリス版のファミリー・
レストランの色彩を帯びている。
しかし、7時を過ぎると、そこは「酒場」に一変する。最近では女性も急速に増え
ているといわれているが、筆者の経験によれば、それでも７割以上は男性であろう。
ここに来る彼らの目的は、サッカー中継（英国ではサッカー中継は多くが有料放送
により提供されている）にもあるようだが、やはりなんといってもビールであり、それ
を飲みながらの会話である。特に、食事を提供しない本格パブではテーブルも少な
いこともあり、多くの客が何時間も立って、ビールをちびちびと飲み、そして会話を
楽しんでいる。
そして、その「ちびちび」飲むビールがエールである。よく知られているように、
ビールにはラガーとエール（ビターとも呼ばれる）の種類がある。前者は日本で通
常飲まれているビールであり、英国でも同様に冷たく冷やして「ぐいっ」と飲む。そ
れに対して、後者は常温または軽く冷やして飲むビールであるために、会話を弾ませ
ながら、じっくりと味わう場面に適している。
従って、街や村の社交場を兼ねるパブで人気を得ているのは、このエールと呼ば
れるビールである。パブに集う「紳士」のなかには、大手メーカーによる大量生産
ば

り ぞうごん

が多いラガーに対して、
「ケミカル！」と罵詈雑言を浴びせる者もいる。
それだけ英国人はこのエールを愛し、パブでの会話とエールの組み合わせを楽し
んでいる。しかし、これを守るためには実は特筆すべき歴史がある。それは、
「キャン
ペーン・フォー・リアル・エール」
（ＣＡＭＲＡ）と呼ばれるものであり、1971年
に、たった4人によって始められた「消費者運動」である。当時のパブは、巨大化し
たビールメーカーの系列下におかれ、メーカーはその巨大さが故に、熱処理をするラ
ガーはもちろん、エールであっても大量生産に適した新しい製法のビールをパブに提
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供していた。この４人は、彼らの日常の社交場であるパブの一番大切なビールをめぐ
るこうした状況に異議を唱えて、加熱処理をせず樽で熟成させた「英国の本 物の
エールを守ろう」というスローガンを掲げたのである。
この運動はパブ愛好家の間に急速に広がった。そのため、その後ほとんどのパブ
が、各地の特徴的なエールを複数置き、店員もその知識を競うようになり、今に至っ
ている。このＣＡＭＲＡの会員は、英国外での賛同者も含めて現在では13万人を超
えており、彼らは「ヨーロッパで最も成功した消費者運動」
（
「ＣＡＭＲＡ」のホーム
ページ）と自称している。

3.

その延長上に、現在はさらにマイクロ・ブルーワリー（小規模醸造所）ブームが
ある。堅調なエール需要に加えて、ＣＡＭＲＡの請願活動により、2001年にはマイ
クロ・ブルーワリーの酒税が引き下げられ、市場での競争力が増したことも追い風と
なっている。
特に農場自身によるビール加工・販売への進
出が目立つ。日本流にいえば、
「農業の６次産業
化」であるが、英国では新たな農村経済の構築
という意味で「ニュー・ルーラル・エコノミー」
といわれている。
北東イングランドのヘキサム近郊に立地する
「ハイ・ハウス・ファーム・ブルーワリー」も、
そのようなマイクロ・ブ ルーワリーの１つであ

ハイ・ハウス・ファーム・ブルーワ
リーの試飲
スペース

る。このファームは、1969 年に現在の経営主が
買い取り、それ以来約200エーカー
（80ha）の穀物・畜産複合経営を営んできた。
こう て い

しかし2001年に英国、特にこの地域を揺るがした口蹄疫を経験して、農場主は経営
の多角化の必要を感じる。そのために、注目したのがビール加工であった。農場主
は、同じ北東イングランドのサンダーランド大学で開設されていた「ビール研究所」
のトレーニング・コースを受講し、その技術を習得した。そして、政府の資金制度を
利用して、ブルーワリーを2003年に開業するに至っている。
ビール麦は自家農園のみならず他農場からの供給を受けて、現在は６銘柄のエー
ルを常時生産している。経営者の高い技術により、ＣＡＭＲＡが主催するコンテスト
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をはじめとして、いくつかのエールが受賞または
その最終選考対象となっている。
このブルーワリーはレストランも併設してお
り、
（10テーブル程度のこぢんまりとしたもの）
、
ビール製造部門も併せて３人の新たなフルタイム
従業員と数人のパートタイム従業員を雇用してい
る。ビール製造施設は写真にも見られるようにい

リーの人気
ハイ・ハウス・ファーム・ブルーワ
エール

たって簡素であり、また瓶詰めは外部委託するな
ど、小規模醸造のコスト高を回避している。
このようなブルーワリーは、北東イングランド
では、この農 場が開 設した時には４社であった
が、現在では22 社まで増えており、その人気ぶ
りがうかがわれる。農村における「ニュー・ルー
ラル・エコノミー」志向に、消費者のエールへの
こだわりが重なり、このような現実が生まれてい
ハイ・ハウス・ファーム・ブルーワ
リーの醸造
用タンク

るのである。

4.

こうして見ると、実は２つの「パブ」には共通点があることに気が付く。それは、
いずれもイギリスの農村をめぐる消費者（農村の環境・景観の「消費」と農産加工
品の消費）のこだわりのなかで、資源（景観・環境とビール）が支持され、人々が
その資源を磨き上げるために自ら声を上げ、そして最終的には守っている点である。
「パブリック」の訳は「公」であるが、日本ではこの字句には「官」
「お上」のイ
メージがつきまとう。しかし、英語ではその意味はごく限定的に使われるだけであ
り、一般的には「公衆」
、もっといえば「人々が共通に利用する」というニュアンス
を持つ。共通に利用するという自覚があるからこそ「酒場のパブ」も「散策路のパ
ブ」も共に、人々が守り、育てるというある種の責任を負っている。その点で、この
２つの「パブ」は「パブリック」の名にふさわしい実態を持つといえよう。
わが国でも、農山村や農産物は、農業・農村政策以前に「パブリック」によって
守られなければならない。そこに、わが国の農山村再生の鍵があることを、２つの
「パブ」は教えてくれている。
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初
版が二〇 〇一年といささか古い本だが、常に本 棚の目に
付く位 置に置いて読み返しているのが本 書である。この

本は私がこれまで読んできた「グ ズ」に関する本のなかで一番
読みやすく、 実 践しやすい本だと思 っている。 なぜそんなに
「グズ」に関する本ばかり読んでいるのか、との疑問は横に置く
として、この本に書かれた「グ ズ」のパターンがいちいち思い
当たることばかりなのだ。そして対 処 法のいくつかは、実 行す
ると見事に改善されたので、常備している次第である。
いわく、グズは生まれ持った性格でも個性でもなく、ただの

や す ひ ろ
ふ じ も と

光文社（２００１年４月）

リタ・エメット＝著 中井京子＝訳

『いまやろうと思ってたのに…
かならず直る──そのグズな習慣』

それでも間 違うことがある。こんなとき、彼らが自分に言い聞

かせるのは、こいつはグランドピアノじゃないんだ、ということ

だ。完 璧じゃなくても一流の仕 事であればいいんだし、それで

充 分に間に合うものだ〟 と指 摘するのだ。 なるほど、 と思 っ

た。完璧、あるいは完 璧に見えなければ、というプレッシャー

のために仕 事に取り掛かれないとすれば、それはとても残 念な

ことだ。完璧に対する恐怖のパターンとして「未知の恐怖」
「批

判の恐 怖 」
「ミスをする恐 怖 」
「変 化の恐 怖 」
「完 了する恐 怖 」

「拒 絶される恐 怖 」など多くを挙げ、これらへの対 処 法も具 体
的でやりやすいものだ。

自分が実践できたものの一つは、ものを探す手間に非常に多

に本書を貸したところ、二度と戻ってこなかったからである。

いうと、私と同レベルの「グズ」な習慣を持つと思われる友人

余談だが、現在所持している本書は二代目である。なぜかと

に「計画的に失敗する」ことだけは避けたいからだ。

作って消し込んでいる。間違えても、昨今の政治・行政のよう

という格 言だ。 どんな小さな作 業でも、 可 能な限りリ ス トを

るのは、
「プランを立てないことは、計画的に失敗することだ」

本書に書かれた多くの克服法のなかで、常に念頭に置いてい

くなった。

できる。この方法にしてから名 刺 探しに時 間をかけることはな

ル名の先頭に交換年月日を入れているから時系列で探すことも

のだ。こうすれば名前を入力するだけで検索できるし、ファイ

た名刺はすべてスキャンし、特定のＵＳＢメモリーに格納した

のものに一つの場所、そこにすべてがある」にのっとり、もらっ

名 刺を探すだけでひと苦 労だ。これを古くからある格 言「一つ

えば名刺は、ためていくと名刺ケースからあふれ、必要な人の

くの時間を使っているために遅くなるタイプの「グズ」だ。例

My Luxury Book

習 慣であり、一つの態 度にすぎない、と言い切っている。ただ
の習 慣であれば、いくらでも修 正できるというわけだ。そして
一番説得力があるのは、著者自身がかつて筋金入りの「グズ」
だったということだ。その理由を自らが分析し、ついに「グズ」
を克服したのだという。
こうした経験から導き出した「エメットの法則」は非常に分
かりやすい。 例えば、 法 則その一は「仕 事を引き延ばすこと
は、片づけることより倍の時間とエネルギーを要する」という
ものだ。実際に思いきり先延ばしにした仕事が、いざ手を付け
てみたらわずかな時 間で済んでしまった、という経 験はそれこ
そ山ほどある。これへの対処法は「いやな仕事を真っ先に！」
。

恭展

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員●藤本
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シンプルで非常に分かりやすい。本書ではさらに身近で具体的
な克服方法を紹介している。
法 則その二は「グ ズの原 因のひとつは完 璧さに対するこだわ
りである」だ。タイミングや気分や条件がきっちり整うまで物
事を先に延ばした経験も大変 多い。そうしていつまでもずるず
ると手を付けないと、取り掛かれず終われない。これに対する
克服法の例が面白い。大工が素晴らしい仕事をしている現場を
「グ ズ」な人に見せ、大工が完 璧 主義 者だとの感想を聞くと、
〝それは違う。彼らは木を切るときは、二度測ってから切るが、

あなたもグズを解消できる……
かもしれない？

す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

《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。

『部下のうつの兆候を見逃すな』

うつ病とストレスの関係は、よく知られるようになりま

ち込んだり両極端を繰り返します。
「なんでそんなことを

した。メンタルヘルス対策への取り組みも各業種、各社

気にするかな？」というような些細なことや、ほんの小さ

独自に始まっています。

な刺激にも、興奮や不安を抱くのです。全身のだるさ、

知識はあるものの、実際に目の前の優秀な部下や、身
近な家族がつらい状況にあることには、なかなか気付く

さ さい

眠ってもすぐ目が覚めたり、突然汗をかいたりと、体の
変化を伴う心の疾患です。

ことができません。いきなり職場に行けなくなったり、突

また、イライラして胃に潰瘍ができることは一般にも知

然自殺未遂を引き起こしてしまう。本人だけではなく、

られています。その他にも心臓の動 悸・人前だと字が書

家族もうつになってしまう、という現実に出合って初めて

けなくなる・チックと呼ばれるまばたきや鼻ならし、舌な

気が付くという傾向にあります。

らしなどの動き・円形脱毛症・不眠症など、心の緊張や

どう き

厚生労働省の調査によると、うつ病患者数の推移は、

不安が体に影響を及ぼすものが、
「心身症」です。体そ

まさに右 肩 上がりで、2008年より100万 人を超え、自

のものの病気のように見えながら、実は心が原因の病気

殺者数も1998年以降毎年３万人を超え続けています。

です。

たいてい「あの優秀な人が……」と驚かれるくらい、

それぞれ、ストレスが原因です。私たちの感情を乱し

自他ともに優秀と認識し、期待され、尊敬されている人

たり、心身のバランスを保っているホルモン分泌や自律

が、突然、うつに襲われてしまうのです。あなたの優秀

神経系に過度な刺激を与えてしまい、バランスを崩して

な部下や大切な家族をうつにさせないように、あらため

体に異常を発生させるのです。

てメンタルヘルス対策を自覚しましょう。
うつ病になる前に、うつ傾向にあるときに予防しましょ
う。

2．うつを誘発する要因
うつとなる要因は、３つ考えられます。
①体質的なもの

1．うつ病と心身症
うつ病と心身症は、似ていますがまったく違う病気で
す。まして、ただ気が滅入ったり、失敗をして意欲がな

加齢によるホルモンバランスの減少や異常。誰にも危
険はあるのです。
②性格的なもの

くなったり、 眠れなくなったりしただけでも、
「うつに

なんにでも頑張る人、生真面目な人、小さなことにこ

なった！」 と思 ってしまい、 なんでもかんでも「うつ

だわる人やきちょうめんな人に多いといわれます。ストレ

だ！」と決めつける傾向もあります。一時的な気の沈み

スを取り込みやすいのでしょう。

と、うつ病や他の心 身 症をきちんと見 極めていくこと

③価値観によるもの

が、予防には大切です。

ストレスを最も生みやすい要因です。現象に価値や意

「うつ病」とは、意味もなくやる気がなくなり、憂鬱な

味を与え、プラスかマイナスにするのです。例えば、職

気分で、自分を否定したり、関わる物事をマイナスにし

場や家庭の人間関係、過去の失敗、転居や転職、昇進

か認められない病気です。また、気持ちが高ぶったり落

など環境の変化、金銭トラブル、期待を受け、期待に応
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ストレスが原因でメンタルヘルス不調……

①やらない言い訳
②同情を求めるような泣き言
③やりっ放し・言いっ放し
④すべき準備をしようとしない
⑤あきらめやすくなっている
⑥ミスや失敗が気にならなくなる
⑦口数が少なくなる
⑧整理・整頓ができなくなり、
清潔感がない

えようとするが、 応えられないなど、 の事 実がありま
す。それを事実として客観的に受け止められず、マイナ
ス視してストレスにしてしまうのです。

①プラスがあることに気付かせる
マイナスの自己評価をプラスに言い換える

②プラスの心を認めて言葉掛けをする
突き放さない
具体的な行動につながる言葉を掛ける

③簡単なリラックス法を示す
深い呼吸法・香りの効果・絵や写真の活用

4．うつ解消への基本となる３つの指導
無理な努力を相手に求めたり、強いるのではなく、相
手が気付かなくても、あなたが好影響を与えていけばよ
いのです。独り善がりになるかもしれませんが、相手に

3．こんな兆候が見られたら要注意
「夢はかなわない。かなわないから夢なのさ」
「理想は

は、すべて好転のきっかけになりストレス解消になります。
①プラスがあることに気付かせる

理想で、現実にならないし、事故も病気もするときはす

自分の力のなさ（無力感）を味わっている部下は、不

る、なるときはなるんだよ」が油断をつくり出します。開

安や、自信喪失感でいっぱいです。マイナスの自己評価

き直りや言い訳が先行します。マイナス言葉がストレス

を１つ１つプラスに言い換えてあげましょう。

を拡大していきます。
①やらない言い訳……「忙しいから」
「緊張するから」
「今やっても仕方ないから」というあきらめムードの
マイナス。
「明日やろう！」の連続は、永遠に達成で
きません。
②同情を求めるような泣き言……工夫する心・立ち向

未熟さ→新鮮な感覚を持っている、飽きやすい→好奇
心旺盛、など、現象面や性格、環境のプラスの価値を見
つけて全部肯定的に捉えてあげることです。
②プラスの心を認めて言葉掛けをする
自己評価はマイナスでもプライドがあり、認められた
い心は持っているものです。

かう心が消えています。誰かに依存したい気持ちが

「頑張れ！」と声を掛けられるのが悪いのではなく、１

大きくなります。一緒になって愚痴を言い合ってい

人で突き放されることが負担になるのです。頑張りたい

たら共倒れです。

心を認めてあげて、
「～そうしようと思っているんだね」

③やりっ放し・言いっ放し……相手への影響力を考え

と、具体的な行動につながる言葉をそれとなく掛けてあ

ることや、反応を見る余裕をなくしています。責任

げましょう。

感が薄れるのです。

③簡単なリラックス法を示す

さらに、部下に次のような現象が現れたり、気になっ
たり、違和感を覚えたらストレスレベルはかなりうつに近
づいています。早い時点で適切な対処が必要です。
④すべき準備をしようとしない
⑤あきらめやすくなっている
⑥ミスや失敗が気にならなくなる
⑦口数が少なくなる

部下ができそうなリラックス法を１つアドバイスしてあ
げましょう。
・大あくびや大ため息で深い呼吸をして力を抜いてみる。
・気分を高めるミントの香りや鎮めるレモンの香り、好
きな香りを身近に置く。
・好きな花や風景など、気に入った絵や写真を職場に
置いてやる。

⑧整理・整頓ができなくなり、清潔感がない
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合併に伴う人事制度の統一
当研究所は、大別してシンクタンク部門とコ

費の残額をポイント換算して職員に付与し、職

ンサルティング部門からなり、小誌では主に前

員は用意された各 種メニューからポイントを

者の研究成果を発表している。そして、後者の

使って利用できるという、当時としては斬新な

主要な業務がＪＡの人事制度に関する相談・コ

カフェテリア方式である。

ンサル・研修事業である。

一方、給与水準については、県別の客観的

2000年４月、ＪＡ共済連は全県統合し、３

な指標として厚生労働省の都道府県別産業別

年後に人事制度も統一することとした。これを

実態調査を用い、東京を100とした場合の各県

受け、10年前、私は統一人事制度を策定する

の水準を算出し、賃金実態がこの指数に満たな

部署に身を置いていた。

い場合は、段階的に引き上げて調整する、とい

最初に全本部の人事・給与・福利厚生など

うものであった。その際、単純な調整では人件

の実態調査結果を見てみると、県域によっては

費の大幅増となることから、ここに「労働生産

採用・配属から人事制度まで連合会横断的に

性の向上の範囲内で」という条件を加え、毎年

運用している場合も多く、同じ共済連とはいえ

の決算で生産性指標を算出し、本部別の努力

人事制度は千差万別であり、個々の経過を踏ま

結果を反映させる方式とした。

えつつ制度を統一することの難しさを感じた。

厚生労働省統計では、大都市部の職員の住

そのなかでも、職能資格制度や人事考課制

宅購入負担が反映され難いとか、地域差が少

度などは、仕組みの統一が比較的容易であり、

ない公共料金や燃料代などの基礎生活費が反

むしろ運用面の統一を図るために、考課者研修

映されにくいなどの意見も多かったが、議論を

などの訓練機会を多くして対応した。何より一

重ね、現給与で生計を立てているという生活給

番の課題だったのは、人件費枠に制約があり、

の一面から見れば、現給与を基準に効率化の

加えて各県の事業費に占める人件費率にも大差

範囲内で賃金指標を用いての調整はやむを得

があるなかでの給与水準と福利厚生の合理的

ない次 善の策、ということで合 意し、 導 入に

設計であった。

至った。

その解決策は、検討部署の若手職員たちか
ら出てきた。

その後、事業環境の変化とともに人事制度も
見直されていったが、ヒトの面での連合会統一

まず、福利厚生を見ると、県本部によっては

という象徴的施策だったこと、また、制度構築

給与として直接支給を重視したり、一方では現

の議論を通じ個人的にも各本部職員と従来以

物給与的に福利厚生を重視するなど考え方が

上の関係を築けたこと、さらに若手職員の発想

異なっていた。こうしたなかで出した対策が、

力と胆力に出会えたことなど、貴重な経験が得

健康管理や慶弔などの基本部分は統一し、そ

られた期間であった。

れを超える部分については、本部別に福利厚生
よ し

だ

（社）JC総研 専務理事●吉田
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Yours sincerely

2011年11月10日の「日・中・韓 農協シンポジウム」の成果をベースに『ＪＡ総研 研究叢書』の１冊を
うそ

編集・執筆すると前号の本欄で宣言した。嘘つきにならないよう現在奮闘中である。本年３月末で研究所長
しっ た

を退任されることとなる今村奈良臣研究所長の叱咤激励に感謝している。
『ＪＣ総研レポート』の編集長である小川理恵のセンスと行動力によって、2007年４月に『ＪＡ総研レポー
ト』を創刊して以来、初の、また念願であった誌面デザイン・レイアウトの大幅リニューアルを本号で達成す
ることができた。本当に読みやすくなったと思う。感謝している。
気短な 花咲爺の 桃の花
（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）
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３月11日が巡ってきた。この日付けは、私たち日本人にとって忘れることのできないものとなったが、私に
はこの数字にもう１つ重ねる思いがある。３月11日は、大震災からちょうど１年前に亡くなった、母の命日で
もある。
先日、実家で母の三回忌の法要を行った。父からの強い希望により、親類縁者には声を掛けず、父と娘３
人、そしてその家族というごく近親者のみで営むこととなった。宗派や地域によってはお叱りを受けてしまい
そうだが、お坊さんを呼んでお経を上げていただくこともあえてやめた。
法要の当日、仏間に手作りの祭壇をしつらえ、色とりどりの花で埋め尽くした。家中
のあちらこちらには、母と家 族の思い出がたくさん詰まった写 真を飾り、母の大 好き
だったお香を焚きしめた。すべての下準 備は、母が病床に伏してから亡くなるまで、
ずっと付き添ってくれていた妹が、何日も費やして行ってくれたものだ。
法要が始まり、家族全員による献花、母の好物だったコーヒーをお供えする「献コーヒー（妹が命名）
」
、同
じく好物のお豆腐ご飯をお供えする「献飯（私が命名）
」と、わが家オリジナルの式次第が続いた。
ぼう だ

そしてメインイベントは、父による「妻への手紙」である。これはきっと滂沱の涙になるだろうと覚悟して
いたのだが、さすが父。
「あの時ボクは君にウソをついて飲みに行っちゃってた、ごめん」という驚きのカミン
グアウトで、笑いを取ることも忘れていなかった。父はこの日のために、毎晩朗読の練習をするという力の入
れようだったらしい。その成果は十分に発揮され、涙と笑いに包まれた、心温かな朗読であった。
法要の締めくくりに家族全員で『うれしいひなまつり』を合唱した。そしてその後
は、それぞれが持ち寄った料理をつまみながら、母との思い出話に花を咲かせたので
ある。形はいびつだったかもしれない。でも本当に心に残る三回忌になった。母の笑
顔が見えるようであった。
それぞれの３月11日を迎えられたことと思う。 悲しくもこの日に命を落とされた
方々、そしてそのご家族の皆さんに、心からお悔やみを申し上げたい。
（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
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