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昨年の大震災後の電力需給逼迫をきっかけに、わが国の電
力制度改革に向けた議論が活発である。
「エネルギー基本計
画」を見直すなかでの「電力自由化」や「周波数変換設備の
増強」などであるが、電力の供給 側の議論が多いように思
う。昨年の計画停電や「電力使用制限令」の発動など、強制
的手段による需要抑制を経験したため、安定的な電力供給が
喫緊の課題であるとの認識は間違いないが、電力消費を抑制

省電力社会への転換

するといった需要側の議論も必要ではないだろうか。
そもそも、わが国は、１人当たり電力消費量が世界で４番目に多く、世界の電力消費量
の６％（アメリカ･中国に次いで３番目）を消費する国であり、しかもその自給率は、原子
力を除けば４％にすぎない。今後、世界的には人口が増加し、エネルギー需給の逼迫と価
格の上昇が必至であるなかで、わが国の電力事情は食料と同様に、安全保障面からも極
ぜ い じゃく

めて脆弱な状況にある。
昨夏に「電力使用制限令」が発動された東京電力管内では、結果としてピーク電力で
18％、７～８月通期で14％の使用電力の削減が実現した。各家庭においても、エアコン
や照明器具などでの節電が実施されたが、当面はやむを得ないとしても、我慢をしながら
強制的に行われる節電は長続きしない。長期的視点に立って、需要者が主体的に「節電
型社会」に転換していくことが必要である。そのためには、国が「いつまでに、どれくら
い電力の消費を削減する」という具体的な目標を打ち出し、国民のコンセンサスを醸成し
ていくことが重要である。また、温室効果ガス削減対策として選択した「原子力発電の拡
大」が、現実的には困難となった現在、安定性や経済性に多くの課題があるとしても、再
生可能エネルギーによる発電の拡大を進めざるを得ない。その点についても、いつまで
に、発電電力量のどのくらいを賄うことを目指すのか、具体的な目標を掲げ、わが国の方
「節電型社会」を実現するためには、ビルの省エネ仕様や新築住宅断熱基準の義務化

（社）

や、照明のLED化や電気製品の消費電力規制など、法的な規制強化も必要だと思う。ま
た、再生可能エネルギーによる発電拡大のためには、初期投資に対する助成や電力買い取
ほ てん

りの補償、電気料金の上昇による企業や国民の負担増に対する補填といった、大きな財政
負担も必要になる。何十年をかけて社会を変革していくには、国と地方行政が主導力と規
制力を発揮すべきで、いたずらに市場原理に委ねて、企業の参入と撤退を繰り返すような
事態を招いてはならない。
「電力自由化」や再生可能エネルギー拡大については、諸外国
やわが国各地に、先進事例だけでなく学ぶべき失敗例も多い。さらに、需要者が主体的に
節電に取り組めるようにするためには、需要者自らが使用する電力の供給先を選択した
り、使用時間や量をコントロールすることが可能になる仕組みが必須であり、そのために
長い間浸ってきた電力大量消費社会を転換していくには、長い時間とかなりのコストが
掛かることを覚悟しなければならない。しかし、これまでの社会を大きく変革していくこと
を、今、表明することは、1000年に１度の災害に遭遇したわれわれの義務であり、責任

（いながき しんじ）

発送電分離やスマートメーターの普及などは、短期間のうちに整備することが大事である。

JC総研 前常務理事●
稲垣伸司

向性を内外に向けて宣言することが重要である。

ではないだろうか。
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研究所長就任に当たっての所信

食と農の未来に向けて
す ず

き

（社）ＪＣ総研 研究所長●鈴木

の ぶ ひ ろ

宣弘

▶▶▶▶▶大震災からの復旧の遅れ◀◀◀◀◀
み

ぞ

う

わが国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災と原発

わらないだろう」と言われた。現 場にはプランがあって

事故から１年以上がたったが、残念ながら、復旧・復興の

も、それに対して、皆さんのボランティア的支援は届いて

足取りはあまりにも遅い。今回の震災復旧・復興から痛感

いるけれども、国のまとまった予算はなかなか届かない。

させられたことの１つは、 現 場からの発 想なくして、ま

使い勝手も悪い。義援金も原発の補償もなかなか届かな

た、現場の実態に合わなくては、いくら机上の空論を展開

かった。それなのに、現場から遠く離れたところで、何十

してもなんにもならないということかと思う。

年先か分からないような夢のような復興プランを議論して

昨年12月に、仙台におじゃました時、
「農地の状況は7

きた。

月から何も変わっていない。このままなら年が明けても変

▶▶▶▶▶現場を無視した復興論◀◀◀◀◀
経済界などからの復興論には耳を疑った。東日本の沿

区画ができるというのなら、逆にいえば、日本の農地とい

岸部がグチャグチャになったのは、
「ちょうどいい機会だ」

うのは、そう簡単には、大規模区画にできないということ

と。ガラガラポンして、大規模区画の農地にして、規制緩

を意味しているのだから、全国モデルになるということは

和して特区をつくって、企業が入ってきて、１社で大規模

あり得ない。

にやって、それを全国モデルにすれば、ＴＰＰ（環太平洋
パートナーシップ協定）も怖くないと。

しかも、日本で大規模区画といっても、せいぜい２ha程度
の１区画である。それに対して、ＴＰＰでゼロ関税で戦わなけ

多くのものを失ったなかでも、生活と経営と地域コミュ

ればならないオーストラリアは、１区画100haある。農家１戸

ニ ティーを再 興しようと、 歯を食いしばっている人たち

の適正規模は１万haというから、そもそも、まともに競争でき

に、
「もうあなた方はいりません」というようなことがどう

る相手ではない。土地条件の差は農業には決定的で、工場

して言えるのか。しかも、それが全国モデルになるという

で車を造るのとはまったく違う。このような当たり前の現場感

のはどういうことか。こんな大災害が起きて初めて大規模

覚が欠如しているのか、わざと無視して議論を展開している。

▶▶▶▶▶コミュニティーの重要性◀◀◀◀◀
被災地の復旧・復興を考えるときにも基本になるのは、

たず、結局、企業も存続できなくなる。

「コミュニティーの再生」である。
「大規模化して、企業が

そもそも、個別経営も集落営農型の組織も、自己の目先

１社でやれば、強い農業になる」という議論には、そこに

の利益だけを考えているものは成功していない。成功して

人々が住んでいて、暮らしがあり、生業があり、コミュニ

いる方は、地域全体の将来とそこに暮らすみんなの発展を

ティーがあり、歴史と文化があるという視点が欠落してい

考えて経営している。だからこそ、信頼が生まれて農地が

る。それでは、関連産業も、生活・行政サービスも成り立

集まり、地域の人々が役割分担して、水管理やあぜの草
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刈りなども可能になる。そうして、経営も地域全体も共に

ミュニティーの支柱として、地域の農業と、それを核にし

元気に維持される。20 ～ 30ha規模の農業経営というの

た地域住民の生活全体を支える地域協同組合としての役

は、そういう地域での支え合いで成り立つのであり、ガラ

割を、今までも果たしてきたし、さらに、将来に向けて、

ガラポンして１社の企業経営がやればよいという考え方と

そうした役 割を、 今こそ強 化し、 被 災 地の「コミュ ニ

は決定的に違う。それではうまくいかないし、地域コミュ

ティーの再生」のみならず、日本の地域の再生に寄与する

ニティーは成立しない。これを混同してはいけない。

中心的存在となることが求められ、期待されている。

そして、各地の農業協同組合こそが、まさに、地域コ

▶▶▶▶▶日本に農林水産業がある意味がなぜ理解されないのか◀◀◀◀◀
大震災は、食料の位置付けも考え直す機会になると思

意打ち的にＴＰＰに参加しようと必死の画策をしている。

われた。目先のコストだけで安さを強調した原発は、いざ

ハイチでは、ＩＭＦ（国際通貨基金）の融資条件とし

というときに対応できず、取り返しのつかない高いコスト

て、1995年に、アメリカから米関税の３%までの引き下げ

だった。食料が入ってこないような状況はそれほど頻繁に

を約束させられ、主食の米生産が大幅に減少し、米輸入

あるものではなくとも、目先の安さを追求して国内生産を

に頼る構造になっていたところに、2008年の米輸出規制

おろそかにすると、不測の事態に取り返しのつかないコス

で、死者まで出ることになった。フィリピンやエルサルバ

トを払うことになりかねない。つまり、少々高くても国産を

ドルなどでも米暴動が起きた。
「高くて買えない」どころか

維持することこそが「長期的には安い」ということを痛感

「お金を出しても売ってくれない」事態になったのである。
米の在庫は世界的には減少していなかったのに、不安心理

する事態を経験したのである。
しかし、残念ながら、その教訓が生かされるどころか、

で輸出規制が多発したからである。ＴＰＰで日本の稲作が

逆に、政府は「日本に農業はいらない」という選択肢を強

崩壊したら、このような事態の発生は、日本でも人ごとで

硬に推し進めようとしている。国民に情報も出さずに、不

はない。

▶▶▶▶▶地域と国土を守る機能◀◀◀◀◀
日本の食料・農産物市場は、すでにかなり開放度が高

端的な例として、北海道で、米、酪農、畜産、畑作物が

い。農産物の高関税品目は、米や乳製品など、品目数で１

ゼロ関税になったら、北海道の基盤を形成している産業が

割程度の基幹的食料に限られているし、他の９割の品目の

ことごとく失われ、北海道に人が住めなくなってしまう。

関税はすでにかなり低くなっている。野菜の多くは３％程

砂糖がＴＰＰでゼロ関税になり、離島でサトウキビが作れ

度の関税しかない。

なくなったら、人々は島に住めなくなり、沖縄には尖閣諸

ここでさらに、米や乳製品などの重要品目の関税も撤廃

島のような島々が続出する。

してしまえば、日本の田園風景を形成している田畑の多く

昭和30年代に木材がゼロ関税になって以来、外材に押

が、ぺんぺん草しか生えないような状況になるだろう。田

されて木材自給率は95％から18％にまで低下し、日本の

畑の荒廃は、地域経済の荒廃に直結する。日本の地域経

山林は二束三文になってしまい、気が付いたら外国人の方

済は、１次産業をベースとして加工や流通が発達し、商店

が高く買ってくれるからと、日本の領土が外国の方に売ら

街ができて、地域コミュニティーが成り立っているところ

れている状況にもなっている。ヨーロッパでは１次産業、

が非常に多い。

特に農業は国境を守る国防機能としても重視されているの

１次産業が領土を守っていることも認識すべきである。

だが、日本ではそのような意識も非常に薄い。

▶▶▶▶▶食と農の理解に正面から取り組む◀◀◀◀◀
わい

ＴＰＰへの日本の参加問題では、農業関係者が大きな反

ら、農業改革をすればＴＰＰに入れる」という論点の矮

対の声を上げたのを逆手に取って、
「農業が問題なのだか

小 化を図り、その他の問題については、
「国民に知らせる
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と不安が広がるから、徹底して情報を出すな」という戦略

味」が国民に共有されていない現実である。
この問題に正面から取り組んで、消費者・国民の理解を

を政府やマスコミが展開した。
そこで、農業関係者も、農業の問題を正面から議論する

得られるようにしない限り、農業に対する「間違った」批

のは逆効果と考えて、他の分野に、いかに大きな問題が生

判を根 本的に解消することはできない。消費者が悪いと

じるかを説明した方がよいという方向を指向し始めた。こ

言ってみてもしょうがない。なぜ、今まで、農業がここに

の戦略には妥当性がある。

あり、国民の食を支え、地域を支えている価値を伝えきれ

しかし、これで、本当に日本農業にとっての本質的な問

ていないのか、それは、生産サイドの責任も大きい。

題解決につながるだろうか、ということも問い直す必要が

「農業関係者が言っても聞いてくれない」と考えるので

ある。われわれが本当に解決しなくてはならないのは、
「１

なく、本当に現場の最先端で日々努力している農家、そし

お

い

俵 3000円くらいで、けっこう美味しいカリフォルニア米が

て、それを支えるＪＡの努力の真の姿を、自らが国民に伝

大量に輸入できるなら、国産でなくてもよいではないか」

えなくして、誰が伝えるか、ということである。

という消費者が多数存在し、
「日本に農業があることの意

▶▶▶▶▶強い農林水産業のための対案◀◀◀◀◀
農林水産業関係者を中心にＴＰＰ反対の運動が展開さ
れているのに対して、
「日本の農林水産業はＴＰＰを拒否

を持ってきてくれている今、地域全体で前向きに議論をす
る機会にしなくてはならない。

するだけでやっていけるのか。ＴＰＰがなくても、日本の

関係者は、それぞれの立場で努力し、取り組んできたに

農林水産業は、高齢化、就業人口の減少、耕作放棄など

もかかわらず、全体としての農業・農村の疲弊は進行して

で疲弊しつつある。どういう取り組みをすれば農林水産業

いる。元気な農家の方々はもちろんたくさんおられるが、

は元気になるのか。ＴＰＰが駄目だというなら対案を出し

全体としての農業生産基盤の脆 弱 化の流れを止めること

てほしい」という指摘もある。

ができていないことについて、農家自身はもちろん、行政

ぜい じゃく

筆者が現場を回っていて一番心配しているのは、
「これ

やＪＡといった関連組織も、研究者も、農業に関わってき

から息 子が継いでくれて規 模 拡 大しようとしていたのだ

た関係者すべてが共同責任を負っていると言わざるを得な

が、もうやめたい」と肩を落とす農家が増えていることで

い。

ある。ＴＰＰ問題が長引くと、将来の投資計画も進められ
しょう すい

しかし、どうしたらよいのかについては、現場で効果が

ないから、現場の動揺と憔悴が広がってしまう。すでに、

実感できる取り組みと、それをしっかりサポートする政策

被災 地のみならず、こうした事 態が深 刻 化している。ま

の再構築が望まれていることは認めつつも、具体策につい

ず、こういう後ろ向きの思 考に歯 止めを掛けねばならな

ては、やや手詰まり感があるのも事実である。

い。そうではなくて、ＴＰＰの議論を契機に、農林漁家が

ＪＡ組織や農業関係者の総力を挙げて、現場の実態に

もっと元気になるための取り組み、現場で本当に効果が実

合った、現場で本当に効果の実感できる農業・農村政策

感できる政策とは何かということを、いろいろな方が関心

体系の具体的提案を急ぐ必要がある。

▶▶▶▶▶農業所得の低迷◀◀◀◀◀
現場の苦悩は、農業所得の低迷を見ても明らかである。

り分は12兆 円から９兆 円に減 少し、農 業 段 階の取り分

1990年度に６兆1000 億円あったマクロの農業所得（農

シェアは26%から13%に落ち込んできている。その分、加

業純生産）は、2006年度には３兆5000 億円と、16年間

工・流通・小売り、特に小売り段階の取り分が増加してき

で半減した。他産業に比べて所得が得られない産業に後

ている。

継者が不足してくるのは当然である。
一方、食料関連産業の生産額規模は1980 年の48兆円
から2005年の74 兆円に拡大しているなかで、農家の取

4
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この数字に示唆されるのは、農業生産サイドの取引交渉
力が低下し、十分な所得を確保できるだけの価格形成が
困難になっている可能性である。
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▶▶▶▶▶取引交渉力の不均衡◀◀◀◀◀
例えば、わが国の牛乳取引市場の交渉力バランスに関
する試算（図）によれば、メーカー対スーパーの取引交渉

【図】日本における酪農協・メーカー・スーパー間の取引
交渉力バランス

力はほとんど０対１で、スーパーがメーカーに対して圧倒
的に優位であることが示された。一方、酪農協対メーカー
の取引交渉力は、最大限に見積もって、ほぼ 0.5対 0.5、
最小限に見積もると0.1対 0.9で、メーカーが酪農協に対
して優位である可能性が示された。このような取引交渉力
バランスのため、日本の牛乳は買いたたかれやすい構造に

酪農協

メーカー
0.50対0.50
〜0.06対0.94

スーパー
0.03対0.97

注： ０に近いほど劣位、１に近いほど優位な取引交渉力を持つ
出典：木 下 順 子・鈴 木 宣 弘「 酪 農 協・メーカー・スーパー間のパ ワーバ ラン ス 」
『畜産の情報（国内編）』農畜産業振興機構、2 0 0 4年５月、3 0〜3 6ページ

なっていると考えられる。

▶▶▶▶▶「強い農業」とは?◀◀◀◀◀
では、
「強い農業」とは何か。規模拡大してコストダウ

すれば、できた物も人に優しい、本物で安全で美味しい物

ンするだけで「強い農業」なのかというと、オーストラリア

になる。これはすべてつながっているのだから、こういう

の適正規模が1万haというような経営と同じ土俵で競争し

生産をしてくれる皆さんを支えるという消費者との合意が

ても勝てるわけがないことは、まず認識しないといけない。

できている。

むしろ、そもそも立地条件は悪いのだから、
「少々高い

筆者が訪ねたときも、３倍も４倍もするスイス国産の80

けれども、物が徹底的に違うからあなたの物しか食べたく

円の卵がよく売れていた。それを買う小学生くらいの女の

ない」という消費者との関係をつくれるかどうかが、本当

子にインタビューした人に、
「これを買うことで生産者の皆

の意味での「強い農業」ではないか。

さんの生活が支えられて、そのおかげで私たちの生活が成

それはスイスが実践している。スイスは山国で、生産コ

り立つのだから当たり前でしょう」と、その子はいとも簡

ストは周辺国より３割も４割も高いけれども、周辺国から

単に答えたという。これを「日本の消費者は価値観が貧困

安い物が入ってきても負けないという自信を持っている。

だから駄目だ」といってしまえば身もふたもないが、そう

そのキーワードは、今はナチュラル、オーガニック、アニ

ではなくて、スイスでは特に生産者、農協、関係団体、行

マル・ウェルフェア（動物福祉）
、バイオダイバーシティ

政、生協などが連携を取って、何が本物かについて、小

（生物多様性）
、美しい景観などだという。生産過程におい

手先のマーケティングではない形で、その誠意とストー

て徹底的に環境にも生き物にも景観にも優しい取り組みを

リーを伝えることに成功したといわれている。

▶▶▶▶▶踏みとどまる力◀◀◀◀◀
特に、日本と違う大きな条件は、スイスの場合はMigro
という生協が食品流通の７割近くを握っているので、スー

く売れないということで、みんなが総崩れになってしまう
のが日本の姿である。

パーが安売りするといっても、スイスではMigroがこの本

スイスはそのような「踏みとどまる力」を持っているよ

物にはこの値段が必要と考えれば、それが実現できる。こ

うに見える。日本では、小売り部門の力が強過ぎて、買い

の「踏みとどまる力」が違う。

たたかれる状況が強まっている。ＪＡ組 織や生協などが

2010年の米の暴落でも分かるように、日本では、大手

「踏みとどまる力」を持てるかどうかが問われる。１つ１つ

の卸が戸別所得補償制度を織り込んで、安く買おうとした

の組織が仮に小さくても、そのネットワークによってそう

のではないかという指摘もある。過度にそういうことが起

いう力を持てるようにすることは不可能ではない。

こると、結局ＪＡ組織としても、自分だけ高く売っていた

目先の自分の利益を追求し過ぎて、それで生産現場が

ら売れなくなるから踏みとどまれない。生協も自分だけ高

もっと苦しくなったら、結局自分たちもビジネスができなく
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なる。消費者も、安い物が買えると思っていても、生産サ

くようなものである。生産から消費まで、関係者全体が持

イドがさらに疲弊してしまったら、自分たちも食べる物が

続的に発展できる「適正な」価格形成が問われる。

なくなる。これでは、結局みんなで泥船に乗って沈んでい

▶▶▶▶▶取引交渉力を高める◀◀◀◀◀
そもそも、なぜ、農協には独占禁止法の適用除外が認め

この拮抗力形成にあった。

られているのか。それは、個々の農家の販売力、取引交渉

わが国においては、生産サイドに対する独占禁止法の適

力が、農産物の買い手である卸売業者、加工業者、小売

用除外をやめるべきだという議論があるが、問題にすべき

業 者などに対して相対的に弱いので、不当な「買いたた

対象が逆ではないかと思わざるを得ない。むしろ問題とす

き」に合わないように、組織的な共同販売（共販）を認

べきは、流通・小売り部門の「買いたたき」
「不当廉売」

め、それにより「集中度」
（農協による販売シェア）が高ま

「優越的地位の乱用」の可能性であり、少なくとも、こうし

ることを認めることで、対等な取引交渉力、ガルブレイス

た問題も俎 上に載せて、食料市場における公正な競争の

（1908 ～ 2006、ハーバード大学名誉教授）の言う「カウ

あり方をしっかり議論すべき時が来ていると思われる。そ

きっ こう

そ じょう

ンターベイリング・パワー」
（拮抗力）の形成を促す意図

して、ＪＡ組織が、農協設立の大きな目的の１つは、拮抗

に基づいている。まさに、農協設立の大きな目的の１つは

力形成であることを再確認することが重要である。

▶▶▶▶▶自発的な地域プロジェクトへの期待◀◀◀◀◀
生産から消費まで、関係者全体が持続的に発展できる

うやって地域の食と農を役割分担して支えていくかについ

「適正な」価格形成を実現するためにも、自発的な地域プ

て、考える地域が増えてきている。このような「絆」こそ

ロジェクトがいろいろな地域で立ち上がっているのは注目

が、本物に本物の値段を形成し、本当の意味での「強い

される。そこに農林水産業があることによってその土地が

農業」につながるのではないか。そういう流れを強化する

守られ、環境が守られ、観光産業も含めて関連企業も成り

ためのトータルコーディネーター、ファシリテーターとして

立つ。商店街もコミュニティーも成り立つ。全国にそうい

の役割もＪＡに期待されている。

う地域が広がっている。それを地域のみんなが自覚し、ど

▶▶▶▶▶ＪＡ組織への批判をどう克服するか◀◀◀◀◀
しかし、一方、農業協同組合の活動に対するメディアな
どの意図的な批判も多く、一般の方々からも、そうした報

化によって、農家の皆さんと地域住民の信頼をさらに強固な
ものにし、国民全体に納得してもらうことが急がれている。

道の受け売り的な批判を含め、農業協同組合組織に対す

「田植えはできるけれども、できた米が放射能や風評被

るネガティブな意見を耳にすることが非常に多くなってき

害で売れないかもしれない」と悩む農家の方には、
「ＪＡ

ているのも、残念ながら事実である。

がなんとかするから大丈夫だ」と言えるＪＡでありたい。

しかし、こうした批判にへこたれている場合ではない。
繰り返すが、各地の農業協同組合こそが、まさに、地域コ

国が動かないときは、ＪＡが支える、それがＪＡの当然の
役割ではないかと思う。

ミュニティーの支柱として、地域の農業と、それを核にし

社団法人ＪＣ総研は、そうした農業協同組合の取り組み

た地域住民の生活全体を支える地域協同組合としての役

を強化し、地域農業と地域社会の持続的発展に資するた

割を、今までも果たしてきたし、さらに、将来に向けて、

めの地道で、かつ、タイムリーな調査・研究を発信し続け

そうした役 割を、 今こそ強 化し、 被 災 地の「コミュ ニ

ている。前任の今村奈良臣所長とは、とても比較にもなら

ティーの再生」のみならず、日本の地域の再生に寄与する

ないほどの微力ではあるが、私も、私にできることを分担

中心的存在となることが求められ、期待されている。

して、日本の食と農の明るい未来を切り開くために、全力

ふっしょく

さまざまな批判を払拭するためには、揺るぎない実績の強

6
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リスクへの備えと地域 ･ 農業
危機とそのただなかにある「超安定社会」日本の課題を考える
━━大都市近郊の医療・介護問題

い ろ ひ ら

ＪＡ長野厚生連・佐久総合病院 地域医療部地域ケア科 医長●色平

て つ ろ う

哲郎

1. はじめに
日本医科大学の医療管理学教室に、私の尊敬する

出し、警察が駆け付けて調べると、屋内には荒らされ
た跡はなく、独り住まいの老人が亡くなっていた。

長谷川敏彦教授がいる。
長谷川先生が作成したケース教材「君ならどうす

妻が教えてくれた。
「タンスに3000万円の現金が放

る？ Ａさんの2030年10月３日 24時（Twenty Four）
」

置されていたのよ。今回は見つかったけど、全国では

の冒頭部分を引用（ただし引用内容は、筆者がデフォ

多額の現金が気付かれずにゴミとして燃やされている

ルメしている）させていただきながら、これからわが

らしいわ」

国が直面する課題を「ケース教材」風に描いてみるこ

そういえば、先日も近くで同じような騒ぎがあった

とにしよう。

ばかりだ。あの時も「独居者の高齢化と無縁化が進ん

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

でいるからなあ」と民生委員のＭさんが嘆いていた。

Ａさんは19年前の2011年秋にＭ大学の公共政策

それに認知症の老人が突然いなくなって空き家とな

論の講義に参加したことがあるＭ大学卒業生である。

り、住宅の所有権が宙に浮いた家が、この近くだけで

今は40 歳となり、８歳と４歳の子どもがいる。外資系

も10数軒ある。

（タイ資本）企業で働き、大 都市郊外のＢ市のマン

去年は、500ｍ先の空き家が放火され崩れかけた。

ションに家族と共に暮らしている。母は近くに住んで

そのままでは隣家が危険なので、隣のＣ市に住むこの

いるが、父は遠くにある介護施設に入所している。

住宅の所有者の高齢者とＢ市の担当者が交渉したが、

12日前には衝突は免れたが、小惑星が地球に接近

私有権を盾に行政の介入を拒否したというトラブルも

する騒ぎがあった。今年、中国の人口が16 億人に達

あった。この廃屋に野犬がすみ着くなどますます危な

したが総人口は減少に転じ、インドに抜かれたことを

くなっている。…（略）…

新聞は報じている。中国の高齢者人口（65 歳以上）

私の母はすでに要介護認定を市に申請して介護保険

は１億1000万人となり日本の総人口と並んだ。

によるサービスを受けているが、
「財政難で十分な介

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

護を受けることができず、先日紹介されてきた介護士

【7：00（午前）
】―― 私は朝食
2030年10月3日（木）

は外国人で、あまり言葉が通じない」と嘆いている。

を食べながら昨日の騒ぎのことを思い出していた。妻

高齢者のいろいろな相談に乗ってくれる医師がいない

は子どもたちの世話で忙しい――
２軒隣のマンションの住民が「異臭がする」と騒ぎ
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この20年、大都市近郊は急速に高齢化したのだが、

してから急速に町が高齢化したよね。職がない高齢者

医療供給がそれに追い付かなかった。母はずっと大都

が昼からブラブラしていた。それがそのうちポロポロ

市の病院まで通っていたが、体が不自由になってから

引っ越して、町が空洞化し、しかも建物や施設が老朽

はほとんど通うことができずにいる。

化してしまった」

健康保険が適用される診療行為が次第に限られ、自

20年も前から海外の「コンパクトシティー」の取り

己負担が増えている。年金が月額一律５万円になった

組みが紹介されてはきたが、この大 都市近郊の町で

ため高額な医療費はとても払えない。母は「結局治ら

も、いくつかの団地を集約して、高齢化に対応した建

んのに」と言いつつも困っている。…（略）…

物の構造・配置、道路の整備、店舗や医療福祉施設

それと、大都市圏には入所介護施設が少ない。父は

の建て替えなどが必要だった。それもばらばらに取り

400㎞も離れた北陸地方の福祉施設に入所せざるを得

組むのではなく、複数の町が資源を濃縮し共有し、物

なかった。これでは母は会いに行くことができない。

理 的 環 境だけではなく、人のつながりにも配 慮しつ

かわいそうだと思う。

つ、新しい社会、コミュニティーを一から「創り直す」

人口構成の将来予測で若い人が高齢者を支えること
は、どだい不可能となることは以前から分かっていた

必要があったのだ。
】――会社に到着――
【9：00（午前）

が、何もしなかったのだ。高齢者医療福祉戦略を考え

国際電話がかかり、ベトナム語でしゃべりだした。

ると、老人同士が支えあうこと、むしろ老人に若い人

「うーん、分からない」
。英語は大学で練習したので自

を支えてもらわないとならないことははっきりしている。

信があるのだが、東南アジアの言語は苦手だ。社内も

】――上の子は小学校に出かけた。下
【8：00（午前）
の子を「子供園」に連れて行き会社へ――

ミーティングは英語だが、タイ語が飛び交っていて、
悪口を言われても分からない。
「日本語がアジアのビジ

子供園に寄ってから、会社に行くためバス停に向か

ネスの標準語だったらいいんだけどなぁ」
。入社した時

うと、歩いているのはほとんどが高齢者である。今で

は日本資本だったが、10年ぐらいでタイの資本に買収

は人口の５人に１人が 75 歳以上、50 歳以上が半分を

された。最近ではインドの会社が買収を狙っていると

超えているのだから当たり前なのだが。

いう噂を聞く……（以下、略）……。

バスに乗車すると、子どもの時からの知り合いのお

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

じさん（Dさん・80 歳）が乗っていて、不安げに話し
掛けてきた。
「財布をとられた。大切にしていた物が昨

危機とは英語ならcrisis、この語には“分岐”という意
味もあるという。

日から見つからない」と３日前にも聞いた話を繰り返
す。ニコニコして相づちを打つと安心したのかにっこ
り笑った。

イタリアの思想家アントニオ・グラムシは、危機に
ついて以下のように記した。
「危 機は、古いものが死んでも新しいものが生まれ

私の友人のうちで４分の１が両親のいずれかの認知

てこないという、正にこの現実の中にあるのだ。かよ

症で悩んでいる。
「老人は耳が遠いためか自分の言い

うな空白期間には多種多様な病的現象が起こるもの」

たいことだけ言って人の話を聞かないよね。その上、

（
『獄中ノート』
）

世話をしてもらうことが当たり前のように思っている」
というのが友人の愚痴だ。…（略）…
結局のところ、医療も福祉も交通もすべてが町づく

Ｐ・Ｆ・ドラッカーの言うとおり、未来を予測するこ
とは難しいが、現在は「すでに始まっている未来」で
ある。

りだ。

本稿がそうした意味で、すでに始まっている未来を

友人のＥがこんなことを言っていたのを思い出した。
「特に大都市郊外は企業戦士だった団塊世代が退職

8

明らかにし、リスクが噴出する世界で何をなすべきか
を考えるきっかけとなれば幸いである。
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2.「超安定社会」だった日本の今後
期」だと見ている。

（１）世界を覆う「リスク」とその正体

中国のリスク状況を考える。

世界を覆う危機状況は、ナ

例えば上海に飛行機で着くとする。そこは21世紀の

オミ・クライン著『ショック・

未来社会だ。何しろリニアモーターカーに乗るのだか

ドクトリン──惨事便乗型資

ら。そこから鉄道に乗り、バスに乗って、歩いて、奥

本 主 義の正 体を暴く』
（岩 波

山にまで行くと、 今 度は弥 生 時 代に行 ってしまう。

書店、2011年）に詳しく書か

2000年の歴史がそっくりあの国の現在のなかにあると

れている。

いう意味で、われわれとはまったく違う。想像も及ば

また、堤未果著『政府は必
ず嘘をつく──アメリカの「失
われた10年」が私たちに警告
すること』
（角川ＳＳＣ新書、
2012年）にサマライズされて
出ている。

ないほどすご過ぎる。
『ショック・ドクトリン
──惨事便乗型資本主義
の正体を暴く（上・下）
』

ナオミ・クライン 著、
幾島幸子・村上由見子
訳、岩波書店、2011年

中国ではそれをリスクと呼ぶ。
われわれの日 本はあまりにも国 内が平 準 化してい
て、少し変動しただけでリスクと呼ぶが、向こうでは
それをリスクとは思っていない。
例えば政権交代するたびに、大混乱と粛清が起こる

ある時 期から資 本 主 義は余 裕を食いつぶすように

のが中国の常識。日本では首相が毎年代わってもほと

なってきていると感じる。皆のコモンズを食いつぶす

んど社会変動が起こらない。これは実は日本が「超安

形で延命し、生き延びようとしている。

定社会」だということである。

そしてマスメディアを含め、学者・オピニオンリー

どうして中国について述べてきたかというと、中国

ダーたちは、その流れに乗る以外に解決策はない、と

社 会が、あの「多 過ぎて・広 過ぎて・貧し過ぎた」

いうふうに言い募っている。

1980年代初頭、ある決断をしたからだ。
と う しょう へ い

当時、鄧 小 平がミルトン・フリードマンを招き、新

私は、いつも隣国・中国のことが気になる。
中国人はわれわれと同じような顔をしているが、全
然違う人たちで、恐ろしいリスクに備えていて、本当

自由主義なるものを中国に導入することにした。
中国は、最 初は「世 界の工場」として酷 使される
が、そのうちに「世界の市場」として、そしていずれ

に恐ろしいリスクのなかを生きている。
今、にわかに中国が海軍力を増強し、アジア全体の

「世界の覇者」になっていくという道だった。

脅威になってきた。だがこれは、ここ1000年間のうち

当時はそれしか選択肢がなかったと思う。北にソビ

で昨今 20年間くらいの例外期である。ヨーロッパ人が

エトがあったからである。アメリカや日本からなんとか

大 西 洋を渡ってアメリカ大陸に達する、そのまた以

して資金と技術を導入し経済発展しようとした。

てい わ

前、明の時代に鄭和の艦隊が大規模にアフリカ大陸に

彼らのやったことは「中 体 西 用 」ということであ

まで航海した。鄭和の艦隊による海洋進出を明がやめ

る。
「和魂洋才」と似ているが、和魂洋才は「魂は和

たのは、北にリスクがあったからだ。

だ」といっても「見た目には西洋」になっているわけ

北のリスクとは、モンゴ ルであったり、ロシアで
あったり、ソビエトであったり、その後も一貫して続い

だが、中体西用では、
「体しているのは中国」なので
ある。

たが、20年 前 ソ ビ エ トの崩 壊によって中 国はこの

中国は、譲らないところは絶対に譲らない。西洋的

1000年間で初めて「北の脅威」がなくなった。これ

なものは用いているだけだということになる。頭のなか

は鄭和の時代に戻っているという意味で「例外的な時

は絶対に中国のままで、という前提で、しかし新自由
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主義にギアを入れた。

ングできるというハッピーエンドにならず、中国のよう

世界史の皮肉というべきは、中国がギアを入れてか

な奇型、つまり変型が出現し、政治はまったく民主化

ら10年ほど経ったところでソビエトが崩壊し、ロシア

せずに、中国的な権威主義を保ちつつ、経済と軍事だ

になって、ここでも新自由主義にギアが入ってしまった。

けがどんどん大きくなりナショナリズムと呼応して拡張

アメリカも「９・１１」の同時多発テロという“ショッ

するというバージョン5.0のギア。このギアに入れるこ

クの後”で、新自由主義にギアが入ってしまった。世界

との効率が非常に良くて普遍性がある、という恐るべ

の多くの地域で、ＥＵ以外の極のほとんどすべてに新

き結論が出るのかもしれないということで皆がおどお

自由主義のギアが入ってしまった。

ど、びくびくしている。

「資本主義バージョン4.0」という言葉をご存じだろ
うか。

これがＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の
背面にある本質的変貌であろう。

アナトール・カレツキー著『資本主義4.0 ──新しい

海上輸送力が飛躍的に向上し太平洋が「隔てる海」

経済の誕生』
（“Capitalism 4.0 ─The Birth of a New

でなくなり、沿海部が結ばれて世界経済の大動脈を形

Economy” Bloomsbury Publishing Place, 2010）が

成しつつある。

指摘する資本主義の性格区分・発展段階論である。

そこで、10年ほど前から「太平洋に線を引くな」と

最初の資本主義、つまりバージョン1.0は赤裸々な

アメリカが主張。それがいよいよはっきりしたのが、

市場原理主義をあらわにしたもの、当時、マルクスが

2010年11月に横浜で開催されたＡＰＥＣ（アジア太

批判せざるを得なかったもの。次の2.0がケインジア

平洋経済協力会議）でオバマ大統領が宣言した辺り

ンの修正資本主義。3.0がハイエク、さらにフリードマ

だった。

ンの新自由主義、その後に4.0が出てきたというので
ある。

大きなリスクは、米中の間でせめぎ合いが起こって
いることであろう。

バージョン1.0の時には苛烈な資本による収奪が行

一方にコーポラティズム
（協同組合を意味する
「コー

われたので、農民たちは協同組合をつくって自衛した。

オペラティブ」ではない）の問題があろうか。
「中間団

2.0の時、日本では戦後だが、日本社会は存外にハッ

体」をどう考えるかという哲学的問いにもなる。フラン

ピーで、協同組 合の必 要 性が薄れそうになるぐらい

スの政治思想家モンテスキュー（1689 ～ 1755年）

「超安定社会」が続いた。
そして、今になって日本は3.0の新自由主義に突き
当たっている。
これは、欧米と比べると１周どころか２周遅れてい

の時代には、国家と個人の間に中間団体があった方が
民主主義が健全であるという洞察で、教会、そしてさ
まざまなアソシエーションが形成されてきた。日本の
農協も中間団体の１つである。

る。欧米ではすでにリーマン・ショック以降、3.0は終

ところが、中間団体が国家と「ボス交渉」でどんど

わり、今では4.0に入っている、というのがカレツキー

ん決めてしまうと人々の意見が反映できない、という

の主張。カレツキーが展開するのは、3.0の時代はす

ことになって、コーポラティズム批判が出てきた。

でに終わり、これまでの金融資本主義ではもたないの

前出の堤未果さんの本では、コーポラティズムとい

で、
「新たな協同の時代」に入らなければならない、と

う中間団体が仕切ってやっていくことで大問題を生ん

いうような感覚である。

でいるとある。歴史的に考えるとコーポラティズムが

さて、ここで問題となるのが、バージョン5.0であ
る。これは中国バージョンである、という。

良かった時代と悪かった時代があった。われわれが福
祉国家だと考えて賞賛してきた北欧、あれはコーポラ

このため世界の大勢が、資本主義がバージョン3.0

ティズムがつくったものだし、オランダのような「失業

から4.0に移行しつつ、どこかでうまくソフトランディ

が生まれないような国内の合意形成」もコーポラティ

10
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ズムが働いてできたもの。一方でファシズムもコーポ

なかがリスク要因として最大であろう。

ラ テ ィズ ムがつくったもので、 善にも悪にも働き得

私の友人の山岡淳一郎氏が書いた『震災復興の先に

る。今日のようにリスク状況が高まるなかであればこ

待ちうけているもの 平成・大正の大震災と政治家の

そ、分断された日本社会に散在する個人の小さな声を

暴走』
（洋泉社新書Ｙ、2012年）にあるように、産業

集約し、国や地方の政策形成に影響力を持ち得る健全

組合が困難な時期を経て戦争時代に入ったその同時代

な中間団体が必要なのではなかろうか。

史を見ると、1923（大正12）年９月１日に発生した関
東大震災の前後には、1921年11月に原敬首相が東京

（２）日本の「リスク」とは

駅で右翼青年に刺殺され、1930年11月に浜口雄幸が

世界はすでに激動期に入った。にもかかわらず日本

狙撃される、といったテロが起きている。今後も同じよ

列島は安 泰だなどと考えていると「ゆでガ エル 」に

うに、何かが台頭してくるのではないか、というのが大

なってしまう。翻って考えて、戦前の日本社会は安定

状況として、今一番大きなリスクではないだろうか。

していなかった。

余裕がなければ餓死者が出るような危険なバランス

私は産業組合あってのＪＡだと思っているが、戦後

の上に、日本の首 都 東 京が載 っているという恐ろし

の安定社会になる以前、戦前の産業組合運動こそＪＡ

さ・際どさをあの東日本大震災で感じた向きも多かっ

の始祖だと考えている。

たのではないか。人口の少ない東北地方でもあれほど

途上国では経済や社会が安定を欠く、足下が揺れ

の被害だった。当日の東京の帰宅難民の状況もひど

ているところで、協同組合運動を今つくり上げていこ

かった。洞察力を持っていれば理解できるリスク要因

うという、矛盾のなかで皆が苦闘の歴史を始めつつあ

だと思う。

る。ヨーロッパや日本では過 去に１度そんな歴 史が

幕末の安政の時にも、開国したり不平等条約を結ん

あって、その後、平和な時期に多少まどろんでいた。

でいる間に、安政大地震で藤田東湖が圧死するという

今日リスク化する社会などといわれているが、これは

ようなこともあった。現在、地震列島が動き始めてい

１度、昔にあったことだ。

る以上、食料でも人手でも多少とも余裕があった方が

今後われわれは小国に立ち戻らざるを得ないのだろ

良い。現状、カツカツで効率を追うようになって、そ

う。人口的にもそうだ。近代の100数十年にわたって日

れぞれの業態ごとにぎりぎりの勝負をしている。とい

本は大国だと思っていた。アジアの先頭を走ってきたと

うことは皆で一緒に飢え死にしかねない、という状況

いう自負もあった。その遺産のいくつかもまだある。多

になってしまっていることを意味する。

少危うくなったとはいえ、国民皆保険も機能している。

これは、農業や農協の問題ではない、田舎や郡部の

しかし日本は、エネルギー政策も食料政策も行き着

問題でもない。グローバルな変化で列島がどう立ちゆ

くところまで行ってしまっているので、有事に非常に

くのか、という国民全体の生命と生活に関係する事象

危うい状態になっている。が、そのことに気付くことも

だ。また、女性たちが子どもをもっと産み育てたいと

なく、国内的に意識が閉じている。国外のことを考え

いう国に変われるかどうか、ということでもあって、決

る余裕がなくなった。日本のリスクがなんなのかと考

して農山村のことではない。国民全員の自分の老後が

えると「国外のことを考える必要はない」という頭の

どうなるかということでもある。

3. 大都市近郊で噴出する医療・介護・福祉の課題
残念ながら今「地域」はだいぶ傷んできていて、昔
あったようなリスク社会に立ち戻ってきている。
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立ち返 って協 同の営みを始めた。 今また戦 前のよう

2007年）というコミックの第８巻に、すでに地域はあ

に、地域の人々が自前で、自ら何をなすべきか決断し

るいは家族・親族は随分傷んでしまっていることが赤

なければならない事態に立ち至った。

裸々に描かれている。

高齢化・過疎化が極限にまで進行してきた農山村の

東京でも三多摩（かつての北多摩郡・南多摩郡・西

医療がどうなるかという話題になるが、実際は、大都

多摩郡）と３県（千葉・埼玉・神奈川）の問題、これ

市近郊にこそ問題とリスクが噴出する。今後は都市化

ら野放図に緑地を失った所で、高齢化現象は慢性的に

が進んだ場所にさらなる高齢化が押し寄せ、建物が老

広がっている。建物の老朽化、社会システムと社会資

朽化し、人が高齢化する。戦後日本のダイナミズムの

本の老朽化、さまざまなものが古びて人間の高齢化が

源泉・都市集中の結末が半世紀後に急激な高齢化・

進み、どう看取るのか、という課題が今後の30年くら

老朽化を引き起こす。これが日本最大の政治課題にな

い、急激に出現してくるだろう。

み

と

るのだ。世界中がそう見ている。
「鏡」として学ぶべき

ＴＰＰをきっかけに、日本人が守り育てるべきもの

日本社会で、高齢化が極まったとき、どういう社会に

は何か、もう一度国民の一人一人が考えていく以外な

ソフトランディングできそうなのか、老人の居住環境

いと感じる。国民が、皆保険制度はいらないといった

はどうなるか、認知症の人たちのケアや生きがいはど

選択をするなら致し方ない。だが、歴史の教訓を忘れ

う担 保され得るのか、ここを世

ないでほしい。
関東大震災の後、戦争時代に入っていくが、その戦

界が注目していることを、よく自

争を支えるためにできた諸 制 度の１つが皆 保険 制 度

覚しなければならない。

だった。山岡淳一郎著『国民皆保険が危ない』
（平凡

ケアを必要とする人たちが増

社新書、2011年）
、その第４章に詳しく述べてある。

大してきている。急 増し続ける

この時期は協同組合運動にとっても激動の時代だっ

ケア需要を介護の現場や医療者
に頼めば、 すべてなんとかな
る、というわけでは決してない。
くさか里樹著『ヘルプマン！』
（イ ブ ニ ン グ Ｋ Ｃ、 講 談 社、

『ヘルプマン！⑧』
くさか里樹著、
イブニングＫＣ、

た。戦争に入って行きつつ自前の活動に取り組んで、
国家もまたそれを支援したという、日本の農村問題を
解決するための国家レベルの取り組みがあった時代で

講談社、2007年

あった。

4. おわりに
共同通信の取材で、ＴＰＰに参加したらどういうこ

なかったのである。つまり昨日と同じ明日があるという

とが起こり得るかと質問された。これに対して、一言

ような国は世界中にほとんどないので、日本の戦後こ

で「想定外のことが起こる」と答えた。

そ世界史的に例外だったのだろう。

特に、東京圏のような、これだけの人口規模でこれ

今後、日本がさまざまなリスクに直面するなかで、

だけの都市がほぼ無防備。備蓄もなく、周りに緑地も

どんな人間が求められているのかといったことを考え

グリーンベルトもない。大震災とその復興などという

るなら、それは、マニュアルに頼らない、最善を尽く

ことにでもなれば、それは世界史的大事件になる。

す、率先して行動する人間像、が求められているとい

そんなショックを受けた後の「ショック・ドクトリ

えるのではないか。

ン」たるや、日本という国柄が大きく変わる曲がり角
になりかねない。
これまで日本は「世界の人々の悩み」を悩んではい

12

マニュアルに頼り、ルールを作り・守り、指示を待
つ人間、彼らは災害やリスクにもろい人々ということに
なるのではないか。

論説◆危機とそのただなかにある
「超安定社会」日本の課題を考える

ＪＣ総研レポート／2012年 夏／VOL.22

基調テーマ

リスクへの備えと地域 ･ 農業

食料リスクと次世代農業経営
な ん せ き

九州大学大学院 農学研究院 教授●南石

て る あ き

晃明

1. はじめに
食料の不足や汚染といった事態は、人々の健康や生

は、基本的には国が定める事項である。そこで規定さ

活に直接的に大きな影響を及ぼすため、時代や国を問

れた取り組みを確実に実 施することが、農業資材生

わず社会的な関心事である。こうした食料を取り巻く

産、食料農産物生産、食品加工流通、食事提供を行

諸問題は、不確実性を伴うため、それへの対応には

うフードチェーンに関わるすべての事業者に期待され

「リスク」という視点が必要とされる。1993年の大冷

ている。こうしたさまざまなステークホルダーのなか

害を例に引くまでもなく、食料生産が気象変動の影響

で、農業経営には、安全で良質な農産物を安定的に

を強く受けること、その正確な予測は最新の科学技術

供給する社会的役割がある。しかしながら、食料リス

をもってしても困難であること、さらに仮に予測がで

クへの対応のために、具体的に要求される内容も高度

きたとしても、栽培技術による影響軽減の対策の範囲

化しており、その達成・実現のためには、従来とは異

は限 定的であることなどは広く知られている。また、

なった発想や管理手法が必要になっている。

2011年の大震災に端を発した放射性物質による食料

こうした経営環境変化に対応した次世代農業経営を

汚染は、その社会的影響の甚大性とともに、汚染程度

どのように想定し、その育成をいかに支援するかが、

と健康被害との関連性に不確実な要素が残されてお

喫緊の課題となっているのではなかろうか。そこで、

り、汚染許容基準設定の困難性をあらためて再認識す

本稿では、食料リスクと次世代の農業経営という、今

る契機となった。

まではあまり関連付けて議論されることのなかった２

こうした食 料に関わるリスクへの対 応 方 針や制 度

つのテーマを関連付けて考察を行うこととする注１）。

2. 食料リスクとは
「食料リスク」
（food risk）は、食料汚染リスク（食

足し人の健康に障害や飢餓が生じる健康障害リスク

料の安全性に関わるリスク）と、食料不足リスク（食

や、食料が不足し食料価格が高騰して食生活に悪影

料供給量不足に関わるリスク）とに大別することがで

響が生じる食料価格高騰リスクがある。こうしたリス

きる。食料汚染リスクは、農業においては、食用農産
物汚染リスクであり、食品リスクと密接に関連してい
る。食品リスクをわれわれが許容できる範囲にまで低
減させることが、食品安全確保（food safety）に他な
らない。一方、食料不足リスクには、食事摂取量が不
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注１）本稿では、具体的な事例やトピックスに焦点を当てた考察を行っ
ている。人口動態に伴う食料（栄養素）需要の長期的変動、企業農業
経営の財務的特徴などを含めた体系的な視点からの考察については、南
石晃明「食料リスクと次世代農業経営―課題と展望―」
（2012年度日
本農業経済学会大会報告要旨、シンポジウム報告、S65～87ページ、
2012年3月）を参照されたい
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クに備えることが、食料安全保障（food security）と

スクを、経済リスク、地政学的リスク、環境リスク、

考えられる。

社会リスク、技術リスクに大別して、同様のリスク評
価を行っている。これらリスクのなかでは、
「食料価格

（１）食料不足リスク

の変動」リスク深刻度（死者数）が最も大きいと評価

農林水産省によれば、食料安全保障とは、
「予想で

されている。この他、The Global Markets Institute

きない要因によって食料の供給が影響を受けるような

（2008）の報告書でも、世界の５大リスクは、水・食

場合のために、食料供給を確保するための対策や、そ

料・エネルギーなどの資源不足、所得不均衡、金融統

の機動的な発動のあり方を検討し、いざというときの

合、人口学的遷移、保護主義台頭であるとされ、食料

ために日ごろから準備をしておくこと」と定義されてい

不足のリスクが懸念されている。

る。食料安全保障は基本的には国家戦略の問題である
が、農業経営の視点から見れば、経営環境変化に対
応し、経営を持続的に発展させることにより、農産物

【図１】主要グローバルリスクの発生の可能性と
深刻度（死者数）

万人以上

の安定供給を実現することが期待されている。
食料安全保障は、先進国・途上国を問わず主要な

ぜ い じゃく

界の食糧供給は国際危機や自然災害に対し脆弱になっ

し、近年、通常は食料不足に悩むことのない先進国で
も、持続可能な食糧供給への懸念が高まってきた」と
指摘している。その上で、今後の食料安全保障の問題
に大きく影響を与える要因として、人口増加とライフ
スタイルの変化、バイオ燃料、気候変動の３つの要因
を指摘している。

1600〜8千人

ターンが不 安 定な国々が抱える課 題であった。しか

死者数︶

は一般に、後発開発途上国、なかでも内乱や、気象パ

国家間紛争、
内戦

自然災害：地震

先進諸国における慢性疾患
国家統治の欠如および破綻
自然災害：サイクロン
中東不安

20

8千〜4万人

ている」との認識に立ち、
「これまで、食糧安全保障

20

4万〜 万人

報告書』
（World Economic Forum 2008）は、
「世

食糧不安
パンデミック
（広域感染症）

万〜 万人

『Global Risks 2008：グローバルリスク･ネットワーク

深刻度／被害想定人数
︵単位

課題となっている。例えば、世界経済フォーラム報告

発展途上国における感染症

自然災害：
大規模な内水洪水

水不足

著しい気候変動による気象
国際テロ
熱波および干ばつ
核兵器不拡散条約の崩壊
重要情報インフラの崩壊

ナノテクノロジーリスクの出現

越境犯罪および不正行為
1％未満

1〜5％

5〜10％

10〜20％

20％以上

発生の可能性
出典：
『World Economic Forum日本語版』2 0 0 8年、2 4ページ

（２）食料汚染リスク

食料不足リスクは、グローバルリスクのなかでも大

食用農産物の汚染は、食品汚染の直接的な原因に

きなリスクの１つである。図１は、主要グローバルリス

なり得るものであり、その防止・軽減に取り組むこと

クの発生の可能性と深刻度を表している。食糧不安

が、農業経営にも期待されている。食品安全委員会に

（食料不足）リスクの発生可能性は、5 ～ 10％で対象

よれば、食品のリスク（Risk）は、
「食品中にハザード

リスクのなかでは中程度である。一方、被害想定人数

が存在する結果として生じる人の健康に悪影響が起き

（死者数）を深刻度の指数とすると、食糧不安リスク

る可能性とその程度（健康への悪影響が発生する確率

の深刻度は、対象となったリスクのなかで最大級であ

と影 響の程 度）
」として定義されている。ここで、ハ

る。被害想定額を深刻度の指数とすると、食糧不安リ

ザード（Hazard）とは、
「人の健康に悪影響を及ぼす

スクの深刻度は、対象となったリスクのなかで中程度

原因となる可能性のある食品中の物質または食品の状

である。

態」であり、
「有害微生物等の生物学的要因、汚染物

なお、
『Global Risks 2009』からは、36の主 要リ
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の状態等の物理的要因」がある。具体的には、生物学

物理的要因としては、異物や放射線などがある。ま

的要因としては、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオなど

た、
「リスク評価（食品健康影響評価）
」とは、
「食品

の食中毒菌、ノロウイルスやA型肝炎ウイルスなどの

中の危害要因を摂取することによって、どのくらいの

ウイルス、寄生虫などがある。化学的要因としては、

確率でどの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的

カドミウムなどの重金属、カビ毒、フグ毒、不適切に

に評価」することである。

使用された農薬、動物用医薬品、添加物などがある。

3. 食料リスクと農業経営の役割
食料の汚染や不足のリスクへの対応方針、制度、さ

ローチによる連続した衛生管理が必要であることが合

らに具体的な基準は、基本的には、国が定める事項で

意されているのである。国連食糧農業機関（ＦＡＯ）

あり、そこで規定された取り組みを確実に実施するこ

は、フードチェーン・アプローチを、農業や食品に関

とが、農業経営には期待されている。以下では、国際

わる事業者すべてが、安全で健全かつ栄養のある食品

的な動向も含めて、次世代農業経営にはどのような取

を供給する責任を持つことであるとしている。こうした

り組みが期待されるのか、考えてみたい。

ステークホルダーには、農業者、農業投入材（特に家

（１）食料汚染リスクと食品安全確保への取り組み

畜飼料および獣医療用品）の供給者、漁業者、と畜場
および精肉包装出荷工場事業者、水産加工プラント、

食品安全確保、つまり、食性病害の未然防止のため

食品製造業者、輸送業者、卸および小売業者、配膳

には、①食品のリスク分析（アナリシス）と②フード

業者、フードサービス施設経営者、食品の露天商など

チェーン・アプローチを車の両輪として同時に実行す

に加え、消費者が含まれている。

る必 要があることが国 際 標 準の考え方となっている

農業経営にとっては、国内基準の順守は当然のこと

（図２）
。FAO/WHO Codex国際食品規格委員会では、

であるが、海外農産物との競合を考えれば、今後は、

フードチェーン・アプローチを基礎とした「食品衛生

国際水準以上の内容を持つＧＡＰ（適正農業規範）に

の一般原則」を採択し、食料調達・消費に関連するす

取り組む経営戦略も必要になる注２）。また、食品加工

べての場面での活用を推進している。食中毒対策や環

などの事業多角化を行う場合には、ＧＭＰ（適正製造

境汚染からの食品の保護には、フードチェーン・アプ

規範）やHACCP（危害分析重要管理点による管理手

【図２】食品安全におけるフードチェーン・アプローチ

（HACCP?）＋ HACCP ＋（HACCP?）＋（HACCP?）
？

規範順守への取り組みは、生産管理から見れば、生産
工程のリスクマネジメントともいえる。また、食料汚

食性病害の未然防止

？

法）への取り組みが求められる場合もある。こうした

？

染の未然防止という面で効果を発揮するとともに、そ
の実践過程で収集・蓄積される農作業履歴情報は、
食料汚染の被害拡大を軽減するために有効な食品ト

農場
漁場

工場

流通

消費

レーサビリティーの前提ともなる。換言すれば、次世

GAP

GMP

GHP

GHP

代農業経営は、丹精込めて農作物を育てるだけでは不

原材料

食料品

食品

十分であり、各種の国際規範の動向にも注意を払いな

原材料

嘘をつかずに、正直に生きる
出典：一 色 賢 司「 食 品の安 全 性 確 保とフードチェーン・アプローチ 」、南 石 晃明編
著『東アジアにおける食のリスクと安全確保』農林統計出版、2 010年
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注２）GAPも含めて、次世代農業経営におけるリスクと情報のマネジメ
ントの詳細については、南石晃明『農業におけるリスクと情報のマネジ
メント』農林統計出版、2011年、参照
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がら、農業生産の管理過程を絶えず改善できる柔軟性

【図３】年平均気温の上昇に対応した地理的移動の例示

と能力が要求されている。さらにその基礎として、農
業資材使用状況も含めて農作業情報を記録し、生産
管理や経営管理に活用し、さらに経営外部に迅速に提
供できる情報マネジメント能力も必要となる。
（２）食料不足リスクと農業経営の革新―― 気候変動

矢印は、年平均の平年気温が２℃程度上昇
した場合の地理的移動の例示である。
矢印２つ分は、４℃程度上昇を意味する。

を例に
農業経営はさまざまな経営環境変化に直面している
が、それらは自然現象に起因するものと社会経済現象
に起因するものとがある。経営環境変化に対して、農
業経営が適切な対応を怠れば、経営の衰退や破綻を

出典：南 石晃明「 気 候 変動と農 業リスクマネジメント」、南 石晃明編 著『 食 料・農
業・環境とリスク』農林統計出版、2 011年

招く危険性がある。農業経営の不安定化や衰退は、結

といわれている。そこで、当時と同じく２℃上昇した場

果的には、食 料 供給の不安 定 化をもたらすことにな

合に、全国各地の都市の平均気温がどのように上昇す

る。このように考えれば、経営環境変化に対応するた

るかを考えてみる（図３）
。金 沢・甲府は松山（16.1

めの経営革新を行い、経営の維持・発展を目指すこと

℃）
・福岡（16.6℃）
、松山・福岡は鹿児島（18.3℃）

が、食料安定供給確保における農業経営の役割を果

と同程度の平年気温になるのである。また、仮に４℃

たすことになる。

上昇する場合を考えると、金沢・甲府は鹿児島、鹿児

経営環境変化を、農業経営リスクという視点で分類

島は那覇と同程度の平年気温になる。

すれば、生産リスク、市場リスク、制度リスク、財務

全国的に見れば、こうした気候変動により栽培適地

リスク、人的リスク、資産リスクなどに大別することが

が北上すると予測されている。このため、各地域の作

できる。これらのリスクのなかで、最も時空間的なス

物選択や技術選択に影響を及ぼし、結果的には産地

ケールが大きいものは、気候変動に伴う生産リスクで

交代や産地移動の契機となる。例えば、水稲について

あろう。そこで、以下では、気候変動リスクを例とし

は、北日本では増収、西日本では現状維持かやや減収

て、食料不足リスクと農業経営の革新について考えて

すると予測されている。また、西日本を中心とする地

みたい注３）。

域では、収量の年々変動も大きくなる傾向が予想され

農業生産の特徴は、生命現象を活用して作物や家

ている。麦類では、温暖化によって登熟期間が短縮

畜などの生産を行うことであり、結果的に気候の影響

し、収量の減少や品質の低下が懸念されている。果樹

を強く受けることにもなる。その気候が、今後100年

は、農作物のうちで温暖化の被害が最も懸念されてい

間で温暖化する可能性が高いという予測が、気候変動

る。高温による果実の着色不足あるいは着色遅延が、

に関する政府間パネル（IPCC〈2007〉
）によってなさ

すでに各地に広がりを見せているといわれている。野

れている。現在の年平均気温の地域差を見ることで、

菜は、栽培が比較的容易であり、過去にも大きな産地

気候変動の影響を具体的にイメージすることができる。

移動が経験されている。今後の気候変動により、既存

IPCC（2007）によれば、世界平均気温は、90年後

主産地の生育・出荷時期が変化することで端境期が変

の2100年には1.8 ～ 4.0℃上昇すると予測されている。

わり、新興産地の台頭・産地交代が生じる可能性が大

こうした気候変動の影響を実感することはなかなか

きい。家畜は人間と同じ恒温動物であり、夏季の気温

難しいが、
「縄文海進」として知られているように、縄
文時代の日本の年平均気温は、現在より２℃高かった
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注３）詳しくは、南石晃明「気候変動と農業リスクマネジメント」
、南石
晃明編著『食料・農業・環境とリスク』農林統計出版、2011年、参照
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上昇はいわゆる「夏バテ」や熱中症などのデメリット

判断が求められている。

をもたらす。温暖化が進むと60年後には、７～８月に

次世代の農業経営は、今までの作物を従来の農業

東海から九州の一部でブロイラーの産肉量が15％以

技術で栽培するだけでは、立ち行かなくなると考えら

上減少するとの予測もある。

れる。気候変動のような地球規模の環境変化にも注意

農業生産にこのような大きな影響を及ぼすことが懸

を払いながら、長期的な視点から経営戦略を構想する

念されている気候変動は、経営資源という経営内部環

発想力とそれを実現する経営基盤が必要とされてい

境と、自然環境という経営外部環境の両面における変

る。例えば、気象センサーによる早期警戒、高温障害

化を農業経営に生じさせることになる。こうした経営

低減農業技術導入、作物・品種の組み合わせや農場

資源および環境の変化は、多くの農業経営にとっては

分散立地によるリスク分散といったリスクマネジメント

大きなリスクとなるが、その変化を先取りし、それに

の実践が期待されている。さらにその基礎として、農

いち早く対応できる農業経営にとっては成長のチャン

場内の気象条件などの環境情報や作物の生育状態と

スともなる。つまり、農業経営は、気候変動リスクに

いった生体情報を計測し、生産管理や経営管理に活

直面しており、そのリスクにどのように対応するかの

用できる情報マネジメント能力も必要となる。

4．次世代農業経営の戦略と事例
農業経営は多様化しており、農業経営は、その経営

れば中小企業であるが、直面しているリスクの種類が

体数シェアで見れば、主に家族労働力によって農作業

多く、他産業の中小企業よりも戦略的マネジメントや

を行う家族農業経営が、経営体数の上では大多数を占

戦術的マネジメントを一層効果的に実施することが求

めているが、販売額シェアで見れば、主に従業員労働

められていると考えられる。気象条件や市場条件を含

力によって農作業を行う企業農業経営の存在感も増し

めて、経営内外のリスクを迅速に識別・評価し、それ

ている。
「2010年世界農林業センサス」によれば、販

に対して適切に対処することが前提であり、これがリ

売金額１億円以上の経営体数は過去５年間で9.5%増

スクマネジメントと呼ばれる（図４）
。また、その基礎

加しているのに対して、それ未満の経営では減少して

としては、経営内外の情報を効果的に収集・蓄積・加

いる。2005年センサスでは分岐点は3000万円であ

工・分析・共有・提供することが不可欠であり、これ

り、分岐点が３倍強に拡大している。このことは、経
営維持・発展には一定以上の経営規模（ビジネスサイ

【図４】経営管理（マネジメント）の全体像
経営ビジョン
経営目標

ズ）が必要になっていることを示唆している。
家族農業経営も企業農業経営も、多くの面で従来と
は異なった経営環境に直面しており、経営革新が期待

戦略マネジメント
戦術マネジメント
作業実施

されている。ただし、経営形態や経営者の理念によっ
て、経営目標や経営戦略が異なり、経営革新の方向も

リスクマネジメント

異なったものになる。以下では、企業農業経営に焦点

情報マネジメント

を当てて、そこで求められる戦略的マネジメントの枠

技術マネジメント
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人材管理

農業における企業農業経営の多くは、経営規模で見

財務管理

（１）企業農業経営の戦略的マネジメント

販売管理

生産管理

組みと、経営事例について考察を行う。

出典：南 石 晃 明『 農 業におけるリ ス クと情 報のマ ネ ジ メ ント 』 農 林 統 計 出 版、
2 011年
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は、情報マネジメントの主要な要素である。こうした
情報マネジメントに有効な情報通信技術（ＩＣＴ）を
含めて、最新の科学技術が経営戦略・経営管理に及
ぼす影響と可能性を検討することの重要性が増してい

【図５】松本農園の商品パッケージ（上）と生産情報公開
画面（下）の例
生産情報・圃場の位置情報公開の
ウェブサイトURL

る。これが技術マネジメントと考えられる。
（２）次世代農業経営の事例
畜産経営においては、企業農業経営事例は以前から
知られていたが、近年では、米作や野菜作など耕種農

情報公開のための識別番号

生産情報の簡易公開サイトへ
ジャンプ

業においても、経営事例が全国的な広がりをもって確
認されている注４）。例えば、有限会社松本農園（熊本
県）は、地域耕作放棄地の積極的活用を進めるととも
に、離農耕作者農地も積極的に取り込みながら、140
カ所に分散した延べ作付面積50haの根菜類（ニンジ
ン、ネギ、サトイモ）などの露地野菜生産を行ってい
る。収穫した農産物は、洗浄・袋詰めなど商品パッ
ケージを行い、量販店や外食チェーンに出荷するほ
か、その一部は香港や欧州に輸出している。売上高
１億 8500万円、役員・従業員は29人（役員５人、社
員13人、パートアルバイト11人）である。
農業経営における情報通信技術の活用にも積極的
であり、2001年には生産情報管理システム（初号機）
を開発し、その後、消費者までの情報開示システムを
実現するためにバージョンアップを重ねてきた。2008
年には作業動線に即した情報管理システムとトレーサ
ビリティーシステムを融合させた独自システムを完成
させている。
具体的な特徴としては、生産情報管理システムにお
いて、経営上の無駄の顕在化などの「事業の見える
化」を実現するとともに、その基礎となる農作業情報
収集には、いち早くタッチパネル入力方式を採用する

出典：松本農園資料（http://hatake-go.com/）

などの工夫を凝らしている。また、消費者への情報開
示においては、コンシューマーパックに表示された識

て消費者に情報公開する作業は必要なくなり、小売店

別番号により、生産圃場ごとの農薬・肥料の使用状況

のコスト削減効果も評価されている。

ほ じょう

など生産プロセスや圃場位置情報をグーグルマップ上
にピンポイントで表示するコンシューマーサービス
（
「畑が見える」野菜、http://hatake-go.com/）も開始
している（図５）
。これにより、小売店が情報整理をし
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さらに、実 質 的に国 際 標 準となりつつあるGlobal
注４）企業農業経営の事例については、南石晃明・土田志郎・木南
章・木村伸男責任編集『次世代土地利用型農業と企業経営―家族経営
の発展と企業参入―』日本農業経営学会編、養賢堂、2011年、参照
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GAP農場認証の取得や生産情報公表、ＪＡＳ規格へ

つの革新方向を示唆するものであり、農業・食料産業

の対応などにより、ビジネス上のステークホルダーと

イノベーション大賞ビジネスモデル部門賞を受賞して

の信頼関係を構築している。こうしたビジネススキー

いる注５）。

ム確立は、今後の土地利用型農業ビジネスモデルの１

5. おわりに
食料の不足や汚染など食料リスクへの対応方針や制

このように農業経営を取り巻く経営環境は、大きく

度は、基本的には国が定める事項である。そこで規定

変化しており、リスクマネジメントや情報マネジメント

された取り組みを確 実に実 施することが、 フ ー ド

が、農業経営にも必要とされる時代になりつつある。

チェーン全体のステークホルダーに期待されている。

経営発展を実現するためには、こうした経営環境変化

食品安全確保の面では、国内基準の順守は当然のこと

への対応が不可欠であり、農業経営には、現在、経営

であるが、企業農業経営か家族経営かを問わず、経

革新が求められている。家族経営か企業経営かを問わ

営戦略上、今後は国際規範への対応が必要となる可能

ず、それを実現できる農業経営のみが持続的な発展を

性が高い。例えば、ゴールドキウイを生産するＪＡえ

達成することができるといえる。その戦略は、家族経

ひめ中央では、JGAPの団体認証を取得している。

営と企業経営では異なったものになると考えられる注６）。

その一方で、食料安定供給の面では、気候変動リス
クへの対処も次世代の農業経営には求められている。
最近では、温度・湿度計測センサーを施設や圃場に設
置して、気象情報を日常的に観測し、農業生産に活用
している企業農業経営も増加している。こうした気象
情報の蓄積が、気候変動への対処にもつながると考え
られる。

ＪＣ総研レポート／2012年 夏／VOL.22

注５）農業・食料産業イノベーション大賞は、農業情報学会などが中心
となって実施している表彰事業である。詳細はWeb参照（https://www.
jsai.or.jp/innovation/）
注６）家族農業経営と企業農業経営の経営戦略の事例については、南
石晃明「国際環境変化の下での農業経営戦略と地域農政」
『2011年度
食農資源経済学会第５回大会 大会資料集』2011年９月、46～61ペー
ジ、参照
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東アジア（日本・中国・韓国）の農協への期待

━━「より柔軟で、双方が思いやる互恵的な」国際貿易ルール作りへの貢献
よ し

だ

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 上席客員研究員●吉田

し げ

お

成雄

1. リスク化する世界経済環境
今から20数年前の世界を見てみると、東西冷戦が

機関（ＷＴＯ）の多角的通商交渉であるドーハ・ラウ

終わり、
「悪の帝国」ソビエト社会主義共和国連邦が

ンドがついに合意形成に向けた交渉を停止するに至っ

崩壊（1991年に解体消滅）し、自由主義の盟主として

た。関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）ウルグア

のアメリカ合衆国の勝利が明確になった時代である。

イ・ラウンドの交渉合意によって発足したＷＴＯとＧＡ

アメリカの政治学者フランシス・フクヤマの著書『歴

ＴＴとの違いを見ると、ＧＡＴＴは、発足当初（1947

史の終わり』
（渡部昇一訳、三笠書房、1992年、原著

年）の調印国・地域数が 23と少なく、アメリカ主導で

は“The End of History and the Last Man” Free

欧米先進国の合意形成があれば多国間での合意は容

Press,1992）はその象徴となった。

易だった。それに対して1995年に発 足したＷＴＯで

そして当時、世界の、先進諸国の、誰もが新世界秩
序の下での「平和と繁栄」を望んだ。

は、発足時の調印国・地域数が128と格段に増加して
おり、現在では154カ国・地域にまで拡大している。

だが、それは幻想にすぎなかった。依然として世界

多様な利害が複雑に絡み合うなかでの多数国間の合意

各地で紛争や戦争が頻発している。新自由主義を信奉

形成は複雑で長期化する。このため「グローバルな多

する世界経済は、グローバル化と金融の自由化を進

国間主義への失望は、各国の単独主義や２国間主義、

め、金融工学とIT（情報技術）の発展を武器にして世

少数国間の枠組みへの選好を強める。実際、貿易分野

界中に強欲な資本主義を拡散させた。その結果、莫大

ではＷＴＯ交渉停滞に伴い、自由貿易協定（ＦＴＡ）
・

な投機資金が世界中を彷徨する「マネー資本主義」の

経済連携協定（ＥＰＡ）が急増している。…（略）…

世界を現出した。バブル経済とその崩壊が頻発し、そ

認識を共有できる国家間で合意を形成し、同意する国

の危機を瞬時に世界に広げている。新自由主義経済下

を増やすという地道な外交努力なしには、多極化傾向

での極端な資産市場の変動性が各国経済に破壊的な

にある分権的な国際社会で多国間主義を支えることは

力を及ぼしているのである（柳 京 熙・李仁雨・吉田成

ますます難しくなるだろう」
（古城佳子東京大学教授

雄「研究ノート 新自由主義と農業協同組合」
『ＪＣ総

「
【経済教室】試練の多国間主義（上）──貿易交渉、

ばく だい

ほうこう

ユ ウ キョン ヒ

イ ジン ウ

研レポート』2011年夏、vol.18、30 〜 37ページ）
。
2011年12月には、2001年に開 始された世 界 貿易

脱温暖化 新興国台頭で合意厳しく」
『日本経済新聞』
2012年１月23日）

2. ＴＰＰでない「双方が思いやる互恵的な」選択肢
こうしたなかで、アメリカ主導のＴＰＰ（環太平洋
パートナーシップ協定）交渉参加問題が突如浮上して
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きたのである。
このＴＰＰに関連して、社団法人ＪＣ総研の現研究
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所長である東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏は次の

おいて次のように指摘している。

ように述べている。
「
『ＴＰＰは駄目だ。アジアのルー

「⑴ アジアの政治・経済体制から見ると、日本主導

ルはわれわれが提案する』と宣言した東南アジア諸国

の枠組み作りが困難であるために、まず韓国との連携

連合（ＡＳＥＡＮ）は立派だ。より柔軟で、双方が思

を図ったうえで、そこから対東アジア・中国へと拡大

いやる互恵的なＦＴＡの選択肢はいくつも動きだして

していくことが戦略的に望まれる。

いる。日中韓ＦＴＡにＡＳＥＡＮも加わったＡＳＥＡＮ

⑵ また日・韓両国民は食品の安全性や食料安保へ

＋３も政府間交渉に入れるだろう。日・欧州連合（Ｅ

の意識が高いなどの共通点が多いために、両国での食

Ｕ）もそうである」
（
「
【万象点描】カナダとの連携も視

糧備蓄構想（アジア米備蓄安定供給システムの前段

野に ■ＴＰＰ以外の選択肢」
『日本農業新聞』2012

階として）を含めた制度作りを目指すことも可能だろ

年１月26日）

う。とくに北朝鮮問題を抱えている韓国にとっても、

日・ 韓が連 携して進めるＥＰＡに関して、当 時、

日本の協力は必要であり、お互いにメリットがある。

（社）ＪＡ総合研究所主任研究員だった柳京熙酪農学

⑶ 農業に限っていえば、食品の安全性を確保でき

園大学准教授が、
『韓国の園芸産業の発展過程』
（柳

る高いレベルでの共通のルール作りを目指すべきであ

京熙・姜暻求著、筑波書房、2009年、154ページ）

る。こうした共通のルールができれば、日・韓共に、

で次のように指摘している。

今後の東アジアにおけるＦＴＡなどの交渉においても

カ ン キョン ク

「日・韓ＥＰＡが一方的に、かつ急速に日本の農業

１つのモデルを提示できるというものである」

にダメージを与えることは望ましくない。それは摩擦

まず、日本と韓国で「より柔軟で、双方が思いやる

を引き起こすだけで互いの発展にとって好ましくない。

互恵的なＦＴＡの選択肢」について合意することが、

そこでこうした影響と摩擦を緩和する方法として生

ぜひとも必要だと考える。そこで基本的なルールを作

産者組織間の協調が考えられるのではなかろうか。Ｊ

りながらＡＳＥＡＮや中国との交渉に臨むことこそが、

Ａ（日本農業協同組合）とＮＨ（韓国農業協同組合）

不毛な国益のぶつかり合いではなく、Ｗｉｎ−Ｗｉｎの

は酷似している。ＪＡ同様に自治体ごとに単協が、道

関係を構築する道ではなかろうか。

（日本の県に該当する）ごとに地域本部、全国に中央

すでにリーマン・ショック以前と以後の世界は明ら

会が組織されている。双方の組織が政治的圧力団体と

かに変化している。
「世界を市場原理に委ねさえすれ

して、より多くの譲 歩を、 反 対により高いハ ード ル

ば、見えざる手によって効率的で安定した社会が出現

を、と主張し合うのではなく、輸出入量の調整や知識

する」という幻想を振りまいた新自由主義経 済＝グ

の共有を図る必要があると考える。そうした現実的な

ローバル資本主義は無残な失敗に終わったと見られる

対応について真摯な分析と研究が開始されることを期

からである。例えば、酒井泰弘滋賀大学名誉教授によ

待したい」

る「
【やさしい経済学】危機・先人に学ぶ フランク・

これは前出の鈴木宣弘教授が

ナイト ６『２つのシカゴ学派』
」
（
『日本経済新聞』2012

述べた「より柔 軟で、双 方が思

年1月31日）には次のように記されている。今日では

いやる互恵的なＦＴＡの選択肢」

こうした考え方に違和感を持つ者は少ないのではない

として考 慮すべき優れたアイデ

だろうか。

アの１つだと考える。
柳准教授はまた、
『韓国のＦＴ
Ａ戦略と日本農業への示唆』
（柳

「
『自由な競争は必要だが、それには節度と倫理が必
『韓国のＦＴＡ戦略と
日本農業への示唆』
柳京熙・吉田成雄編

京熙・吉田成雄編著、筑波書房、

著、筑波書房、2011

2011年、218 〜 219ページ）に

年
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かい

り

の人 間 重 視の立 場から大きく乖 離している。彼らは

ている。

『市場は最大限の効率性をもたらす、最善のシステム

そして、2011年３月11日に発生した東日本大震災

だ』と力説する。だが動乱の今日、我々はシカゴ学派

の被災地では、それがすべてではないとしても、困難

の原点に戻る好機ではないだろうか」

ななかでお互いが助け合う姿が報じられ、
「絆」という

また、ベストセラーとなった『国家の品格』
（新潮新

言葉と重なって世界中の感動と共感を呼んだ。人々が

書、
2005年）の著者、数学者・作家の藤原正彦氏が、

「助け合い」
、
「協同」して、今もなお続く困難な現実に

2011年12月17日付の『日本経済新聞』
（夕刊）
「シ

立ち向かっている。

ニア記者がつくるこころのページ」で日本経済新聞社

こうした取り組みは、世界中の協同組合が本来持っ

編集委員の嶋沢裕志氏のインタビューに答えて次のよ

ているはずの価値とも重なっている。国際協同組合同

うに語っている。

盟（ＩＣＡ）が1995年に開催したマンチェスター大会

「大学１年の時にケインズを読んで感動しましたが、

において決議し、国際的に承認された「協同組合のア

1990年末に日本人エコノミストの書いた本を読んでフ

イデンティティに関する声明」において、協同組合は

リードマンの新自由主義を知り、
『とんでもない』と直

「自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯とい

ちに感じました。ヒト、モノ、カネが自在に世界を駆

う価値に基づいている。組合員は、創始者の伝統を受

け巡り、規制をなくして自由競争を追求することは一

け継いで、正直、公開、社会的責任、他者への配慮と

見、論理的で美しいが、強者と弱者の格差を広げ、世

いう倫 理 的な価 値を信 条としている」と宣 言してい

界を一色にする。地球は色々な民族、言語、衣装、ダ

る。
「なお、特に後段の倫理的価値については、声明

ンス、歌など多様性が素晴らしいのに、効率重視で世

案起草責任者のイアン・マクファーソンは『あらゆる

界を経済だけのために設計すれば、地球は意味のない

種類の組織に見ることができる価値であるが、とくに

ただの星になってしまいます」
。また、
「新自由主義は

協 同 組 合においては当を得て否 定できないものであ

20 年ほどで行き詰まった。共産主義と同様、イデオロ

る』
（
「Co-operative Principles for the 21st Century」

ギーは美しいが、人間の本性と合わない。私はなぜ日

11頁〔1996年・ICA〕
）と述べている」
（明田作著『農

本が経済偏重の国柄になったかが不思議です」と語っ

業協同組合法』経済法令研究会、2010年、５ページ）

3. 新自由主義の背後にある哲学
筆者は、新自由主義のような、
「イデオロギーは美し

〜 1984 年 ）の分 析（フラン

いが、人間の本性と合わない」
（藤原正彦）思想が世

シス・Ａ・シェーファー著『そ

界を席巻する背景には、次のような哲学的世界観がも

れ では 如 何に生きるべきか

たらした重大な問題があると考えている。

──西洋文化と思想の興亡』

その始まりは、13世紀にトマス・アクィナス（1225

いのちのことば 社、1979年、

〜 1274 年）が聖 書の世 界 観とアリストテレス（前

Schaeffer 1968）に従って見

384 〜 322年 ）の哲 学を融 合させ、
「自然と恩 寵 」

てみることにしたい。

おん ちょう

（Nature and Grace）と呼ばれる二分法による議論の

ア リ スト テ レ スは、 特 殊

道を開いたことにさかのぼることができる（Francis A.

（particulars）を強調した。ト

Schaeffer “Escape from Reason” Inter-Varsity

マス・アクィナスはアリストテ

Fellowship, 1968）
。

レスの「個々のもの」
（特殊）

以下、哲学者フランシス・Ａ・シェーファー（1912
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を強 調するという考えを中 世

『それでは如何に生きる
べきか━━西洋文化と
思想の興亡』
フランシス・Ａ・シェー
ファー著、稲垣久和訳、
いのちのことば社、1979
年
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末期の哲学に導入したのである。これは自然と世界に
おける人間の位置をはっきりさせることで彼の前の時

ルソーはそれを次のような問題として扱っている。

代に比べ積極的な面を持っていたが、
「自然対恩寵の

自律的自由

問題」と呼ばれる緊張関係を生じさせることにもなっ

自律的自然

た。問題は、人間のみと世の中の個々のもの（特殊）
のみから出発して、いかにしてその個々のものに対す

だが、もし、自然なものは絶えず道徳的に善（高貴

る究極のそして妥当な意味を見つけるかということで

な未開人の概念）であると考え、存在するままの自然

ある。

が、それによって人間が生きるための基準となるなら

この二分法は次のように描くことができる。

ば、
「非残酷さ」は同時に「残酷さ」となる。この自律
的概念に従って、自分自身の理性の基盤の上にのみ根

恩寵（GRACE）
、上層（THE HIGHER）
：神、創造主；天と
天上のもの；見えないものとその地上への影響；人の魂；統一
すなわち存在と道徳の意味を与える普遍的または絶対的なもの
自然（NATURE）
、下層（THE LOWER）
：被造物；地と地上
のもの；見えかつ「原因−結果」の宇宙に通常起こること；自
然および人間としての人間が地上ですること；多様性すなわち

拠を置き、合理性に固執した結果、西洋哲学は、人間
をも含んですべてのものは機械であるという結論を強
いられることとなってしまった。
そこにドイツの哲学者カントが登場する。カントは
ルソーとは違った次のような二分法で問題を整理した。

個々のもの、特殊または人間の個々の行為
本体の世界──意味と価値の概念

今日に至る西洋哲学の流れを見ると、またそれが哲

現象の世界──計量、測定し得る世界、外界、科学の世界

学の世界にとどまらず現代の美術、音楽、文学、映画
などを通じてあるいは教育を通じて次第に人々に浸透
していくなかで、現代人は、トマス・アクィナスが想
像もしなかったような哲 学・ 世 界 観を受け入れるに
至っている。

とはいえ、人間自身から出発して本体と現象の２つ
の世界を同時に保つような方法はもはやなかった。
そしてヘーゲルが登場する。ヘーゲルの弁証法で
は、真理は反命題よりも統合のなかに見つけられると

理性のみに基づいた統一的な真の知識を得ようとい

いう考えに発展していく。反命題（すなわちある事柄

う古い楽天主義は、ジャン・ジャック・ルソー（1712

は真実で、それと反対の事柄は真実ではないというこ

〜1778年）
、イマヌエル・カント（1724〜1804年）
、

と）によるよりも、真理と道徳的正しさは歴史の流れ

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

のなかに、つまり命題と反命題の統合のなかに見出さ

（1770 〜 1831年）
、セーレン・キルケゴール（1813

れるというものである。その結果、人々がいつの時代

〜 1855年）と続く哲学とともに失われてしまった。
それは以下のような二分法で描いていくことができ
る。

でも真実と考えたような真理は死んでしまった。真理
は常に変化していくのである。
そしてついに、デンマーク人のキルケゴールが登場

まず、ルネサンスのヒューマニズムにおいて人間が

する。キルケゴール主義では、理性はいつも悲観主義

人間自身から出発して個々のもの（特殊）とそれらへ

に導いていくという考えが大々的に入ってきた。従っ

の意味付け（普遍）を行う際に、両者の間に緊張が生

て人は理性の外側の「上層のレベル」に、意味と価値

じた。

についての希望のある答えを見つけ出そうとしなけれ
普遍 すなわち特殊に意味を与えるところのもの
特殊 人間としてのわれわれ一人一人をも含む
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東アジア
（日本・中国・韓国）
の農協への期待◆論説

23

非理性＝信仰──楽天主義

を暴く』
（幾島幸子・村上由見子訳、岩波書店、2011

理性＝悲観主義

年）が明らかにしたように、それは今日においても新

キルケゴール主義の二分法は、上層の「意味と価値
の領域」と下層の「理性の領域」との間の完全な分離
である。従って絶望に導く理性は、非理性の盲目的楽
天主義から完全に分離したままである。

自由主義の考え方の背景に厳然として存在しているこ
とが分かる。
ひとたびこうした二分法による哲学を受け入れてし
まうと、そこから抜け出すことは容易ではない。
例えば、農産物貿易交渉の際、わが国が農業・農

その結果、現代のヒューマニズムの理性が示すこと

村の多面的機能（社会的・文化的な側面を含む）を主

は、人間をも含むすべてのものを包含する宇宙的規模

張しても、それは、上層（非理性）の領域に属するも

の機械のみが存在するということになる。

ので、下層（理性）の領域における合理的な交渉の対

そこでは、すべてがある形の決定論、ある種の行動

象からは排除されてしまうのである。
「お金で買えない

主義ないし還元主義によって説明される。決定論また

価値」は、主観的で情緒的過ぎるので交渉の主流では

は行動主義とは、人々が考えかつ行動することのすべ

ないのだ。

ては機械的な方法で決定され、自由とか選択は幻想的
意味しか持たないというものである。

しつこいようだが、新自由主義やグローバリズムを
前提とする人々の世界観は次のようなものである。ナ

還元主義の１つの考え方は、人間は遺伝子に、そし

オミ・クラインが『ショック・ドクトリン──惨事便乗

てその体を構成する分子やエネルギー粒子に分解され

型資本主義の正体を暴く』
（上）で引用したローレン

て説明される。そしてそこには、宇宙の全体とそのな

ス・サマーズの言葉をここに紹介したい。

かにあるすべてのものは、
「非人格プラス時間プラス偶

「真理を広めなければならない。経済学の法則は工

然」によって誕生し進化し続けているという公式があ

学の法則と同じである。ある一連の法則があらゆると

る。これは現代人が信仰として持っているものである。

ころに当てはまるのだ。──ローレンス・サマーズ

こうした哲学と世界認識を受け入れたことが今日の

（世界銀行チーフエコノミスト、一九九一年）
」
（307

極端な政治・経済の論理が存在し続ける背景にある。

ページ）

とりわけそれが今日の新自由主義の背景にある「社

新自由主義経済学を「真理」や「法則」と信じる信

会的ダーウィニズム」への盲目的確信につながってい

仰は強 烈だ。そこには「人 間 」が入り込む隙 間はな

る。──「進化を生み出すのは生存競争」であり、
「競

い。ナオミ・クラインは、新自由主義経済学を信奉す

争がなくなると進 化が止まる」
。
「自由が大事というよ

る人たちについてのダニエル・ベルの指摘を記してい

り、新陳代謝そのものが大事」である（中野剛志・柴

る。
「急進的な自由市場経済学を特徴づけるのは、こ

山桂太著『グローバル恐慌の真相』集英社新書、

の理想化されたシステムへの愛である。彼らの考える

2011年、51 〜 52ページ）──。

資本主義は『精巧な時計のように寸分の狂いのない』

こうした考え方は極端なものに思われるかもしれな
いが、ジャーナリストのナオミ・クラインが書いた

『この世のものとは思われないほどの絶妙なしかけ』
」
（69ページ）だと。

『ショック・ドクトリン──惨事便乗型資本主義の正体

4. 日・中・韓の農業協同組合が果たす役割と将来への期待
以上の基本認識に基づいて、日本・中国・韓国に農
業協同組合が存在することの重要性について指摘して
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（社）ＪＣ総研が 2011年11月10日に主催した「東
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アジア（日・中・韓）における農業協同組合運動の将

過去を持つ中国が、今その再生に取り組んでいる。そ

来像を構想するシンポジウム」のコーディネーターで

れが社会の格差を是正し社会経済の安定に貢献する

ある（社）ＪＣ総研研究所長今村奈良臣氏（当時）は

からである。従って、まずこの３カ国それぞれの国内

この３カ国の特質と共通項について次のように分析し

で農業協同組合がしっかりした存在と役割を果たし、

ている。

組合員の農業経営・農業生産・農産物流通の改善、

第１に、３カ国とも第2次世界大戦後、共通して農

さらには「６次産業化」などの振興によって地域の活

地改革を遂行して地主制を解体し、零細ではあるが多

性化に寄与することが大切である。そしてこの３カ国

数の農民、つまり、直接生産者を創出した。このこと

（とさらには台湾を加えた４カ国・地域）の農業協同組

は、他のアジア諸国では見られなかった優れた改革で

合が協同組合としての理念と価値を共有していくこと

あった。

が重要なのである。

そして現状では、農家の兼業化の進展、農業労働

なぜならば、それによって初めて、柳准教授のアイ

力の減少、農業就業人口の高齢化、あるいは農村の都

デア──日・韓、そして日・中・韓の間での生産者組

市化の進展など、３カ国で多くの共通点を持っている。

織間の協調を組み込んだ（
「より柔軟で、双方が思い

第２に農業協同組合に関わる制度や政策についても
異なるところも多いが、３カ国とも共通して、農業協

やる互恵的な」
）農産物貿易ルールが実現可能になる
からである。

同組合が農村における有力な組織であるとの認識と実

土を耕し、豊凶変動に苦労する農業生産者同士が、

態は共有している。さらに、農業の活性化と農民生活

また協同組合の倫理的価値を共有する農業協同組合

の向上のためには、農業協同組合の役割と機能の向上

同士が、お互いを傷つけ合い、殺し合う、殺伐とした

が必要であることが、共通の認識となっていることは

農産物貿易を望むはずがないからである。
ばっ こ

凶暴な資本主義が跋 扈した自由主義の時代に生ま

疑いない。
日本と同様に総合農協が存在する韓国も、韓国農協

れ、歴史のなかに存在し続けてきた農業協同組合の存

中央会の事業改革に伴うさまざまな問題はあるが、総

在とその役割は、新自由主義がなお勢力を保っている

合農協などの地域農協の重要性を否定する者はないだ

今日、極めて大きいと考える。東アジアの主要な国々

ろう。これは2007年に「農民専門合作社法」が正式

の農業協同組合が参加する農産物貿易ルール作りへの

に施行されたばかりの中国においても同様である。中

挑戦という考え方は荒唐無稽なのだろうか。

国農業政策立案者のナンバー２として知られる中央農

国連は2012年を「国際 協同組 合 年」に定めてい

村工作指導小組弁公室局長の趙陽氏による日・中・韓

る。主要な協同組合である農業協同組合にはもっと大

農協シンポジウムの基調講演「中国農民専門合作社の

きな価値があると考えてよいのではないだろうか。

しょう そ べ ん こ う し つ

ちょう よ う

発展現状、課題および今後の政策展開」の資料には
次のように記されている。
「
（中国の）農業の市場化・社会化のレベルが高まる
につれ、農家間の連携と共同を強化し、農業の組織化
レベルをさらに向上させることが求められている。幸
いなことに、近年農民専門合作社の発展が中国におけ
る農村経営体制革新のスポットライトとなり、現代農
業の発展を促進し社会主義新農村建設および農民の
所得向上につながる重要な組織ともなっている」
「協同」という価値観を社会から失ってしまった苦い

ＪＣ総研レポート／2012年 夏／VOL.22

東アジア
（日本・中国・韓国）
の農協への期待◆論説

25

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②
い ま む ら

（社）ＪＣ総研 特別顧問 ･ 前研究所長●今村

な

ら

お み

奈良臣

Ⅰ 青島温州に活路を開く、静岡県三ヶ日町農業協同組合
━━市町村大合併、農協大合併の嵐のなか、独自の道を歩き切り開く━━
1．三ヶ日町農協との出会い

ての三ヶ日町はなくなったことから、三ヶ日の固有名
詞を残すのは三ヶ日町農協のみとなった。

今から22年前、私は三ヶ日町農協青年部を中心に

他方、浜松市の大合併と機を同じくして、管内の農

集まった青 年たちが組 織した農 民 塾の塾 長として、

協はＪＡとぴあ浜松に大合併するが、三ヶ日町農協は

三ヶ日町を度々訪ねていた。これが三ヶ日町との初め

その合併の誘いを断り、独自の道を歩むことになった。

ての出会いであった。確か農協青年部の部長をしてい

1993（平成５）年のことであった。

た山崎圭司君に請われて、当時東大で学生たちを教え

当時の組合長は、現在農協の専務理事をされている

る傍ら、財団法人 21世紀村づくり塾の副塾長をしてい

後藤善一氏の父、後藤幹夫氏で、合併を断った。その

た関 係で、三ヶ日町の農 民 塾 生たちを教えることに

理由は、ひとえに、合併すれば「三ヶ日みかん」のブ

なったのだと記憶している。山崎圭司君は、常に農協

ランドが消えてなくなる、ということであった。

組合員がいかに一致団結して三ヶ日町を興すかという

合併を辞退してから19年、後に紹介する日本はお

問題意識に燃えていた優れた人材であったが、残念な

ろか世界にも誇れるという最新鋭の大選果場から出荷

ことに重い病に取りつかれて早世され、それを機に農

されるみかんは、３万5000ｔを超え、市場と消費者

民塾も立ち消えになってしまった。ついでながら、現

の信頼を勝ち取ってきた。

在の三ヶ日町農協の組合長である森田繁男氏も山崎圭

こうして三ヶ日町農協は残ったものの行政単位とし

司氏の後について勉強していましたと話されていた。

ての三 ヶ日 町という自 治 体は消え失せ、
「自 治 セン

こういう親 近 感もあり、再び三ヶ日町 農 協を訪ねた

ター」が設置されることになり、わずかの職員もさら

が、私のイメージに残っていた20 余年前の三ヶ日町農

に減らされる方向にある。つまり行政による地域農業

協とはうって変わった素晴らしい農協に発展していた。

振興などは望むべくもなくなり、農協の位置のみが一

2．浜松市の大合併と三ヶ日町農協 ―― 農協は地域
の生命線
三ヶ日町農協は浜名湖の北西部の愛知県境に位置
し、江戸時代には「姫街道」と呼ばれた、東海道の脇
街道の宿場町でもあった。

段と大きくなってきている。
農協はまさに「地域の生命線」という位置付けがな
されるようになったのである。

3．三ヶ日町柑橘出荷組合と三ヶ日町農協
三ヶ日町農協の現在の姿、とりわけ販売戦略や多彩
かん きつ

そして現在の農協本所の所在地は浜松市北区三ヶ日

な独自性に満ちた活動を考えるとき、三ヶ日町柑橘出

町となって、浜松市が政令指定都市となり自治体とし

荷組合の歴史と農協との関係に触れておかなければな
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らない。
戦後のみかんの復興期に、三ヶ日町ではみかんの栽
培が急速に拡大し、昭和30年代の初めにはすでに戦
前の水準を超えることになる。しかし、販売は商人任
せで、一山いくら、という販売方法が一般的で、価格
も商人の言いなりで決められ、三ヶ日みかんという名
前はあるものの、荷姿も品質もばらばらの状態で三ヶ
日みかんというブランドなど、まったくない状態であっ

【写真】三ヶ日町農協が運営する大選果場の作業風景

たという。
そこで、当時約1200人いた生産者のなかから154

ムも稼働することになっており、そこで得られた情報

人が立ち上がってつくったのが三ヶ日町柑橘出荷組合

を、生産指導、営農指導などを通して土壌、地形、地

である。この組合の原則は簡明だが厳格で、
（１）全

質、水分供給などの実態に即して、品質向上に役立て

量出荷、
（２）途中脱退は不可（加入期限は１年）
、

ており、市場の信頼を確固として勝ち取ってきている

（３）組合の統制を乱した場合の支払い停止と脱退勧

と評価できよう。

告、という取り決めであった。これに対し、それまで

さらに、強調しておきたいことは、1996（平成８）

自由に栽培し販売してきた生産者からこの取り決めは

年以降、青島温州への品種統一を強力に進め、今では

厳しい、そして全量出荷してもこれまで以上にもうか

ほぼ８割が青島温州になってきたという。

る保証はあるのか、という声が強く出されていたという。
こういう声に対して出荷組合は、共販体制がいかに
有利であるかということを示さなければならなかった。

4．目標は「自ら考える強い職員、組合員をつくる」
――後藤善一代表理事専務との対談

ところが、共販体制は容易でなく、選果も各農家で

ここで後藤善一専務との対談を紹介しておく。この

行っていたことや商人の力が強いなど、なかなか初期

対談のなかから三ヶ日町農協の特徴と今後の課題につ

の目的達成は容易ではなかったが、思い切って名古屋

いて読み取ることができると思う。

から東京市場へ切り替えて出荷したら、三ヶ日にこう
いう優れたみかんがあるのかと、高値を付けられ、こ
れを契機に起死回生の歴史を刻むことができ、出荷組
合の取り組みも順調に展開するようになったとされて
いる。
こうして三ヶ日町柑橘出荷組合（通称：マルエム出
荷組合）の加入者は現在870戸、管内園地1500haの
うち1350haを占め、農協の運営する大選果場などの
利用については、農協とマルエム出荷組合との間で専
属利用契約が結ばれている。
なお、世界に誇れるといわれている大選果場は、入

目標は「自ら考える強い職員、組合員をつくる」
◆使命は「若手を育てる」こと
今村

職員教育のテキストはピーター・Ｆ・ドラッカーだとか。

驚きました。
後藤 自分は30年間、みかん園経営だけやってきて、突然、農
協の専務になったわけですが、入ってみたら違和感をすごく感じ
たんです。もうけるとか、売る、といった感覚がないとは言わな
いけれど……。
今村 弱い、と？
後藤 そうですね。経済事業をやっているのであればどうやって

荷から包 装、出 荷に至るまで完 全に自動 化されてお

もうけようかと考えるものだと思いますが、それを一生懸命言っ

り、糖度、酸、大きさ、外観、病害虫被害などを計測

ても、今あるシステムでいいんじゃないか、と。そういう意識が

する光センサーから得られる情報を、生産者別はもち

強く、自分が話すことが伝わらないと感じたものですから、共通

ろん、園地別に地図上に落とし込むマッピングシステ

の言葉、共通の認識を持ちたいと。今、20人ほどが参加していま
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す。教えるなんてことはできないから一緒に勉強しようということ

ない、という路線を貫いた。今や地域住民からも期待されている

なんです。

ということですな。今後の課題は？

今村

後藤

確かドラッカーは、重要な問題に直面したときには、安易

前から思っていたことですが、単に三ヶ日みかんではなく

に答えを求めるのではなく、問題の所在がどこにあるか、その正

て、三ヶ日地域ブランドを作らなければいけないということです。

確な問いを明確にすることから始めよ、と提起していた。まさに

三ヶ日という地域を多くの人に理解してもらい、それで農産物

そこが大事だと思います。

も支持してもらう。これはＪＡだけで実現するのは無理だから、

後藤 実はもうひとつ「ＪＡの10年後の将来像──戦略策定プロ

例えば観光協会・商工会と連携しようとしています。４年前から

ジェクト」も立ち上げています。これは40代前半までの職員17人

ウオーキングラリーを春と秋に行っていて、みかんの花の時期に

で、10年後に自分たちはどうなりたいのか、どういうＪＡでありた

は香りを楽しみに町内を歩いてもらう。目の見えない方にも来て

いのか、真剣に考えてくれと議論してもらっています。

もらっています。

今村

大事なことですね。私流にいえば、ボトムアップ路線、こ

それからワーキングホリデーですね。これはみかんの花摘みを

れが一番基本なんです。

してもらう。花を香水にしたり風呂に入れてもらったりと。摘花に

後藤

もなるから一石二鳥です。

専務をやれ、といわれた理由はそこにあると思っているん

です。要するに若い人たちのために頑張れということでしょう。
私も息子が後継者になってくれていますが、やはり農協も次の
世代を育てるということだと思います。

オレンジ・サポートシステムというのも考えています。今、農
作業をやってみたいという人がすごく多くいます。ただ、収穫時
期には三ヶ日には大変な人数が入っていますが、作業がずっとあ

例えば、今までも視察や講演がありましたが、その場ではこれ

るわけではありません。そういう方には他の地域を紹介して、時

はいいと思っても、帰ってから誰も全然実践しない。意識を共有

期がくればまた三ヶ日に来てもらう。いろいろな産地を回ってもら

し自分の仕事として見聞きしたことを実践しなければ行く意味が

えばいいということなんです。

ない。

今村 そうか！ 日本中の産地を回ってもらう、と。

勉強会をやろうというのも、１回の講演や視察では駄目で組織

後藤

例えば、富良野にも大勢来ているそうですが、ＪＡに聞い

のなかで何度も何度も同じことを言わないと伝わらないと思った

たところ、三ヶ日でみかんの作業をしてからこっちに来た、という

からです。もちろんすぐに意識が共有できるわけではありません

人もいるとか。それをつなげば、それぞれの農村にとって雇用の

が、考える職員を育てたい。そういう職員を種火のようにぽっ、

確保にもなるし、各地のファンにもなってくれると事業を進めて

ぽっと増やしていってだんだんみんなが育っていく。

いるところです。

時代が変わろうとも人材さえなんとかなればやっていけると思

今村

広い意味でのグリーンツーリズム。働きながら土に親しん

う。職員が変われば、組合員や地域住民がＪＡを見る目も変わり

でもらいながら農業とその土地のファンになってもらう、と。

利用してくれるようになると思っているんです。

後藤 いろいろ発信をしていかなければと思っていますが、目指
すのは販売活動をしなくても自然に売れていくようなマーケティ

◆未合併ＪＡだからこそ――地域ブランドをつくる

ング戦略、それをつくり上げたいですね。

今村 ＪＡ合併を辞退し単独の道を歩んできましたね。今、どう
評価していますか？

◆適地適作で手取りを上げる

後藤

今村 ところで、みかんは青島温州にほとんど改植したというこ

浜松市は市町村合併で人口83万人になりました。地域コ

ミュニティーが崩壊しているとの指摘も出ていますが、本当に行

とですが、これも相当苦労があったのではないですか？

政サービスは希薄になりましたね。だから、地域の皆さんもＪＡ

後藤

に期待してくれています。

らばらではアピールもしにくい。そこで青島はこの土地に合って

組織として、地域を考えて地域を愛しているという存在はＪＡ

品種を統一しないとなかなか売りにくかったですよね。ば

いて栽培しやすいということが分かってきた。ただ、改植すると

より他になくなってしまったということだと思っています。

最初は収量が上がりませんから、そこは大変でしたが、今、青島

今村

世の中は合併しないとやっていけない、ちっぽけな組織で

温州で暮らしていけるようなものです。昔、青島は４割ぐらいで

は駄目だというのが大きな風潮でした。それに対しそんなことは

したが今は７割ぐらいになりました。適地適作、三ヶ日に合って
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いるんです。気 候、土壌が合っているし、栽 培しやすい。今は
100％果汁ジュースも作っていますが24本入りで年に５万ケース
販売しています。
今村 みかん販売の課題はどう考えていますか？
後藤 就農した30年前は全部、手作業でした。これではとても続
かないし後継者もできないと、基盤整備と三ヶ日仕様の機械、ス
ピードスプレーヤーを造ってもらって導入し規模拡大もしました。
出荷用のパレットやリフトも特注して地域に普及したり。今では高

【写真】
『あたらしいみかん

齢者でも女性でもみかん栽培ができるようになったと思っています。

のむきかた』のパンフレッ
ト

現在の生産量は３万5000 ～４万ｔでまとまったロットですから
市場出荷が中心です。その他のルートも試行錯誤し市場出荷プラ
スアルファも追求していきたいと思っていますが、販売方法は手
段であって、目的は生産者の所得の最大化です。あくまでそれが
自分たちの仕事と考えています注１）。

感心した。青島温州という品種の皮はこういう用途に
確かに向いていると感心した。
いまひとつの新しい試みはサントリーウイスキーの
サントリー酒類株式会社やサントリービア＆スピリッ

なお、後藤専務は現在、８haのみかん経営を子息

ツ株式会社と組んで「三ヶ日みかんハイボール」を作

家族と共に行っている。父親の時代には40ａであった

り、今まで消費の対象から外れていたような、とりわ

のを、山を開墾し、８haという大 規 模 経営を実現し

け若い人々をみかんの愛好者に引き込もうというもの

た。後藤専務は、日本大学経済学部を卒業し、高い学

である。

識にも富んでいる。

5．みかんの皮からの発想
三ヶ日町農協を訪ね非常に驚いたエピソードを紹介
させていただく。
みかんの皮をむくとき、むき方によって、ウサギや

三ヶ日町農協の若い次代を担う職員たちが目を輝か
せて、青島温州の消費の新 分 野の開拓に奮闘してい
た。後藤善一専務の
教 育の成 果が早くも
出たのではないかと
私は驚いた。

ネズミ、ウシやウマなど、十二支に出てくるような動

こういう新しい目

物などの姿が作れるが、それを写真に撮り、小冊子に

の覚めるような活 動

まとめ、ストーリーを書き込み、幼児や学童の絵本と

は大合併農協からは

したものが小学館から出版された。そのことを知るや

出にくくて、 小さい

いなや、東京の一ツ橋にある小学館の本社に後藤専務

農 協から生まれ出て

自ら乗り込み、小学館と三ヶ日町農協のコラボレー

くるのではなかろう

ション企画を実現させ、この本を使ったタイアップイ

か。後藤善一専務と

ベントの開催の他、さらには教科の副読本にするとい

一 献 傾けつつ、そう

う試みを見せられ驚いた。小学館から『あたらしいみ

いうことを痛感した。

かんのむきかた』というシリーズで出版された本書は
大変好評を呼び、これからも続刊するという注２）。
確かに、無 意 識を意 識に変え、みかんの皮をむけ
ば、みかんの消費をさらに子どもたちに広げることに
なり、将来のみかんの消費拡大にも寄与する奇策だと
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【写真】サントリーウイスキーとコ
ラボした「 三ヶ日みかんハ イボー
ル」のポスター（一部）

注１）
『農業協同組合新聞』2010年10月20日号より転載（一部加筆）
。
なお、私が『農業協同組合新聞』に書いてきた記事は、社団法人農協
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。
以下同じ
注２）当『JC総研レポート』61ページの「この本が好き」で『あたらし
いみかんのむきかた』を紹介している
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Ⅱ 千葉県富里市農業協同組合の素晴らしい実践
富里市農協の素晴らしい多彩な実践については、営

苦労しました。当時の農協には販売専門部署がなく、特産物の販

農・販売担当の仲野隆三常務理事（2012年３月末で

売力もないということで、400人の組合員はみんな専門農協の方

退任）を通じいろいろな機会に教えていただくととも

に行ってしまった。しかし根気強く３年ぐらい指導を続けてなん

に、富里市農協の現場を訪ねその実践に多くを学んで

とか自立できるようにしたら、農協は手を引きました。

きた。富里市農協の歴史や発展過程、特に農産物の
販売についての戦略、戦術については、これまで仲野
隆三前常務により、本誌『ＪＣ総研レポート』に寄稿
していただいたり、2011年11月10日に当研究所が開
催した「日・中・韓 農協シンポジウム」で報告してい
ただくなどしてきたので、それらを参照願いたい注３）。
ここでは仲野隆三さんとの対談、そして仲野さんか
ら教わったことを私なりに理論的に整理し、一般化し
た理論を紹介するにとどめる。

大切なのは農家が潤うこと 仲野隆三さん（ＪＡ富里市）

今村 まさに自己責任の原則ですね。結果責任まで農協が引き受
けてはいけない、と。
仲野 農協は、指導するが主導しない。結果責任はあくまでも組
合員の方になければなりません。しかし規格を統一すると、必ず
人それぞれの想いやエゴが出てきます。そこに割って入るのは、
やはり技術指導などを通して信頼関係をつくってきた農協しかあ
りません。
また当時からスイカ、ハクサイなどの特産品はあったけど、それ
に対抗しても負けてしまうということで、新作物を導入しようとい
うことになり、ゴボウ、トマト、春ニンジンなどに取り組みました。

◆地域の人との結び付き、より強く
仲野

失敗も重ねましたが、それに対してわれわれを悪く言うと

―― 地域の人との結び付き、より強く・一度成功し

いうことはありませんでしたね。営農指導員は肥料農薬を推進す

ないと人は成長しない――

るわけでもなく、共済・金融をやるわけでもなく、講習会をやっ

今村

たりして地域の人との結び付きを強くしていましたから。

始めに、仲野さんが富里でやってこられたことから話して

くれませんか。

今村 新作物を導入したのはもっぱら若者だったのでは……？

仲野 まず、農家の人がいかにしてお金を得るかということ。全

仲野 いえ、必ずしもそうではありませんでした。年配の方もこ

体を見渡してそのことをしっかりとやるのが農協の役目だと思っ
ています。
私は鴨川の生まれですが、初めて富里に来た時は広くていい土
地だと思いました。しかし換金性が低く、効率の悪い農作物しか
なかった。時 代が変 化しているなかで、農 家だけは同じことを
やっていたんですね。そこでいかにして農家が潤うかを考えまし
た。それは機械でもない、技術でもない、どうやって農作物を売
るか、ということです。販売先を確保し、相手がどういうものを
求めているかを把握して情報をつなげることを考えるのが農協の
大きな役割だと感じました。
農家がやる気を出すためには、価格をしっかりしなくてはいけ
ません。そのためにもまずは共選・共販制度をしっかりつくろう
ということで、当時39あった集落、つまりそれだけの数の出荷組
合があったのですが、これらの気持ちを１つにまとめるためのリー

【写真】今はスイカやハクサイに並びニンジンの大産地でもある
注３）仲野隆三「ＪＡ富里市の多様な野菜流通の実践」
『ＪＡ総研レ
ポート』2008年春、vol. ５、および、吉田成雄「わが国農協の発展方
向への示唆」
『ＪＣ総研レポート』2011年冬、vol.20、などを参照され

ダーを育てました。リーダーを育てながら、同時並行して農協は

たい（ＪＣ総研のWebサイト〈http://www.jc-so-ken.or.jp〉で全文公

販売を引き受け、共選・共販制度を伝えていく。このことが一番

開）
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れを作ればいくらになるよ、とちゃんと説明すれば入ってくれまし
た。しかし難しかったのはスイカです。重鎮がいっぱいいて、組
織を変えましょう、といってもまったく駄目でした。当時、この地
域には45の支部があって、それぞれがトップ競りを得たいために
争っていたんですよ。
今村 それはスイカの品種とかが違ったってことですか。
仲野 いやそうではなく、単に生産支部が異なるということです。
集落別の下部組織があって、それぞれがロットを組んで、価格を
決めて、１つの生産地のなかで競争していたんです。
「こんなこと
やってても市場が肥えるだけで、あなたたちは潤わないでしょ？」
と言ったんですが、
「どうせ変わらないだろ」と冷めてましたね。

【写真】セブン＆アイと富里市農協の共同事業「セブンファーム」の農
産物

さらにスーパーとの取引を始めたことで、常に情報収集を考え
るようになりました。スーパーのバイヤーはとにかく、日本全国は

そこで目先を変えてやろうということになって昭和47（1972）

おろか世界の農作物動向も把握しているので、国内他産地の収穫

年ごろから黄色いスイカを導入したり、一元化のメリット、ばら

時期や数量から輸入量まですべて分かります。農家所得向上のた

ばらにやっていることの無駄などを説いて回っていくうちに、若者

めには中間コストを省くことも重要ですが、他の産地の動向やバ

たちが理解してくれました。規格の統一には生産者から「なんで

ランスなどの情報も重要です。それに素早く対応するためにも、

作りにくいものを作らせるんだ？」 などと文 句を言われました

最近は販売先を徐々にイオン、セブン＆アイ、ヤオコーなどの直

が、
「マーケットは生産者側ではなくて、消費者側にあるんだ」と

販に切り替えています。

いうことで毎晩、黒板に書いたり、酒を飲みながらとくとくと説い

今村 １つ１つの共選・共販組織を育てて、加工への対応、直販

たりしているうちに、最後は全員が賛同してくれましたね。共選

への切り替えなど、常にその時求められているものに応じていか

一本化の時には市場からの妨害もありましたが、それらから守る

なくてはならない、ということですね。

のも農協の役目でした。

仲野 やはり時代変化に対応できる産地でなければいけません。
ＪＡの経 済 事 業、特に販 売は柔 軟に変わっていく必 要がありま

◆一度成功しないと人は成長しない

す。例えば天候次第で産地自体がつぶれてしまうこともあるわけ

今村 それがすべて出来上がったのはいつごろですか。

ですから、それに対応するためにも、120％栽培方式などを導入

仲野

昭和62（1987）年ぐらいです。大変なエネルギーと時間

し、悪くても100％取れるようにしています。そして人間なんと

を使いましたが、組合員の農協の販売事業に期待するものは大き

いっても重要なのは成功体験です。失敗も重要ですが、一度成功

くて、
「農協がやってくれるなら」という意識は強かったと思いま

しないと成長しません。これらに対応できる人材をいかに育てて

す。地域で信頼されたという土台ができたことがなによりでしたね。

いくか重要ですね注４）。

今村

共選・共販制度をつくったら、次は加工にも手を広げまし

たね。
仲野

平成７（1995）年に加工 業 務 用野 菜と出会ったのです

が、これは新 鮮でした。加工卸業者は農業のことを知りません
が、農業者は加工卸のことを知りません。例えばトマト１つをとっ
ても、われわれはゼリー質が多いものを作るし、切るときもタテ
に輪切りにします。しかし加工業者はパンに挟んだときに食べや
すいようゼリー質が少ないものを選ぶし、切り方もヨコ切りでし

ＪＡの生命線――販売事業と人材――
仲野隆三氏に学ぶ
ＪＡの生命線は、営農指導、販売事業にあると私は
考えている。金融や共済は銀行や郵便局、そして保険
会社もある。しかし、農産物の生産、供給、販売はＪ
Ａがなければ成り立たないと考えている。もちろん、

た。家庭で食べるものと外食などでは求められるものがまったく

このようにいっても、ＪＡの信用事業や共済事業の重

違うというのが、当時は驚きでしたね。こうして市場にないノウハ

要性を決して軽視しているわけではない。営農指導や

ウを身に付ければ、農家の手取り優先の販売ができると感じまし
た。
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注４）
『農業協同組合新聞』2010年１月10日号より転載（一部加筆）
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Promotion

Production

市場的条件

販売事業の重要性を浮き彫りにしたいがために強調し

主体的条件

【図】営農指導と販売戦略の基本――Ｐ−ＳＩＸ理論――

ているのである。しかし、現実は厳しい。販売事業は
ここ10年、右肩下がりであるし、職員１人当たりの生
産性も大幅に低下している。
こうした課題をいかに改革、改善し、新しいＪＡの

Positioning

Place

路線を提示すべきか。
仲野隆三さんは、富里市農協にあって、この課題に
これまで全力を挙げて取り組んでこられ、最先端を行
く農産物販売戦略を打ち出し、目を見張るような実践

Personality

と成果を挙げておられる。

Price

私はかねてより「ＪＡほど人材を必要とする組織は

して消費者の求めているものをしっかり見極めて、種

ない」と説いてきた。私の定義では、人材とは、企画

子をまこうということである。そういう発想に立ち、売

力、情報力、技術力、管理力、組織力の５つの要素の

り場（Place）
、売り値（Price）をしっかり押さえ、見

総合力であると考えてきたが、仲野さんは、まさにこ

極めて市場に対応していくべきだ、ということを表現

の５つの要素の総合力を備えた人材だとかねてより尊

している。そういう意味で６角形の右辺は「市場的条

敬してきた。

件」と位置付けているのである。

◆Ｐ−ＳＩＸ理論の開発と提案

他方、６角形の左辺は主体的条件を示した。まず、
Promotion、つまり生産者・組合員にやる気を起こさ

仲野さんと私はＪＡ−ＩＴ研究会で７年前に知り合う

せることである。農協がしっかりした生産戦略、販売

ことになった。私は自主的な研究組織であるＪＡ−ＩＴ

戦略を展開し、組合員に所期の所得や利益をもたらす

研究会の代表を務め、黒澤賢治さんが副代表（当時、

ならば、意欲はますます高まるはずである。

かん ら

甘楽富岡農協の営農本部長）をされており、その黒澤

次いで、Positioning、つまり立地を生かすというこ

さんの親しい友人ということで仲野さんと知り合った。

とである。例えば、標高差を活用するとか、水田の高

氏の営農指導、販売戦略理論に接し、多くのことを学

度利用を促すとか、山地に見合った作物を選択すると

ぶとともに、さらに研究を深めるべく私は甘楽富岡農

か、豊富な水源を活用するとか、その立地特性をフル

協や富里市農協の現地を訪ね、その指導と実践の現場

に活用して有利な農業生産活動を進めようということ

のなかから、営農指導と販売戦略のあるべき方向を提

である。

示するために研究者の立場としてＰ−ＳＩＸ理論として

Personalityとは、人材を生かすということである。

まとめた（図参照）
。簡潔に説明しよう。６角形の頂点

生産者・組合員はもちろん、農協の職員、それも担当

はすべてＰで始まる英単語で構成されており、６角形

分野ごとに、やる気を起こさせ地域の活力の源泉をつ

の右辺は市場的条件、左辺は主体的条件とされてお

くり出していくことである。優れた農 協には優れた人

り、この６角形に示したすべての条件を10点満点で満

材が多い。

たすような方向へ、営農指導と販売戦略を構築すべき

以上の６角形の頂点を10点満点とし、自らのＪＡの

であるという課 題を提示したものであり、ぜひとも実

それぞれの分野が現状では何点かということを組合長

践の場で応用してほしい。若干の解説を加えておこう。

あるいはリーダーは点検しつつ、いかに各頂点を10点

まず、６角形の右辺から説明する。Productionとは

に近づけるかということが、農協の果たすべき使命で

言うまでもなく農業生産である。そのポイントは、種
子をまく前に、売り方、売り先、売り場、売り値、そ
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ある意味では当たり前のことをこの図は表現してい
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るにすぎない。しかし、この当たり前と考えられる原

へ出荷していることである。もうかるかどうか分からな

則をいかに各ＪＡで実践し、成果を挙げるか、という

い所へ単に出荷（販売ではない）しているだけで、こ

ことが、今こそ求められているのではなかろうか。仲

れを「バクチ」と呼んだわけである。バクチを打つな

野さんの実践を１つの図で明快に表現せよ、といわれ

らもうかるように打たなくてはならない、ということを

れば、おそらくこのＰ−ＳＩＸの図になるであろう。

強 調したかったのである。また、最 後の１割の意 味
は、常に消費者、実需者の求める新作目・新品種の試

◆３：３：３：１の原則

作、販売をしていかないと産地としては衰退すると説

いまひとつ仲野隆三さんの販売戦略から学び私なり

いた。３：３：３：１の原則を実践すれば、生産者・

に総括して世の中に提示したのが「３：３：３：１の原

組合員手取りが最大の道になる。そしてそれがＪＡへ

則」である。これは「リスク最小、生産者手取り最大

の組合員の求心力を高めることになると説いた。もち

の原則」と言ってもよい。３割は直売、直販、３割は

ろん３：３：３：１という割 合は原 則であって、４：

契約生産、契約販売、加工販売など、３割は「バク

４：１：１でも、２：５：２：１でもかまわない、実情

チ」
、１割は新作目の試作販売である。このなかでバク

に即して応用していただければよい。

チというのは、農協共販の名の下で中央卸売市場など

仲野隆三さんに実に多くのことを教わった注５）。

Ⅲ 十勝は１つ、ネットワークで地域興しを
━━横のネットワークで新たな展望を━━
以上、創立以来未合併の小さな農協の素晴らしい活
躍の姿とその基本路線を描いてきた。いうならば、縦
型のネットワークであり、農協を軸とした農業の６次

「十勝では地産地消なんてできません」
ＪＡ帯広かわにしの有塚利宣組合長がこう言うのも当然であ
る。なぜなら、十勝の食料自給率は1100％もあるからだ。旧十

産業化路線であった。
これに対し、北海道十勝地域では、
「ＪＡネットワー
ク十勝」を立ち上げ、横型の６次産業化を推進してい
なか さ つ ない

る。もちろん、帯広市川西農協や中札内村農協のよう
に自らの農協が核となり６次産業化も進めてきている
が、横のネットワークも大いに推進している。
「ＪＡネットワーク十勝」についてはすでに『ＪＣ総
研レポート』2012年春号、VOL.21で、帯広市川西
農協の高田啓二氏による「ＪＡネットワーク十勝の取
り組み」という優れた論稿もあるので、ここではかつ
て行った、私と帯広市川西農協の有塚利宣組合長、中
ていだん

札内村農協の山本勝博組合長との鼎談を紹介すること

勝支庁（現十勝振興総合局）が４年前にまとめた統計によると、
管内人口35万人に対して、産出される農水産物や食料品は392
万人分になるという。
十勝全体の耕地面積は25万5200haで、ほとんどが畑地と草
地だ。農家１戸当たりの平均耕地面積は約39haで、全国平均の
24倍になる。農業従事者は約２万人。農業産出額の2460億円
は岩手県全体とほぼ同じで、県別ランキングに当てはめても11位
に入る。さらに農業の流通、加工、販売などが地域に及ぼす経済
効果は２兆円を超えるとも試算されている。農業が地域の経済基
盤であり、まさに農業によって成り立っている地域だといえる。
農家組合員の生活と営農を守るため、ひいては地域全体の発
展のためには、地域だけでは消費し切れないこの農産物を外に向

を通して、両 農 協の取り組みと併せて「ＪＡ ネット

けて販売しなければならない。いかに販路を確保し、付加価値を

ワーク十勝」の活動とその存在意義を明らかにするこ

付けて高く売るか。ＪＡに課せられた使命、地域からの期待に、

とにしよう。

「地域のネットワーク化」で応えている十勝地方を代表する２ＪＡ
注５）今村奈良臣「仲野隆三氏に学ぶ」
『ＪＡ総研レポート』2008年
春、vol. ５、を加筆訂正した
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【写真】ＪＡ帯広かわにしの長いも集出荷場

の取り組みを伝える。
（今村奈良臣）

十勝は１つ ネットワークで地域興しを
〈鼎談〉
有塚利宣氏・ＪＡ帯広かわにし代表理事組合長
山本勝博氏・ＪＡ中札内村代表理事組合長・十勝農協連会長

◆経済的理由での離農者は絶対に出さない
大型エダマメ収穫機

向上と生活安定のための活動をしっかりやっている。それを全国
に発信するとともに、ＪＡ帯広かわにしの有塚組合長とＪＡ中札
内村の山本組合長にそれぞれ、
「ＪＡはこうあるべき！」という路
線を示していただきたいと思います。
有塚

私は昭和の初めからいる人間ですが、現在を思うと、あら

ゆる困 難を乗り越えた幸せを感じます。昔は統 制 物 資だったか
ら、農業をやっても食べものがなく、お金も肥料も農薬も物資も
ない。 農 業はそういう時 代にすごい壁を乗り越えてきましたか
ら、また高い壁がそびえ立とうとも乗り越えられると思うし、そう

【写真】ＪＡ中札内村が導入したフランス製超

今村 両ＪＡとも本来農協がやるべき仕事、つまり組合員の所得

いう想いを若い人たちと共有したいと思います。
山本

私は３年間非常勤理事をやった後、すぐに組合長になっ

同士の高い共有意識が生まれ、強力な生産組織となって日本農業

て、今年で９年目です。組合長になってまず最初に考えたのは、

賞の天皇賞まで頂くことができました。ここまできたなら、ＮＡＳ

経 済的問 題による離 農 者を絶 対に出したくない、ということで

Ａの精神にのっとって安全・安心なものを作って、地域・産地間

す。そのためにはＪＡで生産・加工・流通・販売を一手に引き受

競争を勝ち抜こうとＨＡＣＣＰに取り組み、販売戦略を推進した

けて有利販売をしなくちゃいけないと思いました。ＪＡ中札内村

わけです。ＨＡＣＣＰの価値観は、ブランドづくりに大きく貢献し

の組合員はわずか173戸と小規模ですが、１戸当たりの平均所得

たと思います。

は北海道平均の633万円に対して1844万円です。昨年の農協管

今村

内の粗生産高はついに目標の100億円を超えました。これからも

ただけで、苦心があるなと感じましたが……。

安定して100億円以上の生産を出すにはどうすればいいかを考え

有塚 ＨＡＣＣＰは絶対に異物が入ってはいけないので、普通の

ていきたいと思います。

木工所から出るようなおがくずでは駄目です。３社の専門工場と

長いもを保護するための“おがくず”。これは一目見て触っ

契 約して、新 鮮な香りを保ち、見 栄えがよく、適当な水 分があ
◆加工・流通・販売を一手に

る、などの細かく決めたマニュアルに沿ったおがくずを特注してい

今村 どちらのＪＡも私の言ってきた農業の６次産業化、特に農

ます。

産物の加工・販売に積極的ですね。ＪＡ帯広かわにしは特産の長

今村 おがくず自体を食べるわけじゃないのにオーダーメードと

いもをどう加工し販売するかが問題だったのでは？

いうのはすごい。中札内村のエダマメ工場も近々ＨＡＣＣＰ認定

有塚

を得ることになっていて、非常に安全性を徹底して効率的です

バブル崩壊前までは、帯広市近郊は非常に地価が高かっ

たんです。だから、土地を買って規模拡大しても採算が取れない

ね。そもそもなぜエダマメなんですか。

ので、高 収 益の作 物は何かないかといろいろな作 物を試して、

山本 中札内村の気象は寒暖の差が大きく、エダマメ生産には非

残ったのが長いもとアスパラガスでした。

常に適しているということで、平成４（1992）年からＪＡで取り
ほ じょう

長いもはとても病気に弱い作物なので、自分の圃場は大丈夫だ

組みを始めました。当時、３億3000万円を掛けて、約250ｔほど

けど隣が病気だらけというのではどうしようもない。だから生産者

の小さな工場を建てたんですが、平成16（2004）年度まで１度
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も黒字にならず、毎年1000万円以上の赤字が出ていました。ど

が誇りを持ち主体性を持てばできるんだ、ということを考えてほ

こが悪いかっていったら、売り先がなかったんですね。それで私

しいですね。

が直接、東京や大阪に行って売り歩きました。

有塚

大事なのは生産者と企業との信頼関係です。青果物は固

販売で一番自慢できるのは学校給食用の冷凍むきエダマメで

定相場がないから、こちら側には、高い時はよそに売って、安い

す。エダマメの炊き込みご飯が子どもたちに大人気で、長崎県か

時だけカ ル ビーさんに出すという選 択の自由もあります。しか

ら始めたものが、今では32府県に広がりました。ただ、むきエダ

し、そういうことは絶対しません。一方、ＪＡや生産者側に食品

マメの生産はどんなに頑張っても１日1.5ｔぐらいが限度なので、

製造のノウハウはまったくありませんから、工場への原料供給は

今年はフランスから圃場でさやをむいて収穫できる機械を試験的

われわれの責任、おいしく加工して付 加価値をつけて売るのは

に仕入れました。なんとかうまくいって、増産につなげたいと思

メーカーの責任と、お互いの役目を最大限に果たしています。

います。

今村 両ＪＡとも加工場を通年稼働させ、地域の雇用を創出して

今村 まさにトップセールスですね。ところでエダマメは取って

いますね。

すぐ、マイナス196℃で瞬間冷凍しているそうですね。

有塚 うちは人材派遣会社と契約していますが、毎日違う人では

山本 液体窒素を使った瞬間冷凍で鮮度を保っています。収穫か

なく決まった人を雇いたいということで取り決めをして、能率給

ら加工まで３時間で仕上げています。ただ、液体窒素はコストが

も出しています。定年もないので、まさに終身雇用ですね。

高くて、約１カ月半ある収穫時期だけで３億円ぐらい使うんです

今村 一般的に工場というと、人件費を浮かすために日雇いでど

よ。中札内村のエダマメが高いのは液体窒素の値段です（笑）
。

んどん人が変わりますが、しっかり人を固定して技術や資格を持

今村

たせているのには非常に感心します。

長いももエダマメも、自分の管内だけじゃなくて近隣のよ

そのＪＡからも受け入れている。大変優れたシステムだな、と感

山本 うちも定年は決めていないので、体力に自信があれば70歳

心しました。

を過ぎても働けます。工場従業員もＪＡ職員として雇っているの

有塚 もともと、長いもは春に植えて、秋に掘って、冬に食べる

で、基本的に全員に衛生管理など全般にわたる資格を取っても

という季 節 野 菜です。市 場からなくなると暴 騰、収 穫すると暴

らっています。

落、という農産物だったので通年出荷が求められてきました。外
食産業や量販店などの大きな需要に応えるためには、相当量の

◆ＪＡが村民を増やす

ロットが必要ですが、それは１ＪＡではできません。だから近隣の

今村 中札内村は、村としては全国的にも珍しく人口が増えてい

ＪＡに呼び掛けて、今では十勝管内の８ＪＡで１万9000ｔという

ますね。ＪＡが人口増にも寄与しているのでは？

全国にも類を見ないロットを確保しています。

山本 ＪＡ中札内村では原則、職員は中札内村に住むこととして

山本 中札内村の生産者も、長いもはすべてＪＡ帯広かわにしさ

います。村の人口は4100人ですが、ＪＡ職員だけで、家族を含

んに頼んでいます。逆にエダマメはＪＡ中札内村でまとめて加工

めると350人以上はいるんじゃないでしょうか。職員採用には毎

販売するという形でお世話になっております。

年、道内外から80人以上の応募があり、今年も大学院修士を含
む７人の大卒者を採用しました。

◆工場職員は定年なし、資格あり

今村 やはり地域興しに必要なのは「人」
、人材育成は大きな課

今村

題です。山本組合長は講道館柔道の七段を持っておられますが、

地域興しという点では、ＪＡ帯広かわにしの主導で十勝に

カルビーを誘致したのも大きいと感じます。

「礼に始まり礼に終わる」の精神が職員教育にも影響を与えてい

有塚 これは農商工連携で、行政と商業資本と生産現場が一体

るんじゃないですか。

になった産物です。カルビーさんには帯広市内に会社を設立して

山本 自分が組合長になって驚いたのは、職員の多くが茶髪で、

もらって、製造工場はＪＡ帯広かわにしからジャガイモを通年出

ネクタイも締めていないってことでした。これはとんでもない！

荷する倉庫と屋根をつなげました。行政にも主に工場の水回りの

と、まずは身だしなみをしっかりさせました。

環境対策などでお世話になりました。

ＪＡには５つの直売所がありますが、これも職員教育の一環と

今村 多くの場合、ＪＡや組合員は、企業と取引すると食い物に

して、固定の職員を決めずに、１週間ごとのローテーションで信

されてしまうという不安がありますね。しかし、生産はＪＡや農家

用部も畜産部も部長も課長も若い人もみんな交代で店に立たせて

ＪＣ総研レポート／2012年 夏／VOL.22

縦のネットワークと横のネットワーク◆論説

35

います。そうやって、挨拶の仕方、ＪＡや地域の特産品の売り方

にもジャガイモ、野菜、酪農などもいろいろと協力してますね。

と紹介の仕方などを学ばせています。

山本

農協サイロは30年の歴史がありますが、十勝管内の農協

にとっては非常に良く有効利用しています。これも１つの合併の
◆地域特性ある営農事業を生かすために
きょうじん

形ではないでしょうか。

今村 私は「多様性のなかにこそ真に強靱な活力は育まれる。画

今村

一化のなかからは弱体性しか生まれてこない。多様性を真に生か

れど、組織を合併しては駄目だと感じます。今日はお二方に会え

すのがネットワークである」という信念を持っているんですが、

て本当によかったです。ありがとうございました。

十勝は各ＪＡの特性を生かしつつ「ＪＡネットワーク十勝」をつ
くり活動していますが、これはまさに「わが意を得たり！」と感じ
ています。設立の経緯を教えてくれませんか。

機能合併ですよね。機能が良くなるなら合併してもいいけ

北海道十勝に見るイノベーションの推進
光り輝くＪＡは自らの基盤とする地域農業を踏まえて、多彩な

有塚 ＪＡは地域農業に携わる組合員の生活と経営を守るとりで

イノベーションを、ＪＡの役員、職員、生産者である組合員が一

です。十勝管内でも、海岸部、山岳地帯、都市近郊、平野部では

体となって、それぞれの持ち場で進めている。私のいうイノベー

それぞれ気候も特性も違いますから、ひとくくりの十勝営農という

ションとは次の７つの分野にわたる。

のはできません。十勝には開拓して130年の歴史があり、それぞ
れ地域特性を生かした農業を展開して組合員を守ってきたわけで

（１）人材革新、
（２）情報革新、
（３）技術革新、
（４）販売革
新、
（５）組織革新、
（６）経営革新、
（７）地域革新。

すから、営農指導を合併するわけにはいきません。しかし営農は

それぞれについて解説するいとまはないが、私の訪ねたＪＡ帯

駄目でも、経済は合併した方がうまくいくのではないかと、財務体

広かわにし、ＪＡ中札内村の組合長をはじめとする役員、ＪＡの

質を改善して地域に貢献し、農畜産物を含めて流通コストの削減

各部門の職員、そして地域農業を支え発展させている組合員が一

を目指してネットワーク化したわけです。究極的には十勝は１つ。

体となって、この７つの革新の課題に、それぞれの立場から全力

誤解を受けるかもしれないけど、十勝の農協は１つなんですよ。

を挙げて取り組んでいる姿を見ることができた。

山本

私はＪＡ合併の反対論者ではありません。今はネットワー

北海道十勝の畑作農業は、戦前の入植からの歴史、そして戦

クが非常にうまくいっているので必要ありませんが、将来的に合

後の苦難の歴史が長く続いた。しかし、その苦難を乗り越え、自

併が必要なときがあれば、組合員と共に検討したいと思います。

らの地域の内包する数々の宝を掘り当て、磨きを掛け、そして先

今村

に述べたような農業の６次産業化の推進を通じて、日本最高とも

合併で個性のあるＪＡの顔をすべてのっぺらぼうにしては

いけない、と。

いえる豊かな地域に育て上げたのである。その先頭に立ったのが

山本

十勝は酪農地帯、畑作地帯などいろんな顔がありますか

ＪＡであり、まさに「ＪＡは地 域の生 命 線 」というにふさわし

ら、それを合併することでガラッとひとまとめにするのはよくない

い。その苦難の道を７つの分野にわたるイノベーション（自己革

ことです。ただ、ネットワークをつくって「十勝は１つ」という方

新）を通じて成し遂げ、今の姿が出来上がったのである。しか

向性を出すのは非常にいいと思います。

し、イノベーションは瞬時も止まっておらず、おそらくこれから

今村 ネットワークの典型例が広尾港の小麦のサイロですね。他

もさらなる展開を見せてくれるものと思う注６）。

Ⅳ 大合併農協の改革はいかにすべきか
━━支所責任制を明確にしつつボトムアップ路線を進める
長野県みなみ信州農業協同組合━━
では、すでに農協合併を繰り返し、大合併した農協

者・組合員の活力を取り戻し、地域農業の活性化を通

の地域農業活性化推進路線はいかにあるべきか。もち

じ、合併農協全体の活力を取り戻すしか方法はないの

ろん、われわれにも妙案はあるわけではないが、１つ

ではなかろうか。

の基本方向は支所単位の責任制を明確に打ち出し、ボ
トムアップ路線を通して、各地域の個性を生かし生産
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ここに、昨年（2011年）夏、すでに15年前に大合

今村 支所長の責任は重くなる、と？

併した長野県のＪＡみなみ信州の矢澤輝海代表理事組

矢澤 はい。しっかり重くしていきたいと思っています（笑）
。こ

合長と対談した折の資料がある。

れを全面に出していかないと、組合員が支所長はそんなに権限も

これが１つのヒントになるのではないかと考え紹介

ないのか？ということになってしまう。これではいけません。組合

することにする。

員は支所を拠点にＪＡと関わっているわけですから。

矢澤輝海代表理事組合長に聞く

面にわたるわけですね。ということは、合併から15年、今後は支

支所単位で経営会議――地域特性を明確に打ち出す

所単位からあらためて新しい農協をつくろう、といった狙いもあ

今村 11の基幹支所の責任は営農指導から金融・共済まで多方

るわけですか。
◆地域事業本部制は廃止

矢澤

今村 管内面積は香川県よりも大きいですね。この広大な地域で

今、職員は960人ほどいますが、なかには本所からの指示がない

ＪＡを運営していく基本理念をまずお話しいただけますか。

から動けないとか、連絡を聞いていないからできない、といった

矢澤 ６ＪＡが合併しそれ以来15年間、６つの旧ＪＡ単位での地

風潮もあった。だから、そんな言動が出ないような体制にするに

域事業本部制で運営してきました。

は、どうしても身近な支所長が指示する体制にする必要があると

しかし、地域事業本部制では、それぞれの本部が抱える問題が

そこにつなげていかなければいけないと思っています。

思っていました。

原因となって、なかなかＪＡとして1つの考え方になれなかった。

理事についても、今までは理事会に出ていれば自分の使命を果

そこで今年の総代会で地域事業本部制の廃止を承認してもらい、

たせると考えている理事も多かったわけです。しかし、地域の支

今後は11の基幹支所と金融のみの５支所の合わせて16支所体制

所を盛り上げるには、理事も一緒になって支所長や職員と膝を交

で運営していく方向で進んでいます。

え、事業をどうするのか、組合員対応をどうするのかということ

今までは本所、地域事業本部、そして支所という３段階のなか

に役割を果たしてもらいたいということです。

で組合員対応をしてきたわけですが、今後は支所機能を確実に発

今村 新体制の課題はどういう点にありますか。

揮するということです。そのために支所長に大きな権限を持たせ

矢澤

ました。

だと思います。これはやはり農協経営が厳しくなっているという現

今村 ボトムアップ路線ですね。

実をみんなで共有してもらわなければならないと思ってのことです。

矢澤

役員も職員も自分から進んで仕事に取り組む、ということ

本所からの指示はしますが、それを支所長がどう判断しど

そのなかでいずれは支所ごとに、例えば、わが支所はこの作物

う生かしていくかは任せます。経営状況も厳しくなっていますか

を重点にしていくといった方向を打ち出してもらわなければいけ

ら、その支所の収支をしっかり支所長に把握してもらい、支所ご

ないと考えています。

とに選出されている理事とも一緒になって、月に１回は支所の経
営会議をしてもらう。そこで運営の方向付けや組合員対応を考え

◆本所は全体の戦略づくり

てもらうという方針です。

今村 支所の独立性を強める一方で、ＪＡとしては本所を中心に

その支 所の方 針に対して本 所はどう対 応すべきかを考えてい
く、という農協づくりをしていきたいと考えているんです。

全体としてどういう路線を築くかということも同時に打ち出さなけ
ればならないと思いますが、そこにはどう取り組まれますか。
矢澤

支所を重視するということは本所は極力こぢんまりした体

◆支所長の権限増やす

制にしなければならないと思っています。ただ、単に縮小するの

今村

では支所にまとめる大方針を発信できるか、つまり、その「頭」

支所ごとの特徴をはっきり打ち出していこうということで

すか。

を形成できるかという課題があると思っています。

矢澤 そうです。そこをはっきり出していかないと。合併して組

今村 いろいろな農産物がありますから、販売戦略や６次産業

織は大きくなったものの情報や指示が行き届かないという問題も

化、農商工連携などのテーマにＪＡ全体としてどう取り組むかと

ありました。ですから、そこはもうある程度、支所長の判断で進

いう課題がありますね。

めてもらおうということです。

注11）
『農業協同組合新聞』2010年10月20日号より転載
矢澤
例えば「市田柿」はおかげさまで１つのブランドとして定
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着しました。しかし、ブランドとして定着すると業者も農家に接

全体をその管内に持つ。地域の中央を天竜川が流れ、河岸段丘

近するようになる。これはどこの地域でも課題だと思いますが、

が発達し、耕地は標高400ｍから1000ｍに分布、東西に南アル

いわば市田柿の分捕り合戦みたいな話になるわけです。

プス、中央アルプスの美しい景観に恵まれて、その立地特性を生

これをどう農協が集めるかですが、われわれはＪＡとして子会

かし、かつての養蚕王国から大きく転換し、モモ、ナシ、リン

社「農業法人市田柿本舗ぷらう」を立ち上げました。これは集荷

ゴ、柿などの果樹、キノコ、お茶、多彩な野菜、そして肉用牛、

するだけでなく高 齢 化でもう生 産ができないという農 家に対し

養豚など、地域ごとの特産品が多彩である。

て、生産も支援して買い取り、さらに加工して販売するという会

しかし、その立地特性の反面、中山間地域が多く、耕地狭小の

社です。今年で３年ですが、これを充実させて農協の力を発揮し

ため、ご多分に漏れず過疎、高齢化の波がひたひたと押し寄せて

ていかなければならないと考えています。

いる。

今村 もう１つの大きな課題は人材をどうつくるかだと思います。
矢澤

こうした実態を踏まえ、ＪＡみなみ信州は今年から大胆な組織

人づくりが一番難しいと思っています。高度成長から今の

改革に取り組んでいる。合併当初の旧６ＪＡごとの６地域事業本

ように低成長の時代になっても、なかなかその切り替えや引き継

部体制を改め、
16支所（基幹支所11、金融支所５）に再編した。

ぎがうまくいっていないのが農協だと思っています。いい時代の

各支所は、地域ごとの農業の特性、組合員の自主性の発揮ととも

事業のやり方を新しい職員に引き継いでもそれでは組合員はつい

に支所長の権限と責任を大幅に拡大し、支所ごとの大胆な発展戦

てこない、といったことがある。昔流では駄目で新しい時代のな

略を打ち出す方向へ改革を進めている。かつてのトップダウン路

かで切り替えを早くしないといけない。

線から新たなボトムアップ路線への大胆な転換を通じて地域の活

今は農業に飛び込めばお金になるという考えの企業が多い。そ

性化を図ろうという組織改革路線である。この改革を私なりに表

ういう企業がどんどん飛び込んできて、組合員を巻き込もうとす

現するならば、
「人を活かす、地域を興す、ネットワークを拡げ

るわけです。それに対しては農協が新しい事業のやり方を示して

る」ということになろう。支 所 長と地 域 選出の理 事とが相 携え

いかなければ駄目だと思っているんです。

て、地域特性を発揮する新路線を打ち出し、ＪＡ本部に持ち寄

今、日本農業は、地域の農協が一番厳しい状況に置かれていま
す。この状況に対して、県の連合会、全国の連合会はどのような

り、討議を深め、ＪＡ全体の戦略を打ち出す方向へ舵を切ったの
である。

指導をしてくれるのか。われわれは地域の人的結合体として信頼

ＪＡみなみ信州はワンフロア化のトップランナーであった。ＪＡ

される組織づくりに励みながら、同時に全国組織へ現状理解を促

と市町村行政、農業委員会、普及所などが振興センターをつくり

し、新しい時代のなかでより高いレベルのＪＡグループを構築し

地域振興に努めている。

ていきたいと考えています。

さらにＪＡは歯科診療所も持ち、辺地の高齢者のためにも巡回

人を活かす 地域を興す ネットワークを拡げる
ＪＡみなみ信州の管内の面積は広大であり、四国の香川県の面
積を上回るという。長野県南の中心地飯田市を拠点に下伊那地域

診療車を用意している。地産地消をさらに進め、
「地産地消地育」
を掲げつつ、首都圏と中部圏双方の中間点にある立地を生かし、
地域特産品のブランド化を進めつつ、販売戦略の新たな展開を推
進しようとしている注７）。

（今村奈良臣）

Ⅴ 総括と展望

1．初心忘るべからず
以上、私が勉強させていただいた各農協の活動の軌
跡を、私なりに一言でその本質を要約させていただく

大きく変化するなかで、いずれも苦闘しつつも自らの
道を組合員と共に独創的な創意工夫を重ねて切り開い
て今日に至っている。あえて総括の必要はないであろ
う。

とすれば、
「初心忘るべからず」ということではないか
と考えている。地域環境、経済環境、社会環境などが
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2．私の「地域興しへの10の提言」
結びに代えて、あえて私の「地 域 興しへの10の提
言」で締めくくらせていただきたい。

銀政策委員などを歴任、私の先生であり文化勲章を受
章された故・東畑精一東大名誉教授の実弟）から言わ
れた言葉。この言葉を胸に農政改革の基本課題、とり
わけ中央集権的画一型農政の核心にあった補助金制

この「地域興しへの10の提言」は、私が 20数年前

度改革などを私は積極果敢に解明、その改革方向など

から全国各地で塾長として進めてきた「農民塾」
「村

を提言してきた。皆さんもこの上の２つの言葉を胸に

づくり塾」あるいは「ＪＡ−ＩＴ研究会」
、さらには農

抱き、新しい道を切り開き実践していただきたい。

業者大学校の特別講義などで説いてきたものである。
これからの全 国の農 協の皆さん、特に各 分 野のリー
ダーの皆さんに役に立つのではないかと思い、ここに
再掲して結びとしたい。
◆地域興しへの10の提言◆

1. Challenge! at your own risk!
“Challenge! at your own risk!” を私は「全力を挙

3. 農業ほど男女差のない産業はない
たっ こ ま ち

この言葉は、青森県旧ＪＡ田子町の専務理事（現Ｊ
さ

の ふさ

Ａ八戸監事）佐野房さんから８年前に聞き、胸にずし
んときた。
「農 業ほど人 材を必要とする産 業はない」
「ＪＡほど人材を必要とする組織はない」と私はこれま
で言ってきたが、この佐野さんの言葉は核心を突いて
いた。

げて挑戦せよ。そして自己責任の原則を全うせよ」と

これまで日本の農業の５割は女性が支えており、他

訳している。27年前から指導してきた全国各地の農民

のどの産業分野を見ても、女性が半ば以上を占める産

塾生たちに、何が胸に残っているかと聞いたら、いず

業はない。ＪＡも女性の正組合員化を進め、理事など

れもこの言葉だと答えた。この言葉は、28年前にアメ

役員も女性比率を高めていかないと弱体化していく。

リカ・ウィスコンシン大学に客員教授として行ってい
た際、アメリカ中西部農村で農場の継承についての実

4.「多様性のなかにこそ真に強靱な活力は育まれる。

態 調 査を行 っていた時に、ある農 民から聞いたもの

画一化のなかからは弱体性しか生まれてこない」
「多

で、胸にグっときた。アメリカでは農場主の父が引退

様性を真に生かすのがネットワークである」

する時、長男ではなくても次男でも三男でも、次女で

この考え方は私の信念とするところである。多様性

も『私が農場を買って経営主になります』と言った子

に富む地域農業、多様性に富む個性を持つ組合員が

どもに継承させる。その時、父親から発せられた言葉

いて、強力なＪＡになれる。とりわけＪＡの役職員、

であり、重い。

そしてＪＡ女性部・青年部の皆さんは、多様な個性に
富み、多方面にわたりＪＡ改革に取り組み、また女性

2. Boys, be aggressive!
“Boys, be aggressive!” これは「自らの新路線を切
り開き、積極果敢に実践せよ！」と私は訳している。

部・青年部は多様な形で農業や農産物加工や直売活
動に携わり、地域コミュニティーの活動を推進してい
ると思う。

明らかに明治の初め札幌農学校を辞するに当たり発し

その多様な個性をいかに生かすか、そのネットワー

たクラーク先生の“Boys be ambitious!”（青年よ、大

クづくりが重要になってくる。個性を殺す画一化路線

志を抱け）をもじったものである（なお、Boysは一般

は駄目だ。ＪＡ女性部や青年部は多彩なネットワーク

名詞であり女性も指し、男女差別語ではない）
。

の拠点である。

今から49年前、私は東京大学大学院を修了し、財
団法人農政調査委員会という研究所に研究職員で入っ

5. ChangeをChanceに！ 逆風が吹かなければ凧は揚が

た折、理事長の故・東畑四郎氏（農林事務次官・日

らない

ＪＣ総研レポート／2012年 夏／VOL.22

縦のネットワークと横のネットワーク◆論説

39

農業・農村そして、社会経済の激変（Change）を

地域活性化の先頭に立って活動をしてもらいたい。

ただ嘆くのではなく、Chanceが来た（好機到来）と受
け止め、新たな飛躍の路線を考え、実践に移す。

8. 皆さん、全員、名刺を持とう

“g”を“c”に変えるという発想で、常に前向きに考え

日本の農家で名刺を持っている人はこれまでほとん

新しい方向を切り開こう（英語の辞書を開くと左側に

どいなかった。他の産業分野と決定的に異なった日本

Chance、右側に Changeがある。右から左へというこ

農村の特徴であった。名刺を作り、持つ必要がなかっ

とだ）
。そして、逆風が吹くからこそ凧は揚がるという

たからだが、これからは違う。名刺は情報発信の基本

精神で常に困難のなかで新しい道を切り開いて進もう。

であり、原点である。

たこ

自らの行っている仕事や活動に誇りを持ち、世の中

6. ピンピンコロリ路線の推進を

すべてに語り掛け働き掛けるためには、パソコンによ

今農村では農村人口の高齢化が進んでいる。しか

る手作りでよい、地域の特産品や自らの誇る農産物な

し、私は農村の高齢者を「高齢者」と決して呼ばず、

どの絵も入れた美しく魅力あふれる名刺を持とうでは

「高齢技能者」と呼んできた。農村の高齢者は単に年

ありませんか。

齢を重ねてきたのではなく、智恵と技能・技術などを

しかし名刺を作るには自らの経営や活動の内容が分

頭から足の先まで五体にすり込ませて生きた人たちで

かる肩書きがいる。自らの活動を広く社会に向かって

ある。その持てる智恵と技能を、地域興しに、とりわ

示す内容豊富な肩書きも書いた、人目を引き付ける美

け農業生産活動に生かしてもらいたい。

しい、そして楽しい名刺を作りましょう。

高齢技能者は作ったり加工したりするのは上手だが
売るのは下手だ。そのため、とりわけ若い女性、中堅

9. 農業の６次産業化ネットワークを推進しよう

の女性たちの多面的なリーダーシップが高齢技能者に

――３×２×１＝６にしてはならない

は必要不可欠である。高齢技能者を老人ホームなどに

私は今から18年前に、大分県大分大山町農協の活

送り込むのではなく、直売活動、コミュニティー活動

動を子細に調査するなかで、
「農業の６次産業化」と

など、消費者や地域住民との接点を求める活動に、そ

いうことを考えついた。そのことについては、本 稿の

の持てる技能を生かしてもらいたい。

前編（
『ＪＣ総研レポート』2012年春号、VOL.21）

それが元気回復の源泉になる。そういう活動を行う
なかで、ある日、地域の皆にたたえられて大往生を遂
げていただくようにしてもらいたい。

で、大分大山町農協の矢羽田正豪組合長のエッセーを
転載しているので繰り返さない。
しかし、最近の動向を見ると「３×２×１＝６次産業」
になってきているのではないかと警鐘を鳴らしたい。

7. 計画責任、実行責任、結果責任
どういう仕事や事業、経営などを行っても、この３

私が提唱したのはあくまでも「１×２×３＝６次産業」
であった。

つが基本原則である。
「絵に描いた餅は食えない」と

１次 産 業である農 業があくまでも基 本で、それを

昔からいわれてきたが、ＪＡ関係の分野では一般的に

ベースに加工（２次産業）などに励み、そして流通、

絵に描いた餅、つまり計画ばかり作り、計画倒れが多

販売（３次産業）をしっかりやろうという提案であっ

過ぎたと思う。

た。だから農 業が駄目になり衰 退してしまえば「０×

今こそ、この３つの原則、つまり計画責任、実行責

２× ３＝０」になってしまうという警鐘も鳴らした。
しん よう

任、結果責任をきちんと実現するような体制と活動ス

かつて、中国の瀋 陽で講演した折、大連市農業局

タイルを実現しなくてはならない。特にＪＡの役員はこ

「先生の言われる６次産業化と中
長の唐 東 升さんが、

の３つのテーマをいつも胸に抱きつつ、ＪＡ活性化、

国の６次産業化はどう違うのでしょうか」と大変良い
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質問をしてくれた。

用への関心が低下するなかで、あらためてＪＡは今こ

私は、中国の６次産業化は「３× ２× １＝６」だと答え

そ「所有は有効利用の義務を伴う」
「農地は子孫から

た。同じ掛け算でも逆転している。竜頭企業といわれ

の預かりものである」という基本理念に立ち返り、そ

る強力、強大な流通企業が、農産物加工業者や集荷

の旗を高く掲げ、地域農業の活力を取り戻すべく多彩

業者をその下部に組織し、さらにその業者たちが、農

な活動を行う責務がある。そのためには農地に対する

業、農民つまり１次産業を踏み台にして、いわば収奪

次のような思想を広めようではないか。

している。
「同じ６次産業化といってもその実態はまっ

上土（耕作している土地）は耕作している者（自作

たく異なったものです。私のいうのはあくまでも、農

地はもちろん利用権設定を受けている個人、利用権設

業・農民が主体で『１× ２× ３＝６次産業』です」と

定を受けている法人、集団など）が、有効・適切に利

答えた。

用・管理するが、その下にある中土（耕土の乗ってい

わが国の最近の動向を見ていると
「３× ２× １＝６」
に
なりつつあるように思われる。警鐘を鳴らしたい。

けい はん

る基盤）や水路、畦畔・堤防などは地域（集落、ムラ
など）により管理・保全されており、底土（農地など
が乗っている基盤）は国土としての日本国・日本国民

「農地は子孫から
10.「所有は有効利用の義務を伴う」

のものであるという、土地についての３段重ねの思想

の預かりものである」

を確立しようではないか。

「所有は有効利用の義務を伴う」
。この原則は農地改
革の基本原則であり、私の信念でもある。農地改革で

結び

生まれた零細多数の農民の経済的地位の向上と農村の

「時間軸」と「空間軸」という２つの基本視点に立

活力を推進するために組織されたのが農業協同組合で

ち、近 未 来（５〜 10年 先 ）を正 確に射 程に捉えつ

あったはずである。

つ、一層の活力ある多彩なネットワーク活動を通じ

戦後60有余年、それが今、風化しようという時代

て、地域農業・農村の活性化に全力を挙げよう。

になりつつある。耕作放棄地が激増し、農地の有効利

Ⅵ あとがき

きている協同組合研究者への警鐘、農協大合併は地
域農業・農村の衰退を促進しているのではないかとの
警鐘、この２つの意を込めて、社団法人ＪＣ総研研究
所 長の退 任に当たり、卒 業論 文として執 筆した。な
お、かねてより「所長の部屋」で提起してきた４ポリ
ス構想については、稿を改めて執筆する予定である。
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【写真】
「所長の部屋」はＪＣ総研Ｗｅｂサイトの「アーカイブ」

）で全文公開している
（ http://www.jc-so-ken.or.jp/head.html

じ つ じ きゅう ぜ

（
『漢書』景十三王伝）の精神を忘れて
「実事求是」

全国ＪＡアンケート調査

「ＪＡの意思決定機関等にかかるアンケート」
結果分析①
こ

ばやし

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

1. はじめに

はじめ

元

本アンケートは、東日本大震災と福島第一原子力発
電所事故の被害が大きい岩手県、宮城県、福島県を

日本農業の構造的変化、農村社会の変容が進むなか

除く673ＪＡを対象として調査票を配布し、役員選出

で、ＪＡの組合員の多様化、異質化が指摘されて久し

のシステムと役員構成（
「ＪＡ役員の概況調査票」
）
、Ｊ

い。例えば水田農業地帯では、農地を貸し付けて離農

Ａの意思反映システムの実態など（
「ＪＡの意思決定

する農家、すなわち土地持ち非農家の増加が著しい。

機関等にかかる実態調査票」
）を調査した。有効回答

こうした土地持ち非農家の増加は、ＪＡの組合員構成

回収数は317部で、有効回答率は47.1％であった。う

にも大きく影響している。それは何よりも正組合員資格

ち「ＪＡ役員の概況調査票」の有効回答数は8455

を持つ農家（農民）の減少を意味するからである。他

件、
「ＪＡの意思決定機関等にかかる実態調査票」の

方で、規模拡大する農家や法人、集落営農の増加も著

有効回答数は313部であった注１）。

しく、水田農業の担い手は明らかに変化しており、ＪＡ
との関わりもかつてのそれとは異なってきている。
また、正組合員は総じて減少し、農業依存度の高い
農業者はより一層減少する反面、准組合員は急増して

2. ＪＡ役員の概況調査票
（１）常勤役員と非常勤役員の姿

いる。准組合員増加の要因はさまざまだが、すでに全

「ＪＡ役員の概況調査票」の有効回答は、理事が

国で准組合員数が正組合員数を上回ったのは、組合

6247人、経営管理委員が 579人、監事が1628人で

員構成の変化を象徴する出来事であった。

あった。また、常 勤 役員が1438人、非常 勤 役員が

以上のような組合員構成の変化は、ＪＡ（総合農

7013人であった。

協）の伝統的なガバナンス（経営上の基本的な意思決

図１は、選出枠別に見た常勤役員と非常勤役員の割

定）のシステムに影響を与えている可能性がある。ま

合を示している。これを見ると、学識経験者の選出枠

た、先進的なＪＡでは、それに対する対応策も講じら

で、常勤役員の割合が 85.8％と特に高いことが分か

れているはずである。それらを明らかにすることで、Ｊ

る。他方で、地区選出枠は非常勤役員の割合が 91.2

Ａのガバナンスの改革方向も明らかになるのではない

％、女性枠は非常勤役員の割合が 99.7％と、非常勤

であろうか。そのためには、ＪＡのガバナンスの実態

役員が占める割合が高いことが分かる。

を把握することが重要である。ＪＡのガバナンスにつ
いてはこれまでも先行研究があるが、実態把握という

【図１】選出枠別に見た常勤・非常勤役員の割合
常勤

点では明らかに不十分であった。
そこで、当研究所に設置した「農協の組合員制度と

地区選出

女性枠

で、本稿ではその結果を紹介することとしたい。
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15.6
0.3

員外

14.2
84.4
99.7

33.2

その他

増田佳昭教授）では、ＪＡのガバナンスの実態を把握
思決定機関等にかかるアンケート」を実施した。そこ

85.8

学識経験者
組合員組織枠

ガバナンスにかかる研究会」
（主査：滋賀県立大学・
することを目的として、全国のＪＡを対象に「ＪＡの意

非常勤
91.2

8.8

66.8

12.8

0%

87.2
50%

100%

注１）次項以降の分析においては、設問ごとの有効回答を基に、数値・
パーセンテージを求めている。そのため、各分析の合計数などは必ずし
も一致しない
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【図２】職歴のうち農業歴から見た常勤・非常勤役員の割合
農業歴のみ
常勤

農業歴＋α

13.7

【図３】組合員資格別に
見た役員

農業歴なし

39.4

員外

46.9

准組合員
n=373

非常勤

38.3

0%

【図５】農家種別に見た役員

46.9

4.0%
4.4%

n=341

自給的農家
n=820
11.5%

14.8

50%

100%

正組合員
n=7711

図２は、役員が経験したことがある職業歴（以下、

専業的農家
n=3704
51.9%

兼業農家
n=2613
36.6%

91.5%

職歴）のうち、農業歴の有無を、常勤役員と非常勤役
員の別に示している。これを見ると、常勤役員は農業
歴がない役員が 664人で46.9％を占めている。他方
で、非 常 勤 役 員は農 業 歴のみの職 歴を持つ役 員が
2620人で38.3％、農 業 歴に加えて他の職 歴を持つ
（図中では「農業歴＋α」と表記）役員が 3214人で
46.9％を占め、農業歴のある非常勤役員の合計は、非
常勤役員のうち85.2％を占めていることが分かる。

【図４】選出枠別に見た役員
8000
6761

7000
6000
5000
4000
3000
2000

なお、常勤役員のうち、元ＪＡ職員は929人で65.6
％を占め、また元連合会職員は166人で11.7％を占め
た。すなわち、常勤役員のうち、約４分の３が元ＪＡ

827

1000
0

地区選出

学識経験者

154

286

206

218

組合員組織枠

女性枠

その他

員外

【図６】職歴別に見た役員（複数回答）

職員もしくは元連合会職員である。

6589

農業
2130

JA職員

（２）属性別に見たＪＡ役員の特徴

1784

会社員
940

公務員

次に、組合員資格別、選出枠別、農家種別、職歴

551

自営業

連合会職員 453

別に見ていこう。
図３は、組合員資格別に見た役員数を示している。

地方公共団体の
首長または議員
専門技術職

これを見ると、正組合員資格がある役員が 7711人で
91.5 ％を占めていることが分かる。なお、員 外 役 員
341人のうち88.9％を占める303人が監事であった。
図４は、選出枠別に見た役員数を示している。これ

308
85
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

31.2％を占めた。
（３）年齢階層別に見たＪＡの役員

を見ると、地区選出枠の役員が 6761人で80.7％を占

図７は、年齢階層別に見た役員数を示している。こ

めていることが分かる。次いで、学識経験者枠の役員

れを見ると、61 ～ 65 歳の役員が 3162人で37.7％と

が 827人で9.9％を占めている。

最も多いことが分かる。次いで、66 ～ 70 歳の役員が
。こ

2196人で26.2％を占めている。対して、50 歳以下の

れを見ると、専業的農家の役員が占める割合が最も多

役員は222人で2.6％と少ない。また、60 歳以下の役

く、3704人で51.9％を占め、次いで兼業農家が 2613

員の合計は2259人で27.0％であった。

図５は、農家種別に見た役員数を示している

注２）

人で36.6％を占めた。

図８は、年齢階層別に常勤役員と非常勤役員を比較

図６は、職歴別に見た役員数（複数回答可）を示し

している。常勤役員は61 ～ 65 歳の年齢階層が最も多

ている。これを見ると、農業経験者の役員が最も多く、

く、549人で38.7％を占めている。次いで56 ～ 60 歳

6589人で回答者の79.7％に農業歴があることが分か
る。次いでＪＡ職員歴がある役員が多く、2130人で回
答者の25.8％が元ＪＡ職員であった。なお、元ＪＡ職
員もしくは元 連 合 会 職 員の役 員の合 計は2583人で
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注２）なお、本調査では「専業的農家」の定義を「専業農家」
、もしく
は本アンケートの回答者が「専業的に農業に従事していると判断した農
家」としている。このため、厳密な統計用語としての「専業農家」とは
異なる
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図10は、代表権あり・常勤・非常勤を農家種別に

【図７】年齢階層別に見た役員
3500

比較している。これを見ると、代表権ありは専業的農

3162

3000

家30.3％、兼業農家 42.7％、自給的農家13.6％であ

2500

ることが分かる。対して、常勤は専業的農家21.3％、

2196

2000
1500

兼業農家 41.4％、自給的農家11.5％と、代表権ありと

1511

1000
500
0

222

526

〜50歳

51〜55歳

761

56〜60歳

61〜65歳

66〜70歳

71歳〜

【図８】年齢階層別に見た常勤役員と非常勤役員
45

38.7

35

の割合が高く、特に専業的農家の割合が高い。
表は、代表権あり・常勤・非常勤を職歴別に比較し
ている。これを見ると、代表権ありで農業歴がある役

37.6

員が 69.3 ％、 元 ＪＡ 職 員および元 連 合 会 職 員が

33.3

30

28.7

25

58.5％を占めていることが分かる。対して、常勤は農

20
15

14.9

10

0

家51.6％、兼業農家29.7％、自給的農家9.0％と農家

常勤 非常勤

40

5

比較して農家の割合が低い。また、非常勤は専業的農

業歴がある役員が 56.3％、元ＪＡ職員および元連合会

13.8
10.1

8.9
1.3

2.9

〜50歳

5.7
51〜55歳

3.9
56〜60歳

61〜65歳

66〜70歳

71歳〜

職員が 72.7％である。また、非常勤は農業歴がある役
員が 88.8％を占め、自営業および会社員・専門職が
30.2％と、代表権あり、常勤と比較して多い割合を占

の年齢階層が 472人で33.3％を占めている。非常勤
役員は61 ～ 65 歳の年齢階層が最も多く、2612人で
37.6％を占めている。次いで66 ～ 70 歳の年齢階層が
1999人で28.7％を占めている。以上から、常勤役員
は56 ～ 65 歳の年齢階層が多く、対して非常勤役員は

めている。
【図９】選出枠別に見た役員の割合
組合員組織枠ほか
学識経験者

地区選出
代表権あり

61 ～ 70 歳の年齢階層が多いことが分かった。

75.8

常勤

19.1

48.2

46.3

6.6
1.1

非常勤

3. 代表権がある役員・常勤役員・非常勤
役員の姿

6.6

91.0

0%

20%

8.4

40%

60%

80%

100%

【図10】農家種別に見た役員の割合

（１）代表権あり・常勤・非常勤の比較

専業的農家
代表権あり

図９は、代表権がある役員（以下、代表権あり）
・

常勤

常勤役員（以下、常勤）
・非常勤役員（以下、非常勤）

これを見ると、代表権ありは75.8％が地区選出枠で

0%

自給的農家

42.7

21.3

25.7

29.7
40%

13.4

11.5

51.6
20%

農家以外

13.6

41.4

非常勤

を選出枠別に比較している。なお本節以降では、常
勤・非常勤を問わず監事を除いて分析した。

兼業農家

30.3

60%

9..0
80%

9.7
100%

（２）事業規模別に見た選出枠別の役員の特徴

選出されていることが分かる。対して、常勤は46.3％

図11は代表権ありについて貯金残高規模別に選出

が学識経験者枠で選出されている。また、非常勤は

枠別の役員の割合を示している。また、図12は常勤

91.0％が地区選出枠で選出されている。

について貯金残高規模別に選出枠別の役員の割合を

【表】職歴別に見た役員（複数回答）
№
1
2
3
4
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カテゴリ
農業
JA 職員および連合会職員
自営業および会社員・専門職
公務員および首長・議員
不明
サンプル数

代表権あり
件数
（全体）% （除不）%
392
68.3
69.3
331
57.7
58.5
101
17.6
17.8
43
7.5
7.6
8
1.4
574
100.0
566

常勤
件数
（全体）% （除不）%
655
55.5
56.3
846
71.6
72.7
160
13.5
13.7
61
5.2
5.2
17
1.4
1181
100.0
1164

トピック◆「ＪＡの意思決定機関等にかかるアンケート」結果分析①

非常勤
件数
（全体）% （除不）%
4884
86.5
88.8
1059
18.8
19.3
1662
29.5
30.2
839
14.9
15.3
144
2.6
5643
100.0
5499
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示している。この２図を比較すると、第１に、代表権
あり、常勤共に、貯金残高規模が 500 億円未満のＪＡ

【図13】販売品販売高規模別に見た選出枠別の代表権
のある役員の割合
組合員組織枠ほか

地区選出

学識経験者

を除いて、貯金残高規模が増加するに従って、地区選

〜10億円

出枠で選出される役員の割合が減少し、学識経験者枠

10億〜30億円

で選出される役員の割合が増加していることが分かる。

30億〜50億円

77.3

第２に、代表権ありと常勤を比較すると、代表権あ

50億〜100億円

75.9

りが常勤よりも地区選出枠で選出される役員が多いこ

100億円〜

とが分かる。貯金残高規模 5000 億円以上のＪＡにつ
いて、代表権ありのうち52.9％が地区選出枠で選出さ
れていることに対し、常勤では25.3％にとどまり、学
識経験者枠での選出が 72.7％を占める。

67.2

12.5

24.0

8.8

14.8

8.0

20.5

86.1

3.6
1.0

12.9
50%

100%

【図14】販売品販売高規模別に見た選出枠別の常勤役
員の割合
組合員組織枠ほか

地区選出

図13は代表権ありについて販売品販売高規模別に

10億〜30億円

選出枠別の役員の割合を示している。また、図14は

30億〜50億円

常勤について販売品販売高規模別に選出枠別の役員

50億〜100億円

に、代表権あり、常勤共に、販売品販売高規模が増加

22.3

0%

〜10億円

の割 合を示している。この２図を比 較すると、 第１

65.2

学識経験者

11.6

50.6

37.8

9.8

45.5

44.7

42.2

50.5

48.9

47.6

7.3
3.6
3.6
0.5

100億円〜

43.4

56.1

0%

50%

100%

するに従って、地区選出枠で選出される役員の割合が

は、代表権ありのうち86.1％が地区選出枠で選出され

増加し、学識経験者枠で選出される役員の割合が減

ているのに対し、常勤では56.1％で、学識経験者枠で

少する傾向があることが分かる。

の選出が 43.4％を占める。

第２に、代表権ありと常勤を比較すると、代表権あ
りが常勤よりも地区選出枠で選出される役員が多いこ
とが分かる。販売品販売高規模100 億円以上のＪＡで
【図11】貯金残高規模別に見た選出枠別の代表権のあ
る役員の割合
組合員組織枠ほか

地区選出

学識経験者

16.7

69.0

〜500億円
500億〜
1000億円

85.2

1000億〜
2000億円

18.2

76.4

2000億〜
5000億円

23.5

69.4
38.2

52.9

5000億円〜

（３）事業規模別に見た職歴別の役員の特徴
図15は、貯金残高規模別に見た職歴別の代表権あ
り・常勤の割合のうち、農業歴と、元ＪＡ職員および
元連合会職員のみを抽出してプロットした上で、その
線形近似曲線を示したものである。また、図16は、

14.3

図15と同様に、販売品販売高規模別からプロットした

14.8

上で、その線形近似曲線を示したものである。

5.5
7.1
8.8

２つの図を比較すると、以下のように整理できるで
あろう。まず、貯金残高規模に比例して、代表権あ
り、常勤共に、元ＪＡ職員および元連合会職員の割合

100%

が増加するといえる。対して、販売品販売高規模に比

【図12】貯金残高規模別に見た選出枠別の常勤役員の
割合

例して、代表権あり、常勤共に、農業歴のある役員が

0%

50%

組合員組織枠ほか

地区選出

学識経験者

43.8

〜500億円

41.8

14.5
2.7
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1000億円
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0%

32.9

46.0

40.7
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に、常勤と比較して代表権ありでは農業歴のある役員

〜10

5.8

5.6

72.7
50%

また、貯金残高規模別、販売品販売高規模別共
が多いといえる。

2.0
25.3

増加するといえる。

100%

10億〜30

（４）代表権のある役員・常勤役員・非常勤役員の特徴

30億〜50

ここまでの分析を整理して、代表権のある役員・常

50億〜100

勤役員・非常勤役員のそれぞれの特徴について整理し

〜100億
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【図15】貯金残高規模別に見た職歴別の役員（代表権
あり・常勤）の割合と線形近似曲線
y = 6.17x + 56.63

常勤役員は代表権のある役員と比較して学識経験者
枠で選出された役員が多い。農業歴がある役員は代表
権のある役員と比較して少ないのに対して、元ＪＡ職
員および元連合会職員の役員が多い。

80.0

非常勤役員は、90％以上が地区選出枠で選出され、
88.8％の役員に農業歴がある。
以上から、代表権のある役員は、元ＪＡ職員および

60.0

y = -7.11x + 87.83

た地区代表・組織代表としての性格も強いといえる。

y = 7.04x + 36.78

対して、常勤役員は、元ＪＡ職員および元連合会職員

40.0
代表権あり 農業

y = -7.86x + 75.84

代表権ありＪＡ職員・連合会職員

が多く、
「専門的経営者」としての性格が強い。また、
非常勤役員は地区選出枠で選出され、農業歴の多い

常勤 農業

20.0

元連合会職員が比較的多いが、地区選出で選出され

常勤 ＪＡ職員・連合会職員

役員が多く占めているといった特徴が明らかとなった。

線形近似
（代表権あり 農業）

②事業規模別に見た選出枠別と職歴別の特徴

線形近似
（代表権ありＪＡ職員・連合会職員）

次に、事業規模別に代表権のある役員と常勤役員の

線形近似
（常勤 農業）
線形近似
（常勤 ＪＡ職員・連合会職員）

比較を見ていこう。貯金残高規模別に見た選出枠別の

0.0
500億〜
1000億円

〜500億円

1000億〜
2000億円

2000億〜
5000億円

5000億円〜

【図16】販売品販売高規模別に見た職歴別の役員（代
表権あり・常勤）の割合と線形近似曲線
y = −2.49x＋81.03
80.0

y＝3.75x＋57.65

役員と販売品販売高規模別に見た選出枠別の役員を
比較すると、以下のように整理できるであろう。まず、
貯金残高規模に比例して、代表権のある役員と常勤役
員は、共に学識経験者枠で選出された役員の割合が
増加した。対して、販売品販売高規模に比例して、代
表権のある役員と常勤役員は、共に地区選出枠で選出
された役員の割合が増加する傾向が見られた。

60.0

y＝−3.09x＋67.79
y＝3.71x＋44.49

役員と販売品販売高規模別に見た職歴別の役員の比
較分析でも、同様の傾向が表れた。すなわち、貯金残

40.0

高規模と比例して元ＪＡ職員および元連合会職員の割

代表権あり 農業
代表権ありＪＡ職員・連合会職員

合が増加し、販売品販売高規模と比例して農業歴のあ

常勤 農業

20.0

これらの特徴は、貯金残高規模別に見た職歴別の

る役員の割合が増加した。
100.0

常勤 ＪＡ職員・連合会職員
線形近似
（代表権あり 農業）

以上から、貯金残高規模が大きいＪＡでは、代表権

線形近似
（代表権ありＪＡ職員・連合会職員）

のある役員と常勤役員に、学識経験者枠で選出された

線形近似
（常勤 農業）

y = −2.49x＋81.03
元ＪＡ職員および元連合会職員が占める割合が高くな

線形近似
（常勤 ＪＡ職員・連合会職員）
0.0

〜10億円

10億〜30億円

30億〜50億円

50億〜100億円

100億円〜

80.0

り、
「専門的経営者」が多くなっていることが分かっ

ていこう。

た。対して、販売品販売高規模が大きいＪＡでは、代

①選出枠別、農家種別、職歴別、組織代表歴別の特徴

表権のある役員と常勤役員に、地区選出枠で選出され

まず、選出枠別、農家種別、職歴別、組織代表歴

た地区代表・組織代表としての性格が強い役員が占め

別の特徴を見ていこう。代表権のある役員は地区選出

60.0

る割合が比較的高くなっていることが分かった。

職員および元連合会職員が多い。

y＝−3.09x＋67.7

y＝3.71x＋44.49

で選出された農家が多く、農業歴のある役員と元ＪＡ

（以下、次号に続く）

40.0
代表権あり 農業
代表権ありＪＡ職員・連合会職員
常勤 農業
常勤 ＪＡ職員・連合会職員
20.0
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北陸地域における地域農業構造変動
━━加賀平野における集落営農の動きから
お お な か

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員● 大 仲

か つ と し

克俊

そこで、本報告では、北陸において経営耕地面積の

1. はじめに

集積の担い手の１つである組織経営体に着目し、2005

2005年と2010年の農林業センサスを比較すると、

年から2010年にかけて急増し、組織経営体数および

都府県の担い手・経営耕地の変動の特徴は以下のよう

経営耕地の大幅増加の起因となったと考えられる、集

になる。①農業経営体の減少に対して経営耕地面積の

落営農の農業経営体の実態について報告する。対象と

、②借地による経営耕地の流動化の

する地域は石川県小松市である。小松市は、石川県内

減少が少ない

注１）

進展

、③組織経営体

注２）

と５ha以上層の家族経営

でも大規模な農業経営体への経営耕地の拡大と経営

、といった点に整理

耕地の流動化が進展した地域であり、加えて、石川県

注３）

体が経営耕地の拡大を進めた

注４）

できる。

内で最も集落営農組織が多く存在しているためである。

なかでも北陸では、農業経営体の経営体数は22.0
%減少したが、農業経営体の経営耕地面積の減少率は
0.9%にとどまった。また、経営耕地面積に占める借地
率（借地面積/経営耕地面積）は42.9%である。この
ような経営耕地面積の減少の抑制および借地の増加
は、組織経営体と５ha以上層の家族経営体の動向に

2. 石川県小松市の農業経営体・経営耕地
面積の構造変動

（１）借地率が高く大規模な農業経営体への経営耕地
集積が進展した石川県および小松市

起因する。組織経営体および５ha以上層の家族経営

石川県小松市は、加賀平野における手取川左岸に位

体の経営耕地面積の増加は、北陸の４県すべてで見る

置した水田単作地帯である。小松市は2010年農林業

。また、北陸では、都府県平均に比べ

センサスによると、稲作単一および准単一の農業経営

て経営耕地面積の減少率は低く、経営耕地に占める借

体が 87.2%を占めている。また、小松市における販売

地率が高くなっている。

農家の兼業農家率は84.3%（第１種兼業：14.0%、第

ことができる

注５）

北陸の農業経営体と経営耕地の動向は、集落営農

2種兼業：70.3%）であり、農家の兼業が深化した地

組織を中心にした組織経営体や大規模な家族経営体

域である。また、小松市は借地による農地の流動化と

によるものである。

大規模な家族経営体（販売農家）および組織経営体

注１）2005年から2010年にかけて、都府県の農業経営体の経営体数

地面積は増加している（５ha以上：21.2%増加、20ha以上では51.5%増加）

は16.5%減少しているのに対し、農業経営体の経営耕地面積は2.2%の

注５）2005年から2010年にかけて、組織経営体および５ha以上層の

減少にとどまっている

家族経営体の経営耕地面積の増加率を見ると、新潟県は組織経営体は

注２）都府県の農業経営体の経営耕地面積に占める借地面積の割合は、

107.9%・家族経営体（５ha以上）は30.0%、富山県の組織経営体は

2005年は23.4%、2010年は32.4%であり、2005年から2010年にか

76.5%・家族経営体（５ha以上）は12.1%、石川県の組織経営体は

けて借地面積は35.6%増加している

118.4%・家族経営体（５ha以上）は13.1%、福井県の組織経営体は

注３）組織経営体とは、農業経営体から家族経営体（個人経営体〈世

106.0%・家族経営体（５ha以上）は26.7%増加している。農林水産政

帯単位で農業を行う農家〉+法人経営体のうち、１戸１法人）を除いた

策研究所は流動化した「農地の引き受け手層」を県ごとに類型化してお

ものである

り、新潟県は「その他」
、富山県・福井県は「先発型組織化地域」
、石

注４）2005年から2010年にかけて、都府県の組織経営体の経営耕地面

川県は「後発型組織化地域」で「組織化進行地域」に分類している。

積は126.1%増加している。また、経営耕地面積階層別に家族経営体
（≒販

詳しくは『近年の農業構造変化の特徴と地域性に関する研究成果報告

売農家）を見ると、５ha未満の階層では経営耕地面積は減少し（３ha未

～集落営農組織の動向と大規模個別経営との関係を中心に～』農林水

満：17.3%減少、３～５ha未満は7.8%減少）
、５ha以上の階層では経営耕

産政策研究所、2011年５月
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【図】石川県内市町村の大規模農業経営体の経営耕地シェ
アと借地率
石川県内市町村

石川県

都府県

北陸

小松市

以上から、小松市の農業経営体および経営耕地の
変動の特徴は、中小規模層の販売農家を中心にした農
業経営体および経営耕地の減少の進展に対し、組織

70.0
65.0

経営体が経営耕地を拡大させているといえよう。

60.0

借地率

表１によると、小松市は2005年から2010年にかけ

55.0
50.0

て販売農家が 29.6%減少し、販売農家の経営耕地は

45.0

21.0%、借地は9.7%減少している。販売農家の経営

40.0
35.0
30.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

20ha以上の経営体の経営耕地シェア

に経営耕地の集積が進展している地域である。

耕地シェアは75.2%であり、20ha以上層の販売農家
（大規模販売農家）の経営耕地シェアは4.7%である。
販売農家の借地シェアは62.8%である。

図は、都府県平均、北陸平均、石川県平均および

一方、小松市の組織経営体は、2010年現在の経営

石川県内の市町村の20ha以上の農業経営体（以下、

耕地は 894haであり、2005 年から2010 年にかけて

大規模農業経営体）の経営耕地シェアと経営耕地面

約6.5倍（547.8%増加）に増加した。小松市の組織

積に占める借地の割合（以下、借地率）を表してい

経営体の経営耕地シェアは24.8%であり、20ha以上

る。これによると、小松市は大規模農業経営体の経営

層の組織経営体（以下、大規模組織経営体）の経営

耕地シェアは23.4%、借地率は56.7%であり、都府県

耕地シェアは18.7%である。組織経営体の借地シェア

平均、北陸平均、石川県平均よりも大規模農業経営体

は37.2%である。

の経営耕地シェア、借地率が高くなっているのが分か

また、経営耕地の階層別に農業経営体を見ると、10

る。また、小松市は、石川県内の市町村別に見ると、

ha未満層の販売農家が大きく減少している（表２参

大規模農業経営体の耕地シェアは５番目に高く、借地

照）
。それに対し、組織経営体では、経営体数が大き

率では４番目に高くなっている。

く増加するだけではなく、10ha以上層の経営耕地面積

一方、2011年の集落営農実態調査（農林水産省）

を持つ組織経営体が増加している。10ha以上層の組

によると、小松市には集落営農が 40組織存在し、経
営耕地面積の合計は912haである。また、小松市の集
落営農数は石川県内で最も多く、経営耕地面積も最も
大きい注６）。

注６）小松市の集落営農のうち法人化しているのは２組織（農事組合法
人：２組織）であり、38組織は非法人である。経営耕地面積規模では、
10ha以上が29組織、うち20ha以上が18組織である。集落内の農地の集
積面積割合別では、50%以上が23組織、うち60%以上が18組織である

【表１】販売農家と組織経営体の経営耕地および借地面積の動向（都府県・北陸・石川県 ･ 小松市
販売農家
販売農家
戸数（増減：%）
都府県
北陸
石川県
小松市

1,587（17.0）
124（22.8）
171（− 23.1）
1,150（− 29.6）

経営耕地面積
面積：ha
（増減：%）
2,480（− 9.3）
249（− 11.6）
27,430（− 11.9）
2,705（− 21.0）

借地面積
経営耕地面積
シェア 注 2
面積：ha
面積：ha
シェア 注 2
（増減：%）
（増減：%）
20ha 以上
87.8
3.2
575（11.5）
69.1
310（126.1）
80.5
3.3
69（7.8）
59.1
53（96.1）
81.9
5.5
111（4.8）
67.3
61（118.2）
75.2
4.7 1,282（− 9.7）
62.8
894（547.8）

注１：石川県、白山市の組織経営体は、農業経営体から販売農家を引くことで求めた
注２：シ ェアは、販 売 農 家および組 織 経 営 体の面 積を農 業 経 営 体の面 積で除したもの

地域
小松市

販売
組織

借地面積
シェア 注 2
20ha 以上
12.1
9.6
19.5
15.4
18.1
13.6
24.8
18.7

面積：ha
（増減：%）
257（161.8）
48（92.1）
54（131.9）
760（528.1）

シェア

注2

30.9
40.9
32.7
37.2

注３：都 府 県、北 陸は10 0 0戸、10 0 0h a単 位であり、石 川 県は10 0戸・10 0h a単
位である

【表２】階層別の農業経営体・販売農家の戸・体数および経営耕地の動向（小松市

農経

注1

注４：増減は2 0 0 5年対比の数値である

である

経営体の区分

2010 年）

組織経営体

2005 年・2010 年）

全体（2010 年）
３ha 未満
３～５ha
５～ 10ha
10 ～ 20ha
20 ～ 30ha
経営耕地：ha（シェア）
経営耕地シェア（各階層面積／農業経営体面積〈2010 年〉
）
戸 ･ 体数
（変化率〈05 − 10 年〉）
経営耕地階層別経営体数・戸数（変化率〈05 − 10 年〉
）
3,600（100.0）
52.2
6.1
7.9
9.3
8.5
1,200（− 27.9）
918（− 31.0） 118（− 38.5） 94（− 10.5）
46（58.6）
14（180.0）
2,705（75.2）
30.4
12.3
16.9
10.9
3.3
1,150（− 29.6）
908（− 30.7） 116（− 39.6） 89（− 11.9）
31（19.2）
5（− 66.7）
895（24.9）
0.0
0.2
0.9
5.1
6.2
50（66.7）
10（− 52.4）
2（−）
5（25.0）
15（400.0）
9（350.0）

30ha 以上

16.0
10（400.0）
1.4
1（− 50.0）
12.5
9（−）

資料：農林業センサスより
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織経営体の経営耕地シェアは23.8%であり、20ha以

構成農家の農業経営は完全に一本化されており、組合

上層の大規模組織経営体の経営耕地シェアは18.7%と

員は地 代（10a当たり7000円）
、圃 場 管 理（中間 管

なっている。

理 ）費（10a当たり1万8000円 ）
、労 賃（OP： １万

（２）石川県における担い手政策における集落営農組
織の位置付け

ほ じょう

2000円／日、一般作業：8000円／日）を通じて配分
を受けている。また、水田の水利費（10a当たり5800
円）
、水利施設の運営費（10a当たり2000円）は、Ａ

小松市における農業経営体と経営耕地の変動は、石

法人が負担している。

川県による政策支援の影響も大きい。石川県は、集落

2010年度の売上高は3606万円である。売上高の

内における農地利用調整を積極的に進め、
「担い手へ

大半は水稲である。作付けは、ゆめみづほが1.9ha、

」を目標と

コシヒカリが 32.4ha、転作が 9.0ha（大豆：9.0ha、

している。ここでいう「担い手」とは、認定農業者で

大麦・小麦〈大豆の後作〉
：9.0ha）となっている。コ

ある個別経営体（いわゆる販売農家や１戸１法人など）

シヒカリの作付けでは、慣行栽培が 0.7ha、減々栽培

と集落営農組織であり、個別経営体に50%、集落営

が13.6ha、有機栽培が 0.7ha、Ｖ溝直播栽培が17.4

農組織に30%の農地集積を進めることを目標にしてい

haとなっている。水稲は、ＪＡ・縁故米・自販で出荷

る。石川県は、基本的に集落内の個別経営体への農地

している。また、コシヒカリのうち2.9haは新規需要米

集積を進め、集落内に個別経営体がいない集落では、

として米粉に自ら加工して販売を行っている。

の農地利用集積率 80%（2015年目標）

注７）

集落営農組織に農地集積を進めるとしている。また、

農作業は、Ａ法人の構成員のオペレーター 10人で

個別経営体と集落営農組織に対して、持続的かつ安

春・秋の機械作業を行っている。中間管理作業は組合

定的な経営体として発展・成長できるように経営目標

員が行っている。また、米粉の加工は米粉製粉機械を

の策定・支援措置の実施を行っている。集落営農組織

導入し、Ａ法人の理事を中心に加工（精米・製粉）
、

は、担い手が存在しない地域にある地域農業集団（作

配達を行っている。

業受託組織）を基に、品目横断的経営安定対策の対

主な農業機械・施設は、トラクター３台、田植え機

象となる20ha以上の規模で、経理の一元化・法人化

２台、コンバイン２台、大豆コンバイン１台、V溝播種

を進めるとしている。

機１台。畦塗り機１台、乗用管理機１台、ボトムプラ

あぜ ぬ

ウ１台、レーザーレベラー１台、軽四トラック１台、乾

3. 集落営農の農業経営の現状と今後の展開
（１）米粉加工に取り組む集落営農 ─（農）Ａ法人

燥調整施設、米粉製粉機である。
Ａ法人の経営の特徴は、集落の全農地集積による効
率的な水稲経営だけではなく、米粉加工などによる積

Ａ法人は、小松市に所在する農事組合法人の集落

極的な多角化である。Ａ法人は新規需要米として米粉

営農である。所在する集落は基盤整備された平地地域

加工を2010年から行っている。加工した米粉は、外

であり、集落内の全農家は57戸（全戸兼業農家）
、農

部の食品業者に販売するだけではなく、Ａ法人の有志

地は43.3haである。Ａ法人は集落内の全戸が参加し、

（Ａ法 人の構 成員5人 ）で設 立したＨ法 人（資 本 金

全面積を集積した１集落１農場の集落営農法人であ

960万円）で加工（パン・ケーキ）
・販売を行ってい

る。Ａ法人は1996年に県の補助事業を活用して設立

る。H法人の加工機械はＡ法人の名義であり、H法人

された機械共同利用組織から出発し、2006年に集落

はＡ法人に月５万円の機械費用を支払っている。Ｈ法

内の農家の経営を一本化している。また、経営の一本

注７）10ha以上の農地を有する集落を主要農業集落とし、主要農業集

化と同時に法人化している。出資金は2011年時点で

落内の農地利用のあり方を定めた「集落担い手プラン」を作成し、農地

1700万円（設立時は848万円）である。役員は男性

を担い手へ集積させるとしている。
「集落担い手プラン」は2006年まで

７人であり、理事が５人、監事が２人である。理事の
年齢は、
70 代が１人、
60 代が３人、
50 代が１人である。
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に1000集落で策定することを目標にしている（石川県『いしかわの食
と農業・農村ビジョン』石川県農林水産部農林水産政策課、2006年４
月、43～56ページ参照）
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人の2010年の売上高は3500万円であり、職人を３

理の面積に応じて決まっている。

人、地元女性パート12人（集落内とは限らない）を雇

2010年度の売上高は3050万円である。売上高の

用している。Ｈ法人の製品は、ＪＡの直売所を中心に

うち、350万円は施設花卉（エゾギク・葉牡丹）であ

販売している。目標の売上高は5000万円である。

り、残りは水 稲および転 作（大 麦・大 豆 ）である。

Ａ法人が米粉加工、および別会社で米粉利用の加

2010年度の作付け内容は水稲が 23ha（減々栽培のコ

工品製造・販売に取り組んだ要因は、集落内に経営耕

シヒカリ）
、転作（大麦・大豆の二毛作）が８ha、施

地の規模拡大余力はなく、近隣集落でも集落営農があ

設花卉が 0.3ha（エゾギク：0.15ha・葉牡丹：0.15ha）

り、経営耕地の拡大余地はないためである。また、将

である。米・麦・大豆はＪＡに出荷している。エゾギ

来的に米価の上昇も見込めない。Ａ法人の農業経営を

クはＪＡの直売所で販売、葉牡丹の６割は卸業者（関

継続・継承していくには経営の発展が必要であり、効

西の市場へ直送）に出荷し、４割は地元で直売を行っ

率的に農作物を作るだけではなく、加工・販売を行う

ている。

必要があると考えたためである。

主な農業機械・施設は、トラクター３台、田植え機

また、今後の展開では、若い人材が必要だと考えて

２台、コンバイン１台、大豆コンバイン１台、大麦播

いる。若い人材は、集落内だけではなく、出身地にこ

種機１台、管理機１台、乗用管理機１台、ハウス４棟

だわらず、
「経営」や「営業」が行える人材が必要だ

である。

と考えている。

Ｂ法人の農業経営の特徴は、水稲＋転作を中心に取

（２）水稲作を中心にしながら施設花卉を導入した集
落営農 ─（農）Ｂ法人

り組みながらも、施設花卉に積極的に取り組んでいる
ことにある。水稲＋転作のみの農業経営では、農作業
に従事する期間が限られている。Ｂ法人は年間の農作

Ｂ法人は、小松市に所在する農事組合法人の集落

業量の平準化を目指しており、１～３月の農作業が少

営農である。所在集落は基盤整備はされた中間地域で

ない時期に仕事ができる農業経営体系を整えたいとし

あり、集落内の農家は31戸、農地は35haである。Ｂ

ている。そのため、現在行っている施設花卉だけでは

法人は集落内の兼業農家29戸が参加し、集落内の農

なく、
「やまうど」の栽培にも取り組み始めている。加

地29haを集積している。また、隣接集落の農地を2.5

えて、現在の水稲作の規模拡大も考えており、40 ～

ha耕作（利用権設定）しており、Ｂ法人の経営耕地面

50ha程度まで作付面積の拡大を目指している。面的

積は31.5haである。Ｂ法人は1989年に県の補助事業

拡大は、隣接の担い手が不在の集落を通じて農地の確

の支援を受けて設立された機械共同利用組合から出発

保は可能だと考えている。売上高の目標は6500万円

し、2005年に任意組織で農業経営の一本化（法人化

としている。

を前提）
、2007年に法人化している。

Ｂ法人が以上のような経営発展を目指すのは、将来

Ｂ法人の出資金は859万2000円（管理面積別に出

的に３～５人程度の若い人材を雇用できるような経営

資）である。役員は男性４人（理事）であり、60 代が

体に成長することを望んでいるためである。Ｂ法人に

2人、50 代が２人である。また、生 産部門（水 稲生

よると、構成員の平均年齢は66.4 歳であり、Ｂ法人の

産・機械管理・新規作物導入など）と管理部門（企画

管理作業などの労働力において限界が発生する可能性

〈研修〉
、外商など）を担当する部長２人（50 代の男

があるとしている。そのため、若い人材の確保が必要

性２人）がいる。会計は一本化されており、組合員は

であり、Ｂ法人に専業的に従事することで生活できる

地 代（10a当たり6000円）
、圃 場 管 理（日常の水 管

水準の給与を支払いたいとしている。また、若い人材

理 ）費（10a当たり2万7500円）
、労 賃（OP：1300

は、集落内だけではなく、地域の大学生などからも求

円／時、一般作業〈畦草刈り･機械作業補助･施設花

めたいとしている。

か

き

卉作業など〉:1200円／時）を通じて配分を受けてい
る。圃場管理費は、所有にかかわらず組合員の圃場管
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田農業以外での農業経営の成長が必要なためとしてい

４．まとめ

る注８）。

本報告では、小松市で農地集積を行ってきた組織

以上のように、集落営農により、小松市では組織経

経営体である集落営農の農業生産法人を見てきた。両

営体への経営耕地集積が進んでいる。これらの集落営

法人は、2005 ～ 2010年の間に設立されており、集

農は、効率的な農作物生産だけではなく、農業経営の

落内の農地をほぼ集積し、農業経営を一本化してい

発展において、多角化にも取り組んでいる。これは、

る。これらの法人が、小松市における販売農家の大幅

集落営農の継続・継承のために必要だと両法人は考え

な減少要因である。

ている。今後、集落営農に対する政策支援では、農地

また、両法人の特徴は、以下のように整理できる。

の面的集積などだけではなく、農業経営の複合化に対

１つは、組合員が兼業農家であり、県の補助事業を活

する支援も必要であると考えられる。

用した機械共同利用組合を基に設立された集落営農の

注８）集落営農の新たな展開方向として、小池恒男氏は、①「ぐるみ組

法人化である。両法人は、機械共同利用組合設立から

織」としてさらなるマネジメントの高度化、生産力の発展など、収益力

共に10年以上が経過し、集落全体での機械作業の共

の強化、経営体としての確立、法人化を図る、②集落連合、旧村単位
の地域営農組織、集落営農などによる重層組織を形成して規模の経済

同化が進展していた点も同じである。

を追求、③新規就農者の掘り起こしなどによるインキュベーター機能の

２つは、両法人は今後の経営展開において、農業

発揮を挙げている（小池恒男「食料生産の責任と期待」
『農業と経済』
第78巻第5号、昭和堂、2012年、5～13ページ参照）
。また、小林元

経営の多角化を目指している点である。Ａ法人は新規

氏は、集落営農の発展方向として、①園芸品目の導入による経営の多角

需要米の米粉加工や米粉を利用した食品加工の取り

化、産地化による米依存の農業経営からの脱却、②集落営農に農地を

組み、Ｂ法人は施設園芸に取り組んでいる。このよう

預けた地権者が農業を継続するための場（農産物直売所など）を集落
営農が提供することが必要だとしている（小林元『ＪＣ総研レポート特

な取り組みを行う理由は、法人の経営継承において若

別号23基No. ３ 集落営農ビジョンづくりにむけて──地域づくりの視

い人材の確保が必要であり、若い人材の確保には水

点と総合化──』
（社）ＪＣ総研、2012年、47～56ページ参照）

【表３】小松市の集落営農法人の経営実態
法人名

A法人

B法人
機械共同利用組合（1989年）

機械共同利用組合（1996年）

↓

↓

任意組織で経営一本化（2005年）

設立経緯

法人化（2006年）

↓

農事組合法人
57戸
3,606
OP：10人
43.3ha（43.3ha）

法人化（2007年）
農事組合法人
29戸
3,050
OP：12～13人
31.5ha（31.5ha）

組織
構成農家
売上高（万円）注1
OP従事者
経営耕地面積（借地）注2
○地代・給料
①地代（円／10a）

①7,000円／10a

①6,000円／10a

②圃場管理費（円／10a）

②18,000円／10a

②27,500円／10a

③一般作業賃金（円／日･時給）

③8,000円／日

③1,200円／時

④オペレーター賃金（円／日･時給）

④12,000円／日
･水稲：34.3ha（米粉用途米含む）

④1,300円／時
･水稲：23.0ha

･大豆：9.0ha

･転作：8.0ha→大麦･大豆

･トラクター×3

･施設花卉：0.3ha
･トラクター×3

･田植え機×2

･田植え機×2

･コンバイン×2

･コンバイン×1

･大豆コンバイン×1

･大豆コンバイン×1

・V溝播種機×1

･大麦播種機×1

･畦塗り機×1

･管理機×1

･乗用管理機×1

･乗用管理機×1

･ボトムプラウ×1

･ハウス×4棟

作付け内容
（2011年）

主な機械･設備投資

･レーザーレベラ－×1
･軽四トラック×1
･乾燥調整施設
･米粉製粉機
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注１：売上高には、戸別所得補償などの交付金は含めない
注２：経営耕地面積は2 010年の面積である
資料：聞き取り調査より筆者作成
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（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員
ふ じ も と

や す ひ ろ

藤本 恭展

伸びるネット販売
━━高齢者の利用理由上位に
「いろいろな米が選べるから」も
農畜産物の消費行動調査から

1. 伸びるネット販売

【表１】主要耐久消費財の所有数量
（1000 世帯当たり・平成 21 年）
品

ここ数年、ネット販売の伸びは目覚ましいものがあ

ネット販売実施企業上位300 社の合計売上額は約１兆
9400 億円となり、前年度比14.7％の伸びとなった、
としている。当研究所の消費行動調査においても、農
畜産物を購入する消費者がネット販売を利用する割合
は着実に増加している。

２人以上の世帯

携帯電話
パソコン

る。通販新聞のホームページによると、
『月刊ネット販
売』が調査した2010年度（10年６月～ 11年５月）

目

2,131
1,157

単身世帯
男
888
792

女
719
405

注：携帯電話はPHSを含む
資料：
「 平 成21年 全国消費 実 態 調査（ 主 要 耐 久 消費 財に関する結 果 ）」総
務省統計局統計調査部消費統計課

2. 消費行動調査でのネット通販の伸び
図１は当研究所が調査した米の消費行動調査におい
て、購入先としてインターネットを使った通販（頒布

このネット販売の増加に寄与しているのは、１つに

会などを含む）を利用している人の割合の2009年か

はインフラの普及があろう。昨今のネット販売は携帯

ら2012年の推移を示したものである。この数値には、

電話での購入も容易になっているし、スマートフォン

スーパーのネットスーパーも含まれている。これを見

の普及もこれに拍車を掛けた。スマートフォンでは、

ると、劇的な伸びではないものの、増加傾向にあるこ

ほとんどの機種で簡単な操作による画面拡大機能や指

とが分かる。なお、2012年調査では若干2011年調査

によるタッチ機能が使用できるため、高齢者でも容易

より減少しているが、2011年調査のみ東日本大震災

に操作できるからだ。パソコンや携帯電話の普及率以

の影響により６月に実施したため（他は３月）
、誤差が

上に基盤ができていることを実感するのが、表１の主

生じている可能性がある。また、設問のカテゴリーに

要耐久消費財の所有数量だ。2009（平成21）年時点

自宅まで配達してくれるくくりとして、カタログ販売や

で1000世帯当たり携帯電話が 2131台、パソコンが

テレビショッピング、頒布会なども含んでいるため、

1157台である。持っていない世帯はともかく、携帯で

インターネット以外の項目の減少によりネット販売の

は最低１人１台、パソコンでも１世帯に数台の時代と
いえよう。
いま１つは、販売側の態勢が整ったことも大きい要
因だろう。アマゾンや楽天など上 位のショッピング

【図１】ネット販売などでの米の購入者推移
（ネットスーパー、頒布会などを含む）
20

（％）

モールはもちろん、中小企業から個人に至るまで、多
くのネット販 売 者がサイトを整 備し、パソコンやス
マートフォンを含む携帯電話に対応してきたことが現

10

在のネ ット 販 売の伸びを支えてきたといえよう。ま

り立たないのだから。

6.3

11年調査
（n=1,221）

12年調査
（n=1,220）

4.0
2.1

た、商品を届ける宅配事業者の態勢の充実があること
はいうまでもないだろう。宅配なくしてネット販売は成

6.8

0

09年調査
（n=1,360）

10年調査
（n=1,553）

資料：米の消費行動調査（2 0 0 9～2 0 1 2年調査）データより作成
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【図２】食料品の購入におけるネットスーパーなどの利用頻度（2011 年調査）
（n=1,238）
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このサービスは知っているが利用したことはない
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80%

100%
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資 料 ： 畜産物等の消費行動に関する調査（2011 年調査）データより作成

伸びを相殺している可能性がある。

者が増 加するなかで大きく伸 長することも予 想され

また、図２は食料品の購入におけるネットスーパー

る。ネットスーパーの利用頻度は現状では低いもの

などの利用頻度を示したものである。これを見ると、

の、このサービスを知らないという人が前回調査より

知名度でも（このサービスを知らない・31.3％）
、利用

も減少しており、知名度は上がっているとみられる。

頻度（週に１回以上利用・18.2％）でも生協が突出し

認識が高まっていれば、ちょっとしたきっかけで増加

ていることが分かる。これにイトーヨーカドーやイオン

に転じる可能性は大いにある。

のネットスーパーが続いているが、差は大きいといえ
よう。

3. ネットスーパーの今後の利用意向

ただし、生協の優位が今後も継続するかどうかは断

図３は現在ネットスーパーを利用している人に今後

言しきれない。表２の2009年から2011年までの利用

の意向を聞いたものである。これを見ると、2011年調

頻度の推移を見ると、生協の「週に１回以上利用して

査では2010年調査よりも利用したい意向が増加して

いる」割合は、20.4％から18.2％へと2.2ポイント減

おり、特に主婦と単身男性に顕著である。図４は同様

少している。イトーヨーカドーやイオンのネットスー

に今後の利用意向を地域別に見たものであるが、現状

パーも決して順風満帆とはいえない結果ではあるが、

利用者が京浜ブロックと京阪神ブロックだけで46.5％

生協が組合員数の減少や利用率の低下を食い止める

と半数近くを占めている。他の地域の割合が増加する

効果的な方策を打たなければ、スーパーとの差は縮ま

かどうかは、全国域のスーパーだけでなく、地方スー

る可能性があるだろう。特にスーパーは現状では首都

パーの動向にも関わってくると思われる。

圏など大都市圏がメインであるため全国ベースではあ

また、現在非利用者のネットスーパーの今後の利用

まり伸びていないように見えるが、会員募集チラシの

意向を聞いたところ、図５のようになった。今後、
「ぜ

定期的配布や会員へメールマガジンを毎日のように発

ひ、利用したい」と回答した人は主婦以下すべての属

信するなど攻勢を掛けており、今後車に乗れない高齢

性で増加しており、今後も利用者が増加する可能性が
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【表２】ネットスーパーなどの利用頻度の推移（n=2011 年：1,238 ／ 2010 年：1,288 ／ 2009 年：1,400）
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資料：畜 産物等の消費行動に関する調査（2 0 0 9～2 011年調査）データより作成

【図３】現在利用者のネットスーパーの今後の利用意向（2010 → 2011 推移）
TOTAL2011（n=151）

20.5

57.6

2.6

18.5
0.7

1.3

TOTAL2010（n=153）

19.6

46.4

4.6

28.1
1.9

主婦2011（n=106）

20.8

62.3

14.2
0.9

1.8

主婦2010（n=113）

20.4

48.7

23.9

5.3
0.0

単身女性2011（n=22）

40.9

22.7

31.8

4.5

0.0

単身女性2010（n=15）

26.7

60.0

0.0

13.3

0.0

単身男性2011（n=23）

17.4

52.2

4.3

26.1

0.0

単身男性2010（n=25）

12.0

0%

28.0
20%

4.0

56.0

40%

60%

今まで以上に利用する機会を増やしたいと思う

今までと同様に利用したいと思う

利用をやめようと思う

分からない

80%

100%

利用する機会を減らしたいと思う

資 料 ： 畜産物等の消費行動に関する調査（2010 〜 20 11 年調査）デー タ よ り 作 成

高い。ただし、単身女性だけは「まったく利用するつ

人に、１度でも利用したことのある購入先を聞いたも

もりはない」が18.3％から23.8％へと5.5ポイント増

のである。結果を見ると、楽天市場が 66.8％と２位の

加しており傾向が異なっている。

ヤフーショッピングやイトーヨーカドーのネットスー

4. 利用経験：

ポータルサイトとしてのトップは楽天
図６は米の購入先としてネット販売などを選択した
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パ ーの10.9 ％を大きく引き離してトップになってい
る。利用頻度では図２で見たとおり生協が群を抜いて
いるが、各ショップのポータルサイトとしての楽天は
利用経験者が非常に多いことが分かる。前述した『月
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【図４】現在利用者のネットスーパーの今後の利用意向（地域別）
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資料：畜産物等の消費行動に関する調査（2 0 1 1 年 調 査 ） デ ー タ よ り 作 成

【図５】現在非利用者のネットスーパーの今後の利用意向（2010 → 2011 推移）
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資料：畜産物等の消費行動に関する調査（201 0 〜 2 0 1 1 年 調 査 ） デ ー タ よ り 作 成

【図６】米を購入するために利用したことのある
購入先（ネット販売など・複数回答）
（n=238）
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刊ネット販売』調査での売上高トップはアマゾンで、
これも群を抜いているが、こと米購入の利用経験者数
においては、当研究所の調査では７位となっている。
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60

5. ネット販売などの利用理由は

「重いお米を持たなくて済むから」がトップ

40

米のネット販売などの利用者に、利用する理由を聞
いたものが図７である。理由のトップは「配達してく
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資 料 ： 米の消費行動に関する調査（2012 年調査）データより作成
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ヤフー
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ショッピング

0

8.8

れるので、重いお米を持たなくて済むから」となって
いる。ここで注目したいのは、年代別に見たときに、
60 代と70 代以上の層は他の年代に比べてこの「重い
お米を持たなくて済むから」という回答の割合が低く
なっていることである。高年代の比率が高いのは、
「い

伸びるネット販売――高齢者の利用理由上位に
「いろいろな米が選べるから」も◆Web調査

55

ろいろな種類のお米が選べるから」や「おいしいお米

り、１つは「安いお米が選べるから」
、もう１つは「高

が買えるから」
「特定の産地・銘柄や農家のお米が買

くてもいいお米が選べるから」だろう。これまで各農

えるから」などであり、自分好みあるいはこだわりの

畜産物の消費行動調査結果を公表してきたが、一貫し

米を買うためにネットを利用している割合が高いこと

ていえるのは、安いものと高いものを購入する層が明

が分かる。最寄りのスーパーでは定番の米しかないた

らかに分かれる、消費行動の２極分化である。すでに

め、ネットでおいしい米を検索する高年代の姿がこの

さまざまな研究者が述べていることではあるが、それ

図から見えてくるのである。

が現実に、着々と進行していることが調査結果から見
えてくるのである。ネット販売を利用する理由も、この

6. まとめ

２極分化と無縁ではないだろう。選択肢の増加は消費

これまで調査結果から見てきたように、ネット販売

者にとってありがたいことだが、ひたすら安い食料を

は明らかに増加傾向にあると思われる。理由のトップ

探すため、 では寂しいと感じるのは筆 者だけだろう

は「重いものを持ちたくない」からであるが、それ以

か。長引くデフレ経済の出口が見えないなかだが、せ

外に「いろいろなものを選べる」ことが大きな理由で

めてネット販 売では「さまざまな」
「おいしい」食 材

あることが推測できる。理由の２位にある「いろいろ

を、楽しみながら選べるような経済状況になることを

な価格帯のお米が選べるから」には２通りの意味があ

期待したい。
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【図７】ネット販売などの利用理由（年代別・複数回答）

その他
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英国・農村のいま
最終回

むらづくりとその政策
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、特にイングランドでは、わが国のようなべったりと農山村を広く覆う過疎問
題は存在しない。むしろ、
「逆都市化」と呼ばれる都市部から農村部への人口移動が
持続的に見られる。イングランド農村の人口は、平均的に見れば増加傾向にある。
それは、この連載ではすでに論じたように、英国人にとっての「心のふるさと」は
田園地帯であり、若いころは都市に住んでいても、中年になるころには少しでもそれ
に近い所に住もうとする傾向があるからである。また、日本のような巨大都市に人口
も富も集中する国土構造と異なり、多くのヨーロッパの国がそうであるように、中小
都市が点在するため、農村からその中小都市への通勤は、発達したバスルートによ
り比較的容易である。
特に、ある程度の都市機能もある「マーケット・タウン」といわれる農村拠点は、
大変な人気居住地となっている。筆者が滞在するニューカッスル市でいえば、その
西部に位置するヘキサム（人口１万1000人）や北部のモーペス（人口１万 4000
人）がそれに相当する。実は、筆者の研究所（ニューカッスル大学農村経済セン
ター）の幹部を含む研究員の約半数はこれらの町からの通勤である。多くがある年齢
になりニューカッスル市中心部に立地する大学近辺からそこに転居している。昨年夏
にモーペスに転居した中堅研究員は、
「私たちイングランド人は、いつの間にかカン
トリーサイドに引き寄せられていくんだ」と表現していた。
しかし、このような「逆都市化」が及ばない遠隔地農村もある。スコットランドで
はそのような地域が一般的である。また、イングランド農村でも、グローバリゼー
ションの進展により、農業というよりはむしろ地元工業や商業の衰退のなかで、新た
な産業の構築や生活諸条件の改善が広く課題となっている。特に、規制緩和に伴う
大規模店舗の進出による、地元商店の後退やそこでの就業場面の喪失は深刻であ
る。そのため、日本と同様に、農村での地域再生（むらづくり）は、やはり社会的課
題である。
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2.

そうしたむらづくりの動きを支える政策として、英国においてすっかり浸透している
のがＥＵによるＬＥＡＤＥＲ（フランス語の「農村地域における経済活動連携」頭文
字）事業である。
この事業は、今から20 年前に当時のＥＣの条件不利地域対策の実験事業として
始まり、2007 年からはＥＵの共通農業政策の１つの柱（農村環境政策）を担うもの
として、より高く位置付けられた。この特徴は、コミュニティー主導型、ボトムアッ
プというキーワードで表現され、ＥＵから各国政府に配分された資金を、さらにロー
カル・アクション・グループ（ＬＡＧ）と呼ばれる地域組織が自ら決めた地域再生
プランと資金配分基準により、地元から申請されるプロジェクトに配分するというも
のである。
そのプロジェクトは、個人、法人、複数人による協同事業など、純粋な宗教行事
を除いてはすべてのものが対象となり、また資金の使途に制約はない。そのため、実
に多様な事業がこの資金を利用している。
ニューカッスルの南方の広大な丘陵地を対象とす
るノースペナイン・デールスのＬＥＡＤＥＲでは、現
在約50プロジェクトへの助成が行われている。そ
のなかには、個人によるクラフトショップの起業、地
域の有志によるコミュニティーＦＭ局の開設、有志
の観光用のミニバスの運行、地域ぐるみの共同売店
設立など、実に多彩な事業を見ることができる。
例えば、国立公園事務所に計画担当者として勤務
していたデイビッド・カヴァデールさん（30 歳）は、
2011年の春に、この地域の最も奥地に立地する村
（ウイットフィールド）の景観にあこがれ、事務所
を退職し、ニューカッスル近郊から転居した。そ
して、古い倉庫を自ら改造し、カフェ兼日用品小
売店舗を開店している。これに対して、ＬＡＧは
事業費の50％に相当する5500ポンド（約69
万円）の助成を行っている。カフェは、今では村
の人々の交流の場となり、売店もこの地では入手
できない新聞やドッグフードを中心に売り上げを
伸ばし、カヴァデールさんはわずか１年間で以前
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と変わらない所得を得るに至っている。このような
個人への助成も、むしろ「地域の構造を変える革
新投資」として見なされて、積極的にＬＡＧが認
めている。日本と比較した場合の特徴といえよう。
こうしたＬＥＡＤＥＲの仕組みは、わが国でも
一部の行政担当者にはよく知られており、自民党
政権の末期に、
「地域間格差是正」の掛け声の下
に目玉事業として導入された「地方の元気再生事
業」
（内閣府、2008 ～ 2009 年度）の１つの下
敷きになったものと思われる。研究者のなかには、ＬＡＧのメンバー構成が行政（地
方自治体）サイドは「過半数を超えない」
（ＥＵによる指令）こととされており、各種
の住民組織からのボランティアでの選出者が積極的に参加することから、いわゆる
公民の「パートナーシップ」の見本として、日本のむらづくり政策への適用を提言す
る者もいる。

3.

しかし、当然のことではあるが、この事業も、英国の諸制度と日本のそれを認識し
た上で評価する必要がある。その場合、まず注意すべきは、日英の地方自治体の機
能の差である。
「地方自治の母国」といわれる英国ではあるが、地方自治体の機能
は、実は日本と比較すれば、著しく制約されている。日本では、地方自治体は、時に
は「総合的行政主体」とさえ位置付けられるが、英国で進む地方分権の流れのなか
で「包括的権限」がそれに完全に与えられたのは、昨年（2011年）11月に制定さ
れたローカリズム法においてである。それまでも段階的に権限の分権化が進められて
きたものの、2000 年までは地域経済開発を中心とする地域再生事業に関しては、
自治体には財源どころかその事業を実施する権限も与えられていなかった。そのた
め、自治体の業務は、今でも福祉、教育、文化、環境が中心である。
その点で、自治体があらゆる事業に取り組むことを認めた新法は理念的には画期的
なものといえる。ただし、それに伴う特別な財源措置がないために、少なくない自治
体から従来業務に集中したいとする意向が示されている。また、住民サイドもこの点
では、自治体に特別な期待をしていないのが現実である。
このような英国で、むらづくりのために何がしかの政策対応を行おうとすると、Ｌ
ＡＧのような仕組みが必要となる。いささか極端な表現ではあるが、
「地方自治体な
きむらづくり」の現実が、住民主導を必然化し、また地方自治体を少しでも引きずり
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込もうとするパートナーシップの構図を生み出しているのである。こうした文脈を抜き
に、英国における仕組みを、わが国に直輸入できないことは明らかであろう。
また、ＬＡＧのなかで、特に活発な動きを見せるのがコーディネーターと呼ばれる
雇われ職員である。彼らの役割は大きく、ＬＡＧでのプロジェクト選定の際の助言・
資料作成だけではなく、
「アニメーション」
（鼓舞・激励活動）といわれる地域対応
が行われている。それは、地域実態に応じたプロジェクトを住民に提言したり、申請
過程にある事業の計画改善や事業間の連携のアドバイスをしたりする活動を意味して
いる。先ほどのノースペナイン・デールスＬＥＡＤＥＲでは、スー・エルウッドさん
（女性）が、コンサルタント事務所勤務の経験を生かし、この役割を担い、連日のよ
うに管内の村を歩き、アニメーション活動を行っている。
このような仕事と人材は、わが国農村にも必要なものとして大いに注目される。し
かし、これも自治体の関与が薄いなかで、自治体職員に代わり、このような役割が職
業として生まれたと理解できる。日本でも、むらづくりのための外部人材として、
「地
域サポート人」が注目されているが、英国の例は、わが国では自治体やその職員自
体が行うべき活動をあらためて示唆していると考えられる。英国のむらづくりの動き
からは、むしろこのような形でわれわれは学ぶべきように思う。
もう１つ注目したいのが、これがＥＵの事業であるという点である。各国政府は対
象地域の選定などで関与しているものの、ＬＥＡＤＥＲ事業そのものはＥＵによって
実施されている。そのためコーディネーターの研修はＥＵが担当し、彼らの情報交換
もこのレベルで行われている。また、コーディネーターが別の国のＬＡＧを相互に訪
問し、その実践を学び合う仕組みも存在する。そして、ＬＥＡＤＥＲ事業はこのよう
な国を超えた仕組みであるために、結果的に一国の政権交代によっても揺るがない堅
かつ もく

固な仕組みとなっている点は、刮目される。
先に、わが国でもその類似事業が、自民党政権末期に取り入れられたことに触れ
た。これは、現場からの評判も悪くなかったものであった。しかし、それにもかかわ
らず、政権交代により事業としては継続されなかったのは、前政権が「目玉事業」と
したために、強い政治性が付着していたためと推察される。新政権がそれを意識した
としても不思議ではない。
他方で、英国では最近の政権交代は2010 年であったが、ＬＥＡＤＥＲ事業によ
るむらづくりは日本とは異なり微動だにしていない。むらづくりという息の長い事業
が維持されるための仕組みをヨーロッパ、英国ではこのような形で担保しているので
ある。もちろん、この仕組みもまた直輸入はできない。しかしその精神は学ばなくて
はならない点であろう。
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少
々季 節 外れだが、どうかお許しいただきたい。
「むきおの
おおみそか」という一話から始まるこの本。みかんのむき

方を紹介する工作 絵本なのだが、あまりの面白さから、ツイッ
ターやネットで評判を呼び、新聞やテレビ番組で数多く紹介さ
れるなどして、 児 童 書では異 例の五 万 部 以 上を売り上げてい
る。さらに全国各地でみかんをむくワークショップが開催される
など、
「みかんむき」はちょっとしたブームにもなっているそうだ。
私は『ＪＣ総研レポート』本号二九ページの今村奈良臣氏に
よる「論説」で、本 書の存 在を初めて知ったのだが、読んでみ

0

え
り
が わ
お

小学館（2010年 月）

岡田好弘＝作・神谷圭介＝絵／文

『あたらしいみかんのむきかた』

品の見 事なこと！

複 雑な「うま」 や「おながどり」 まで、

たった一つのみかんから、 捨てたり切り取ったりする部 分を少

しも出さずに仕上げるのだからすごい。

私はむきおくんにならって、さっそく「うさぎ」 をむいてみ

た。本 書では難しさが★で表 示されているのだが「うさぎ」は

★一つで初 心 者 向け。そのためか、なかなかうまくできた。次

は★二つの「くま」に挑戦。うーん、しっぽと腕のバランスが悪

いからもう一度。★三つの「つる」
、急に難しくなって失敗、成

功するまで何度でも……。とまあこんな具合に、私は結果的に

かなり多くのみかんをむいてしまったのだ。これはハマる。

みかんの皮むきに疲れたら、ぜひ、コメディーとしての本 書

0

0

0

0

……。詳しく知りたい方はぜひどうぞ。

0

0

本書はすでに第二巻も刊行されている。こちらがまた最高で

笑って、一瞬でも悩みを忘れてしまうことは間違いない。

ど、落ち込んだときにこの本を読めば、取りあえずはくすっと

いなのか、はたまた店員さんのシャレなのか……。でも、なるほ

ナーではなく、なぜか「自己啓 発」の棚に置いてあった。間違

ちなみに、私が立ち寄った書店では、本書が「児童書」コー

ここを拾い読みするだけでかなり楽しめること請け合いである。

かんをむくには至らなかったにしても（普 通はむきたくなる）
、

と」という日記が、これまた抱腹絶倒である。たとえ、万が一み

さらに、各ページに挿入されている、むきおくんの「思ったこ

ながらの小咄がてんこ盛りだ。

こ ばなし

合 戦、むきおくんとのぶむきくんの友 情の危 機など、コントさ

笑エピソードを展 開する。むきおくんとむきみちゃんの皮むき

なおねえさんなど、個性豊かなキャラクターたちが登場し、爆

キャラの友 人のぶむきくん、お向かい（お隣ではない）のむき

0

め、 ちょっとシュー ルな妹のむきみちゃん、おっちょこちょい

0

の面 白さも味わっていただきたい。主 人 公のむきおくんをはじ

My Luxury Book

ると、面 白いやら、ばかばかしい（ごめんなさい）やら、とに

0

かく楽しかった。そこで季節感を無視してでも本欄でご紹介す
おおみそか

ることにしたい。
ある大晦日の夜のことだ。主人公の「むきおくん」
（この名前
がまたいい）は、大 好きなみかんを、 食べずにじっと見つめて
考えている。
「このままでいいのだろうか？ だいすきなみかんをただむく
だけでいいのだろうか？ もっとすてきなむきかたはないもの
だろうか」と。そこでむきおくんは、はたと気が付く。
「わかっ
たぞ！ むきおくんはついにひらめいたのです。 あたらしいみ
かんのかわのむきかたを。
」

理恵

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員●小川
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そしてむきおくんは、 あっという間にかわいいうさぎをむき
あ げる。
「
『 うさぎがむけたぞ！』 おかあさんはおどろきまし
た。
『すごいわ、むきお。あなたはみかんのかわをむくさいのう
があるわ もっとおむきなさい。
』
『ぼくむくよ もっとみかん
をむくよ。
』なにかむなさわぎがする。そんな大晦日がはじまろ
うとしていました。
」……物語の始まりはこんな具合だ。読んで
いるこちらも「なにかむなさわぎ」がしてくるではないか。
と

11

みかんむきに目覚めたむきおくんは、
「ねずみ」
「とら」
「カマ
え

キリ」と次々と干支や動物、虫などをむいていく……。その作

必ずみかんを
「むきたく」なります

す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

心には、あなたの想像をはるかに超えた、あなた自身
の個性的な実力が宿っています。それはあなた自身が、
自ら心に留め置き、宿した実力なのです。

《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。

『心に宿る実力の強大さ
──下意識の機能』

も、人は毎日、
「同じことができる」のです。
人の持つ「心の力」の「下意識」が機能しているから
です。

私たちがよく知る「種子」の持つ「生命力」は、まさ
に「たくましく生きる、実る力」です。それとは少し異な

「下意識」機能の活用
2．

るかもしれません。
「人」の持つ「心の力」は、
「よりよく

人が「よりよく生きる」ための機能には、必ず心が関

生きながら、実らせる力」として日々の生活で発揮され

わっているといえます。人の能 力 発 揮のすべてのキー

るのです。

ワードは「心」です。
「心」は近年の「脳科学」の発展によって、漠然とし

「心の力」―― 偉大な実力
1．
あなたは、１日の行動のうちで「意識的」な決断を何
回くらいしていますか？
あらためて問われると、意識的というより自然のまま行

た傾向から「脳と心」の関係が明確になってきました。
脳科学のバックアップにより「人間科学」となってきた
のです。
「意識」も「下意識」も、まだまだ不明確な部
分が多くあるものの、かなり解明されてきました。

動をしていることが多いと思いませんか。それは、すべ

それらはすべて、人間の機能を「よりよい行動」に結

てあなたに宿っている「心の力」が、その都度、瞬時に

び付け、
「よりよい成果」を得るためにあるのです。自分

決断を下しているからなのです。

ではできると思っていても、惨敗することがあります。自

「習慣」とか「癖」あるいは、こんなものは「常識」だ

分では好 調と思っても、それが「ムリ、ムダ、ムラ」

から誰にでも、いつでもできる、と思っていることがあり

で、やり終わった後で後悔することも多々あるものです。

ます。特別な努力をしなくてもすぐにできて、これからも

どのような環境下に身を置かれたとしても、常に自分

ずっと変わることなく同じようにできる、と思い込んでい

のベストを発揮してうまくできるようにすることが必要で

るようなものです。

す。さらに高度なパフォーマンスをするには、実際に遭
遇する、とっさの時や緊張している時でも、普段と同じ

「昨日もできたから今日もできるものだよ」

実力が発揮できなくてはなりません。
「下意識」機能の活

「ベテランだから常に対応できるさ」

用が求められるのです。

「いつものやり方でやればチョロいものだよ」

「下意識」の機能
3．
日常は、案外と軽率な思いに陥りやすいものです。単

「下意識」とは、
「明瞭な意識に対して、意識されては

なる「惰性」でしかなく「意図も意識」も働いていない

いないが、思い出すことができるもの」です。その機能

ように見えます。しかし、それは間違いの場合もありま

は、とっさの時や不調、極度の緊張などのあらゆる逆境

す。それが「人」の持つ偉大な実力でもあるからです。

の時でも「適切で最善の判断や行動」を可能にします。

自分が変わり、環 境や状況が最悪状態に陥ったとして

「下意識」機能は、意識できない深い潜在意識のなかに
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顕在意識

目標の高さ・
練習や努力の量・
意気込みの差

基本技術の反復練習
瞬時の適切判断

基本技術の訓練なし
⇒〈一般の実力〉

潜在意識

とっさの応用

下意識
基本技術や
知識の蓄積

独自の実力

★下意識の活用には「基本原則」が
正確で安定的にできることが重要

可能性は誰も同じ
下意識の特徴
・とっさの時や不調、極度の緊張などのあらゆる逆境の
時でも「適切で最善の判断や行動」を可能にさせる。
・神経的な反射的行動とは異なる作用。
・個人の「心の作用」が伴い、独自の効果を生み出す。
・個人の目標の高さ、練習や努力の量や意気込みに
よって特有な差がつくられていく。

蓄積されています。実際には、常に判断や行動レベルで
発揮されています。

「下意識」機能行動促進のための
メンタルテクニック
①規則性：重要項目を意識しながら実施
②時間の余裕：言葉に出して確認
③専門性：チェック＆アドバイス
④反復性：再熟慮・再検討・再確認
⑤意気込み：決意の意欲をかき立てる

なアドリブもさえてきます。
常に、自分にとって必要な実力が何かを意識し、身に

しかし、神経的な反射的行動とは違い、誰もが同じよ

付ける努力をすることが重要です。
「下意識」の機能行

うにできるもの、反応するものではありません。あなた自

動が発揮されるポイントは、まず「基本原則」が正確で

身の「心の作用」が伴います。あなた独自の効果を生み

安定的にできることが求められます。

出す機能です。目標の高さ、練習や努力の量や意気込み
によって個人個人に特有な差がつくられていきます。
努力した結果を実力として発揮する時に差となって現

ビジネスにおいてもスキルを磨くことは大事なことで
す。部下や、自分自身に対しても、自ら「下意識」に基
礎を築き上げることが重要であることを示してください。

れるのが、下意識の特徴です。やっていないものは発揮

「下意識」の促進のためのメンタルテクニック・5
5．

できないのです。
つまり、ビジネス活動で「基本」がしっかりできてい

①惰性にならないように、毎回「意図して行動する」よ

れば、困難で複雑な、例外的問題にも最善の応用ができ

うに規則性をつくり、仕事や学びのスタート時に基本

るのです。あらゆる不 調や逆 境でも自然に身 体が変 化

の重要項目を意識しながら実施させる。

し、最善の行動が発揮されるのです。身体に基本が染み
込んでいて、応用が準備されているからです。
判断や決断も同じです。
「今、この時しかない。このや
り方でやる！」と、考えてもいないようなひらめきや最適
な決断が瞬時にできるのです。

②基本習得にはスローテンポで時間の余裕を持たせる。
さらに、言葉に出しながら確認して進める。
③上司や先輩、仲間、第三者の専門家からのチェックを
受け、アドバイスや感想をもらう。
④終了する時にさらに「もう一度」と、考えたり検討し
たり確認する。

4．ビジネス現場での「下意識」機能の活用
ビジネス現場でも「職人技・神業」として多種多様に
発揮されています。例えば、報告途中で不意のひらめき
で発案したり、会議中の手遊びが相関図となったり、照

⑤「よし！の３原則」を常に使い、決意の意欲をかき立
てる。
「よし！ できる」
「よし！ やってみよう」
「よし！ 大丈
夫！」

明の暗さが気にならず生産量が上がったりします。絶妙
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「公共」とコミュニティー
コミュニタリアンを自称するハーバード大学の
マイケル・サンデル教授が日本で広く知られるよ

共」の重要性が国民に広く意識される状況が広
がったわけです。

うになったのは、2010年の4月にＮＨＫ教育テレ

ところが、 その後の政 権は、
「新しい公 共 」

ビの『ハーバード白熱教室』が放映されてからで

を、あたかも「公」＝国家・行政の行うべき住民

した。サンデル教授の対話型講義という斬新な手

サービスを「民間」に委ねることであるかのよう

法と、そこで展開される道徳的ジレンマの具体例

に扱いました。国や自治体の財政悪化のなかで、

を用いての功利主義、リバタリアニズム（市場原

「公」の住民サービスの縮小を補完する施策とし

理主義・自由原理主義）
、リベラリズムに代わる

て「新しい公共」を位置付けたように見えます。

政治哲学としてのコミュニタリアニズムの考え方

ここでは、規制改革路線で強まった「公」を最小

に多くの人が驚かされました。それまで、日本を

限にするために、民営化を志向するというリバタ

含め世界の優勢的な政治哲学はリバタリアニズム

リアニズムの影響が強くなっています。
「新しい公

であったからです。そして、5月には、著 書『こ

共宣言」は出したものの、もともと政府内にはコ

れからの「正義」の話をしよう』
（鬼澤忍訳、早

ミュニタリアニズム的な「公共」についての共通

川書房）が発売され、政治哲学の書としては、お

の認識はなく、民主党を含めて依然としてリバタ

そらく初めてのベストセラーになりました。

リアニズムが優勢であったというわけです。

鳩山内閣がその寿命を終えようとする2010年

ところで、
「公共」は、重層的な人々のつなが

6月4日に「新しい公共宣言」を取りまとめました

りや協同・協働を基 礎としますので、
「コミュニ

が、そこには、
「人 々の支え合いと活 気のある社

ティー」が重要な役割を持っています。
「公共」

会。それをつくることに向けたさまざまな当事者の

は自由な市民がつくるコミュニティーを基礎にす

自発的な協働の場が『新しい公共』である。…
（略）

るという考え方から、市民の協同や協働、ＮＰＯ

…これは、 古くからの日 本の地 域や民 間の中に

や生協などを、
「公共」を構成するものと位置付

あったが、今や失われつつある『公共』を現代に

ける一方で、農村コミュニティーやＪＡを「古い

ふさわしい形で再編集し、人や地域の絆を作り直

公共」として「新しい公共」に位置付けない見解

すことにほかならない」とあります。この「新しい

を見ることがあります。

公共宣言」は、サンデル教授らのコミュニタリアニ

「新しい公 共 」が「古い公 共 」＝「公 」＝国

ズムの影響を少なからず受けていると思われ、そ

家・行政に対比する用語であること、現在の農村

こには、社会の構成要素として「公」＝国家・行

コミュニティーが多元的重層的で外部とも幅広い

政と「私」＝個人・私企業だけではなく、人々の協

つながりを持つコミュニティーへと変化してきて

働による「公共」の重要性がうたわれていました。

いること、ＪＡが農村コミュニティーを基盤に、

翌 年3月に東 日 本 大 震 災が起こり、
「絆 」 や

まさに「さまざまな当事者の自発的な協働の場」

「コミュニティー」の大切さがあらためて多くの人

になっていることが理 解されていないことをとて

に強く意識されることになりました。いわば、
「公

も残念に思います。
つ ち

や

（社）JC総研 理事長●土屋

64

某年某月◆「公共」
とコミュニティー

ひろし

博

E

S

S

A

Y

ＪＣ総研レポート／2012年 夏／VOL.22

役員の交代について

定款第15 条に基づく役員任期の満了に伴い、2012年５月28日に開催した通常総会において、理事（17

人）および監事（３人）を選任いたしました。
また、総会後の理事会において、定款第13条第２項に基づく互選により、次のとおり会長、理事長、専務
理事および常務理事を選任いたしました。
会

長

理 事 長

専務理事

常務理事

萬歳 章（非常勤）
土屋 博（常勤）

越智 正也（新任、常勤）

近野 俊幸（新任、常勤）

５月28日に当研究所の通常総会が開催された。これまで当研究所の要としてご尽力いただいてきた、吉田
正己前専務理事、稲垣伸司前常務理事、そして当『ＪＣ総研レポート』の発行責任者であった黒滝達夫前常
務理事が退任された。当研究所の常勤役員として苦労を重ねてこられたお三方に、心より御礼申し上げたい。
新たに越智正也専務理事、近野俊幸常務理事、そして『ＪＣ総研レポート』の発行責任者には、水卜祐之理
事（兼基礎研究部長）
をお迎えすることとなった。より高い社会的評価を受ける研究所を共に目指したいと思う。
また、当研究所が発足してまだ１年目という草創期の混乱のなか、
『ＪＡ総研レポート』
（当時）の発行を企
画・実現させ、創刊以来、編集部の要であった吉田成雄前基礎研究部長が、３
月末をもって出向元のＪＡ全中へ戻られた。これまでのご恩に心から感謝申し上
げたい。残された私にできることは、これまでご教示いただいたことを最大限に
生かして、より良い機関誌を発行していくことである。心して業務に当たりたい
と思っている。
変化の多い春であった。だが今村奈良臣特別顧問・前研究所長の論説にある
ように、
「チェンジをチャンスに変える」ことの大切さを、この数年間で私は何
度も教えていただいてきた。今がまたその時かもしれない。チェンジはチャンス
に、新しい風を実りの風に！


（基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉
）

『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。
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◆お知らせ・編集後記
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