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先般の社団法人ＪＣ総研通常総会におい
て専務理事に就任いたしました越智と申しま
す。農林中央金庫出身で、主にＪＡバンク部
門を担当し、退職後は
（株）
農林中金総合研究
所、
（株）
協同セミナーを経て、今回ＪＣ総研

JC総研ってなに?

に参りました。 どうぞよろしくお願いを申し
上げます。
さて、今回の異動に際して、ＪＡや農林中
金ＯＢの方々に挨拶したときに、
「ＪＣ総研っ
てなに？」との反応が結構あり、ＪＣ総研が
意外にも幅広くは、あるいは正確には知られ
ていないことに驚きました。 特に、ＯＢクラスの年代の方は、2006（平成18）
年４月に地域社会計画センター（地社計）
・農協労働問題研究所（農労研）
・ジェ
イエイシステム開発センターが合併してＪＡ総研となり、2011（平成23）年１月
にさらに協同組合経営研究所（協組研 ）が一緒になって現在のＪＣ総研になっ
た（ＪＡ全中主体の４シンクタンクの一本化）と説明すると、理解してくれると
ともに、合併前のそれぞれの機関名を懐かしみ、その業績などについて話してく
れたりもしました。
地社計といえば農住組合構想の先進的担い手として有名であり、農労研は農
協系唯一の人事制度などのコンサルとして重宝されていました。また、協組研は
1952（昭和27）年設立以来、ＪＡ・ＪＦ・森組・生協までをも含む業態横断的
な機関で、協同組合学会などさまざまな学者との関係が深い、わが国協同組合
の認識でした。

（社）

それら有名機関の流れを直接受け継いでいるとともに、食料・ 農林水産業・
協同組合に関する基礎研究部門なども機能強化したにもかかわらず、その名前
が幅広くは知られていないのは、短期間に合併を２回繰り返し、その都度ＪＡ総
研・ ＪＣ総研と名称を変更したことに主因があるのでしょう。 それだけであれ
ば、時間がたてば名称は浸透していくでしょう。しかし、最も大切なことは、私
どもＪＣ総研の研究が、単にアカデミックな人々のためだけではなく、協同組合
に役立つものであるという、現場感覚と内容面の充実です。また、研究成果を周
「ＪＣ総研ってなに？」と言われないで済むよう、今後とも取り組んでまいりま
すので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
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ＪＣ総研ってなに？◆巻頭言

（おち まさや）

知させ、より身近で必要な存在と感じていただくための工夫も必要でしょう。

正也

の現場の皆さまの課題認識に即したもので、直接・間接に参考となり、意識啓発

JC総研 専務理事●
越智

理論の主要研究機関として貴重な存在だった、というのが先輩や当時の私自身
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活力ある地域を興す４ポリス構想

――アグロ・ポリス、フード・ポリス、エコ・ポリス、メディコ・ポリスによる活力ある農村の創造
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 問題提起 ―― 4 ポリス構想の提起
タイトルに掲げた４ポリスについて、 まず始めに解
説しておかねばならない。

い、新しい概念に基づく新しい構想と実践の路線を提
起しようと考えたためである。 ここに示した４つの拠

ポリスとは、ギリシャ語源のPolisつまり都市あるい
は拠点ということを意味する。

点——つまりPolis——を地域の上に重ね合わせ、 有
機的結合体として保有しているのが、私の考えるこれ

Agro-polisとは農業の拠点、Food-polisとは食の拠

からの時代にふさわしい農村である。しかし、それは

点、Eco-polisとは環境の拠点、Medico-polisとは医療

単なる理論上の存在、 あるいは概念上の遊びではな

の拠点を表現したものである。このようにあえて新語

く、広島県世羅町の「世羅高原６次産業ネットワーク」

を当てはめ使用したのは、 言うまでもなく、これまで

の活動についての私の長年にわたる指導と実態調査を

使い古されてきた用語を使うと、そのイメージが固定

踏まえ、その分析のなかから、これからの望ましい農

してしまうと考え、 あえてこのような新しい言葉を使

業・農村の姿を提示しようと考えているのである。

Ⅱ 4 ポリス構想を考えた背景と根拠
「農業は生命総合産業であり、農村はその創造の
1．
場である」
私は、 旧農業基本法に基づく最後の農政審議会会

する私なりの基本スタンスを、 熟考の上で腹に決め
て、会長として臨むことにした。
１．農業は生命総合産業であり、農村はその創造の場
である

長を務めるとともに、1999（平成11）年７月に制定さ

２．食と農の距離を全力をあげて縮める

れた新しい基本法である「食料・農業・農村基本法」

３．農業ほど人材を必要とする産業はない

に基づく初代の食料・農業・農村政策審議会の会長を

４．トップ・ダウン農政から、ボトム・アップ農政への

務めることとなった。そこで、食料・農業・農村政策
審議会の会長就任に当たり、 農政審議会会長時代の
反省も込めて、次のような食料・農業・農村政策に対

2

論説◆活力ある地域を興す４ポリス構想

改革に全力をあげる
５．共益の追求を通して私益と公益の極大化をはかる
この基本の５項目をさらに各項目５つの小項目に具
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地域をコーディネートする

体的に示し、 合計25項目にわたって、 私の食料・ 農
業・農村政策に対する基本スタンスを描きつつ、会長
としての活動に臨んだ。もちろん、言うまでもないこと
だが、 これらをすべて実現するようなことはできな
かった。

（４）都
 市・農村の交流をさらに深め、特に青少年の農
と食の教育力を培う
（５）農
 村の伝統文化や先人の知恵の結晶を次世代に伝
承し、豊かな心のよりどころを創る
以上の各項目については、あえて解説の必要はない

さて、 その第１項目の「農業は生命総合産業であ

であろう。私なりに、
「食料・農業・農村基本法 」の

り、農村はその創造の場である」については、次の小

精髄を捉え、私なりに分かりやすく実践可能な道を示

項目を提示していた。

したつもりである。しかし、 なかでも強調しておきた

（１）日
 本の土地と水を活かし、食料自給率45％への向
上に全力を傾ける

かったことは、農村と都市との新しい交流、農村の持
つ教育力、さらに伝統文化や農村の持つ知恵の結晶に

（２）国
 民に４つの『安』
（安全・安心・安定・安価）の

ついて学ぼうということである。食料問題、農業問題

農畜産物・食料品を提供する（ただし、
「安価 」と

にのみ目が向かいやすく、農村の持つ価値についての

は「値ごろ感」のこと）

視点が欠けやすいことへの警鐘を鳴らしたつもりで

（３）水
 と緑で国民に豊かな保養空間と保健空間を創る
注１）その経緯については、
『農業白書』が50周年を迎えたことを契機に
「年次報告 50年を振り返って」を特集することとなり、それへの寄稿を
依頼された。その折の全文を参考のために以下に掲げておく

参

考

回

あった注１）。
「トップ・ダウン農政からボトム・アップ農政への
2．
改革に全力をあげる」

想

今村奈良臣（元食料・農業・農村政策審議会会長）

私は旧農業基本法にもとづく最後の農政審議会会長をつと

食料・農業・農村政策審議会会長時代に３回にわたる「食

めるとともに、新しい食料・農業・農村基本法にもとづく初代

料・農 業・農 村に関する年 次 報 告 」いわゆる農 業白書を決

の食料・農業・農村政策審議会の会長をつとめることとなりま

定・公表するとともに、第１回の「食料・農業・農村基本計

した。食料・農業・農村政策審議会の会長就任に当り、農政

画」の策定・答申を行いました。これらの史的意義に関する評

審議会会長時代の反省も込めて次のような食料・農業・農村

価は国民の判断に委ねるほかありません。この時期、ＢＳＥの

政策に対する私なりの基本スタンスを決めて臨みました。

激発等食品安全問題への国民の関心は非常な高まりを見せ、
それらへの対 応に追われたことは記 憶に新しいことです。ま

１．農業は生命総合産業であり、農村はその創造の場である

た、この時期の画期的な政策転換として実現したのが、
「中山

２．食と農の距離を全力をあげて縮める

間地域等直接支払制度」の確立でした。かつて私が『補助金

３．農業ほど人材を必要とする産業はない

と農業・農村』
（1978年、家の光協会刊、第20回エコノミス

４．トップ・ダウン農政からボトム・アップ農政への改革に全

ト賞受賞）で提起したＲ・Ｄ・Ｆ（Rural Development Fund）

力をあげる
５．共益の追求を通して私益と公益の極大化をはかる

この基本の５項目を更に各項目５つの小項目に具体的に整理
し、新しい食料・農業・農村政策の確立に全力をつくすべく努
力目標を自ら課すこととして臨みました。
農政審議会会長時代に「農業に関する年次報告」を２回、
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構想が現実の農政改革の中で実現し、現在に至るも高い評価
が与えられていることは感慨深いことです。

農政改革は容易ではないと実感してきた新旧２代にわたる会
長としての回想です。
（平成22年度『食料・農業・農村の動向』
〈
『農業白書』
〉
、394
ページ）

活力ある地域を興す４ポリス構想◆論説

3

これは先に示した私の農政への基本スタンスの第４

手に取って「逆さ傘」理論 注３）の実践を説いてきた。

項目に掲げたものであるが、これを別の表現にすれば

多種多様多分野にわたる補助金を、傘を逆さにして受

「中央集権的画一型農政から、地域提案型創造的農政

け止めよ、という提案である。しかし、最も重要なこ

への転換を推進する」ということになる。農政の批判

とは、その逆さ傘を通して受け止められた補助金を生

については、 私なりにこれまで多くの論文で提示しつ

かす主体、すなわち優れた農業経営主体、地域集団と

つ、
「地域提案型創造的農政を」と呼び掛けてきたが、

いう主体をしっかり組織し、活力ある地域農業の多面

容易に改まる動きはこれまで見られなかった。 こうし

的な発展を示さなければならないと説いてきた。いう

た状況のなかで、唯一刮目すべき改革として注目し、

ならば、かつて私が旧著で展開した「中央分権・地方

指摘しておかなければならないのが、1999（平成11）

集権」注４）の思想を実践型で説いたものである。

か つ もく

年に確立することになった「中山間地域等直接支払制
度 」 である。 この制度については周知のことでもあ

3．農業の 6 次産業化の推進

り、ここで解説することは省略するが、この制度の成

今から18年前、 大分大山町農協の、 設立間もない

立の背景にあるのは、この制度が実現するはるか20年

農産物直売所「木の花ガルテン」を中心に、農協組合

前に、私が旧著『補助金と農業・農村』
（家の光協会、

員の生産する梅干しやキノコの生産・加工、さらに販

こ

はな

で提起した

売などの実態を詳細に調査するなかから、私は全国で

Ｒ・Ｄ・Ｆ（Rural Development Fund）構想が現実

初めて、
「農業の６次産業化 」という概念とその実践

の農政改革のなかで実現したことである。そして、
「中

活動の方向について、世の中に提示した注５）。

1978年、第20回エコノミスト賞受賞）

注２）

山間地域等直接支払制度 」 はその後若干の改善など

当初は農業の６次産業化とは、
「１次産業＋２次産

が施されながらも、今なお継続しており、中山間地域

業＋３次産業＝６次産業 」というものであったが、３

の維持、発展に多大な成果を挙げていると見ることが

年半後に「１次産業×２次産業×３次産業＝６次産業」

できる。

と改めた。

このような先進事例はあるものの、 総体としては今
なお、トップ・ダウン農政の姿に大きな変化は見られ

このように改めた背景については、 次のような理論
的・実践的考察を深めたからである。

ないように思う。もちろん中央農政当局を批判するこ

第１に、農地や農業がなくなれば、つまり０になれ

とも必要だが、農村地域からの提案型農政の姿がなお

ば「０×２×３＝０」となり、６次産業の構想は消えう

弱いというところにも大きな要因があろう。

せてしまうことになる。当時、バブル経済の後遺症が

そういうなかで、かねてより私は、農業補助金政策

農村にも深く浸透していたため「土地を売れば金にな

への批判にとどまることなく、 現行補助金の実態を逆

る」といったような嘆かわしい風潮が満ちていた。と

注２）
『補助金と農業・ 農村 』はすでに絶版となっているため、
『今村

その前年に刊行した『農業の６次産業化をめざす人づくり』では「１＋２

奈良臣著作選集（下）農政改革と補助金』農山漁村文化協会（農文協）
、

＋３＝６」と足し算で書いていた。

2003年、第１篇に所収、を参照願いたい
注３）ＪＣ総研Webサイトの、今村奈良臣「所長の部屋」
（http://www.
jc-so-ken.or.jp/head.html）第67回「農業補助金をいかに活かすか――
「逆さ傘」の論理と実践で活かそう――」をさしあたり参照願いたい

また、理論的かつ政策的視点から書いたものとして「農業６次産業化
の意味と食品加工・販売の基本戦略」
（
『食品加工総覧』第１巻所収）農
文協、2001年、をとりあえず参照してほしい。なお、この論文は近刊
の『三陸沿岸の郷土料理伝承テキスト――学習書――』
（学校法人有坂

注４）前掲書『今村奈良臣著作選集（下）農政改革と補助金』
（注２）の第

中央学園作成：農文協制作〈2012年３月刊〉
）第１章に再掲されている。

１章を参照

また、
「所長の部屋」
（前掲・注３）では第128回をはじめ数回にわたり書

注５）農業の６次産業化について、これまで書いてきたものは多数存在

いている。

するが、実践活動の視点から書いたものは、当時の財団法人21世紀村

なお、私が農業の６次産業化路線を初めて解明した大分大山町農協

づくり塾の副塾長の立場で書いたものとして『地域に活力を生む、農業

の活動の歴史と実態などについては『ＪＣ総研レポート 』2012年春、

の６次産業化――パワーアップする農業・農村』
（地域リーダー研修テ

VOL.21所収の「縦のネットワークと横のネットワーク」を参照願いたい

キストシリーズ、No.5）
、21世紀村づくり塾、1998年、がある。なお、
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りわけこの当時、農協陣営において、土地投機に関わ

交流、農村におけるグリーン・ツーリズムの新たな展

る融資などを契機に膨大な負債、赤字を出す農協が続

開などを推進しようという提案であった注６）。

出していたことは、私の記憶に深く刻み込まれている。
第２に、 掛け算にすることによって農業（１次産
業）
、加工（２次産業）
、さらに販売・情報（３次産業）
の各部門の連携を強化し、付加価値や所得を増やし、
基本である農業部門の所得を増やそうという提案を含
第３に、 掛け算にすることによって農業部門はもち
ろん、加工・販売部門などに農村地域で新規雇用の場
を広げ、６次産業の拡大再生産の道を切り開こう、と

——これからの農村地域のあるべき方向への示唆
東日本大震災直後、 崩れ落ちた私宅の書庫をかき

このような農業６次産業化を通じて、地域全体が活
力を持ち、従来の農業中心の地域の姿から大きく脱皮
し、新しい飛躍の道、すなわち農村と都市との新たな

仕事をつくる

ふ つ ふつ

い時に読んだ記憶が沸々と湧き上がってきたからであ
る。
「うまいぐあいに世界的に有名なタイフーンのいつも
通る道筋に並行して島弧が長く延長しているので、た

いうことを提案したものであった。

考

地域ならびに農業のあるべき方向を考えたこと

分けて、
『寺田寅彦随筆集 』を探した。次の一文を若

んでいた。

参

4．3・11東日本大震災と福島原発崩壊を契機に、

識者から

農幸民族

――地域に就業の場をつくる農業の６次産業化の現状をどう
見ていますか。

注６）最近の農業６次産業化の動きにいろいろと危惧を覚えているとこ
ろへ『日本農業新聞』のインタビューがあった（2012年7月20日）
。参考
までに全文を紹介しておこう

『日本農業新聞』2012年７月20日
能を生産や加工などの活動に生かしてもらいたい。
しかし高齢技能者は作ったり加工したりは上手だが、売るこ

農業の６次産業化路線を「３×２×１＝６」にしてはならな

とは下手だ。女性がリーダーシップを発揮してその部分を補

い。６次産業化法の制定やそれに伴う助成・推進措置は講じら

い、地域一体で農業の６次産業化を進めてほしい。そして高齢

れているが、最近の動きを見ると、流通業が主導権を持ち、加

技能者を老人ホームなどに送り込むのではなく、生涯現役で大

工部門を押さえ、基盤である農業を踏み台にして展開している

往生を遂げることが最も望ましい姿だと思う。

ことが気掛かりだ。

例えば大山町農協の「木の花ガルテン」併設のレストランで

18年前に大分県の大山町農協の直売所「木の花ガルテン」

は、シェフ（料理人）を雇うのではなく、地元のシュフ（主

を詳細に調査する中で「１＋２＋３＝６」という農業の６次産

婦）の作る地産・地消・地食・地育に徹した多彩な伝統料理

業化路線を提起し、その４年後に「１×２×３＝６」という現

が人気を呼び、都市の女性たちでにぎわっている。

在の６次産業化路線に改めた。

――６次産業化をさらに進めるにはどういう方向が必要ですか。

農業が駄目になれば「０×２×３＝０」ということ、さらに、

「点から線へさらに面へ」と進めるべきだと考えて指導して

掛け算にすることで、付加価値や所得をより多くしようと呼び

きた。最も優れた実践先進事例は広島県の「世羅高原６次産

掛けた。しかし、最近は「３×２×１＝６」と逆転しつつあると

業ネットワーク」だと思う。活動の歴史、深さ、広がりはまさ

ころが多くなり、厳しく警鐘を鳴らさなければならないと痛感

に全国のトップランナーだろう。農業生産や直売所、レストラ

している。

ンといった販売、グリーン・ツーリズムなど66の多彩な経営

――逆転させないためにはどうすべきでしょう。

体が互いに学び合い、 支え合いながら、 入り込み客 数 年 間

農村の高齢化が進んでいるが、私は農村の高齢者を「高齢

130万人、直売所関係だけで年間17億円を売り上げている。

者」と呼ばず、
「高齢技能者」と呼んできた。高齢者は単に年

さらに世羅町全体の農村公園化を目指している。こうした積み

齢を重ねてきたのではなく、知恵や技能などを頭の先から足の

重ねで、就業の場も広がることになる。

先まですり込ませて生きてきた人たちだ。その持てる知恵や技
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いていの台風はひっかかるような仕掛けにできてい
る。また大陸塊の縁辺のちぎれの上に乗っかって前に
かいこう

は深い海溝を控えているおかげで、地震や火山の多い

私は考えている。

5．メディコ・ポリスを考える――色平哲郎医師の提言

ことはまず世界じゅうの大概の地方にひけは取らない

日本の農村では、農民たちがお金を出しあって、病

つもりである。その上に、冬のモンスーンは火事をあ

院を建て医師を雇ってきました。 私が働く佐久病院の

おり、春の不連続線は山火事をたきつけ、夏の山水美

正式名称は「ＪＡ長野厚生連・佐久総合病院」といい

はまさしく雷雨の醸成に適し、秋の野分は稲の花時刈

ます。厚生連とは、農山村などに医療機関を確保する

り入れ時をねらって来るようである。日本人を日本人

ため、農協が設立した組織。無医村の解消、そして比

にしたのは実は学校でも文部省でもなくて、神代から

較的安い費用で受診できるように、との配慮で、農民

今日まで根気よく続けられて来たこの災難教育であっ

の組合が「公的病院」として建設、全国に110以上、

たかもしれない」
（
『寺田寅彦随筆集』第５巻、岩波文

その多くが郡部にあります。 農村医学の確立者として

庫）
。

知られる佐久病院の故・ 若月俊一院長は、
「すべての

の わき

私の若い時に読んだこの一文、とりわけ、
「日本人を

医療は、地域医療でなければならない」と語り、その

日本人にしたのは……神代から今日まで根気よく続け

立場に徹して病院を育ててきました。 今、 地域医療が

られて来たこの災難教育であったかもしれない」とい

注目されるのは、逆にいえば、医療が地域から浮いて

うくだりが頭の片隅のどこかに残っていて、 東日本大

しまっているからかもしれません注７）。

震災を機にあらためて書庫から探し出し、読み直して
引用してみたのである。まさしく、 広い視野に立った

また、食料・農業・農村基本法においてもその第34

観点から、とりわけ空間軸、時間軸という基本視点に

条の２において「衛生、教育、文化等の生活環境の整

立って、日本列島の特質、日本の自然、それがもたら

備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう」と

す危険と豊かさ、その上に築かれた日本の農漁業、農

うたっていることは言うまでもない。

漁村の特質を短い文章のなかで、鋭い洞察力で見事に
えぐり出していることに感嘆する。
それと同時に、
「災難教育 」 という一語のなかに、
繰り返し痛めつけられ被害に遭ってきたにもかかわら

「多様性のなかに強靱な活力は育まれる。
6．
画一化のなかからは弱体性しかうまれてこない。
多様性を生かすのがネットワークである」

ず、 日本人の祖先は、 それに打ちひしがれることな

このことは、かねてより私のモットーとするところで

く、 たびたび力強く立ち上がってきたのだ、しっかり

ある。４ポリス構想による地域興しも、この路線で進

頑張ろうではないか、という声援を寺田寅彦は送って

めるべきだと考えている。
このような発想と構想、そして実践を通じて展開し

いるように思えてならない。
それだけではない。
「災難教育 」という言葉のなか
に、
「共助」の精神、
「協同」の精神も説いているので
はないかと私は受け止めている。災害に打ちひしがれ

注７）
「所長の部屋」
（前掲・注３）第200回「メディコ・ポリスの望まし
い姿を考える――色平哲郎医師の提言の紹介を通して――」
。
なお、ここで紹介させていただいた色平医師の提言の原本は「国民皆
保険50年――私たちの『宝』を失わないために」というＮＨＫで放映（
「視

たなかから、私たちの祖先はたびたび立ち上がってき

点・論点」2011年7月6日）した原稿で、色平医師、ＮＨＫ両者の了承

て現代の日本があるのであるが、 それは、 単に「学

の下に引用させていただいたものの一部である。

校」や「文部省」の教育によるものではなく、災害の
なかから、地域の全員が心と力を合わせて、つまり協
同の精神、共助の精神で立ち上がってきたのだという
含蓄を込めて「災難教育」と表現したのではないかと

6
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また、 地域医療、 さらにＪＡに求められる医療の課題については、
「
“生きる”ことの大切さから目をそらさない 地域が求める医療と福祉の
実現を…」
（
「盛岡正博・今村奈良臣対談 医療・ 介護・福祉――ＪＡ
が果たすべき役割」
、
『ＪＣ総研レポート』2011年春、vol.17）も併せて
参照いただきたい。盛岡氏の提言を全国に生かしたいと心から願ってい
る
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てきている「世羅高原６次産業ネットワーク」の活動

に組み立て直し、その活動の歴史と実態を分析、考察

を、私が理論的、実践的に構想する４ポリス構想の姿

してみたいと考えている。

Ⅲ 世羅高原 6 次産業ネットワークの分析と考察
1．世羅町の概観――ネットワーク活動の前提条件
（1）なぜ、世羅町か

諸都市の消費者に向けたインショップ方式の直販事業
の展開。さらに、これらを基盤とし背景として展開さ
れる斬新なグリ ー ン・ ツ ー リズムなど。 さらに加え

広島県世羅郡世羅町は広島県中央部にある中山間

て、全町農村公園化を目指した運動。かねてより私が

地域の農村であり、農業を除けば取り立てて注目する

提起し展開してきた「農業の６次産業化」に向けた多

ような産業はない。

彩な展開がそれぞれの経営体の「ネットワーク」とい

なぜ、この世羅町に私は注目し、これからのわが国
の農村の目指すべき１つの典型として取り上げようと

う姿をとりつつ、 全町域にわたって展開しているので
ある。

したかを一言に集約すれば「世羅高原６次産業ネット

さらに、 これらの活動に加えて「公立世羅中央病

ワーク」
（以下「６次産業ネットワーク」とする）を核

院」
（正式名称は、世羅中央病院企業団 公立世羅中央

とした10余年にわたる活動を通して、世羅町全域が生

病院 ）を核に、子育て支援から高齢者介護・ 在宅介

き生きとした活力に満ちているからであり、 わが国の

護システムなどのネットワークもできている。

他の農村地域の目指すべき将来像を提起し続けてきた

このように、 世羅町を舞台にした私の構想する４ポ
リス構想に基づく農村地域づくりの姿が展開している

と考えたからである。
大小相補ともいうべき多彩な農業の姿、その農業も
米・ 麦・ 大豆の生産に象徴される水田農業だけでな
く、ナシやブドウに代表される果樹農業、養鶏、酪農

のである。
そこで、あらためて以下、実態を踏まえて分析を進
めていきたい。

などの畜産、そして多彩な野菜生産、さらに多彩な花

なお、６次産業ネットワークの創立12周年を記念し

づくりを通したいわゆる観光農業など農業部門だけで

て『世羅高原６次産業活動記録集 』
（世羅高原６次産

も多彩であるだけでなく、これらの農畜産部門で生産

業ネットワーク・世羅高原６次産業推進協議会 発行）

された農畜産物を多彩な姿に加工する食品産業部門や

が2012年３月に刊行されており、これにより12年に及

レストランなどの展開、さらにそれらの生産物、 加工

ぶネットワークの歩みとネットワークを構成する63団

品などを販売する農畜産物直売所の活動や瀬戸内海

体の姿と全容を知ることができる。
（2）世羅町の地形的特質

広島県

世羅町

世羅町は広島県世羅郡の旧世羅町、旧甲山町、旧世
羅西町の３町が2004年10月に合併して生まれた。 地
理的、地形的には、瀬戸内海に流れる芦田川水系と日
ごう

かわ

本海に流れる江の川水系の源流域にあり、中国山地の
広島市

中央部に位置するが、なだらかな山々に囲まれた歴史
の古い町である。人口は１万7910人、世帯数6725世
帯（2011年９月末現在 ）
。 標高350mから452mの間
に耕地が開け、１戸当たり平均1.3haである。しかし、
農業の特徴を知る上ではその地形的特質に触れておか
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なければならない。町のほぼ中央に「世羅台地」があ

農家率は18％と高いようであるが、これには高齢専業

り、その麓、周辺部に水田を中心とする旧来からの集

農家もかなり多いと思われる。１戸当たりの農地面積

落が展開している。

は1.3haと西日本にしては大きいが、後にあらためて見

世羅台地を中心に、 戦後、 農地開発が盛んに行わ

る世羅台地の大規模農業経営の姿や集落営農の組織

れた。昭和20年代の緊急開拓に始まり、県営開拓パイ

化・法人化を考慮すれば１戸当たり平均規模の持つ意

ロット事業、さらに1977（昭和52）年からの国営農地

味は薄い。水田の基盤整備は西日本の動向から見れば

開発事業により357haの農地が造られた。この国営開

70％と高くなっており、また樹園地（果樹が中心）の

発農地には地元や県外から38の農場が入植、 定着

比率が高いのも特徴である。農業生産額は105億円、

し、ナシ・ブドウなどの果樹、トマトなどの野菜、花

畜産が半ば以上を占め、 野菜や果樹の比率が稲作に

農園などの大規模農場が活躍している。その優れた農

比べて相対的に高くなっているが、これらは農業の６

場の典型事例は後に述べることにする。

次産業化と大いに関わってくるので、 後にあらためて

他方、台地下の旧集落は後に述べるように水田農業
を基本としてきたが、水田基盤整備率は70％近くに達
し、多様な形の集落を基盤として集落営農、その発展
型の集落農場化、 法人化が急速に進み、 その組織率
は広島県下のトップに位置するようになっているが詳

考察を深めてみたいと思う。

2．世羅高原 6 次産業ネットワークの現況
（1）６次産業ネットワーク会員の現況
表２に掲げた一覧表は、６次産業ネットワーク事務

しくは後で考察する。

局の整理した、2011年６月現在の会員の一覧表であ

（3）世羅町の交通条件

る。どのような順序で並べられているかは定かではな

世羅町の幹線道路網は、国道184号が南北に、国道

いが、主な産品や活動内容などを見る限り、果樹や畜

432号が東西に走り、この国道と交差する形で主要地

産物、野菜を生産する農場もあり、花観光の農園もあ

方道６路線、一般県道８路線が整備されている。さら

り、農産物加工を行う事業所もあり、農産物直売所な

に現在工事中である高速道路（尾道〜松江の、 中国

どもある。また世羅高校などの学校もあり、尾道市農

横断自動車道尾道松江線）のうち、世羅ＩＣまでが開

協などもあって、ともかく６次産業ネットワーク会員は

通し、尾道市、瀬戸内へのアクセスが便利になり、ま

多彩である。

た広島空港へは広島中央フライトロ ー ドの整備によ

これらを以下でアグロ・ポリス、フード・ポリス、エ

り、アクセスは便利になってきている。こうした道路整

コ・ポリスというように、私なりの論旨に従って整理し

備により６次産業ネットワークの活動も一段と整備さ

つつ、その活動の位置付けを行っていくことにする。

れたように見られる。
（4）世羅町農業の現状
世羅町の農業の概況を表１に整理して示した。専業
【表1】世羅町農業の概況
農家数
専業農家
耕地面積
水田面積
基盤整備
畑面積
樹園地面積
農業生産額
稲作
野菜
畜産
果樹
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2826 戸
518 戸（18％）
3650ha（農家１戸当たり 129.1a）
3030ha
2410ha（整備率 69.1％）
387ha
209ha
105 億 5000 万円
22 億 4000 万円（21.2％）
15 億円（14.2％）
56 億 5000 万円（53.6％）
6 億 5000 万円（6.1％）
出典：世羅町資料より
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（2）アグロ・ポリスに当たる会員
この表２に示した会員一覧表のなかで、 アグロ 印を付
したものが、私の規定するアグロ・ポリスに相当する
会員と考えてよいであろう。
しかし、これら37の経営体は、その多くが農産物あ
きん たけ

るいは畜産物、 菌茸類の生産を行っているだけでな
く、後に典型事例の分析で示すように、自ら加工や販
売などを行っている場合が多い。その点を考慮しつつ
も、一応、アグロ・ポリスの概念に当てはめてみたの
である。
（3）フード・ポリスに当たる会員
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【表2】ネットワーク会員名簿（平成23年度）
№
会員名
代表者
主な産品・活動
1（農）世羅高原農場 エ コ
吉宗 誠也
観光（チューリップ・ひまわり・ダリア・ダイコン）
2 香山ラベンダーの丘 エ コ
黒瀬 哲美
観光（ポピー・ラベンダー・コスモス）
、ブルーベリー摘み取り
3 ラ・スカイファーム エ コ
石井 倫太郎
観光（菊桃祭り・梅もぎ・クリひろい）
4（農）世羅幸水農園 アグロ
前 環
世羅梨直販、観光（ナシ・ブドウ・イチゴ・スモモ）
5 寺岡有機農場（有）アグロ
坂本 詩郎
有機野菜直売（サラダゴボウ他・調味料）
6 世羅生活研究グループ連絡協議会 フード
佐古 淳子
夢小判・ふるさと小包・みそ・山菜加工品
7 大見ふれあい市場企業組合 フード
廣山 松夫
産直市場（野菜・米穀類・果物・花卉・花苗・加工品・手打ちそば・手打ちうどん）
8 四季園にしおおた企業組合 フード
内海 一男
産直市場（野菜・米穀類・果物・花卉・花苗・加工品・くん製卵など販売）
9 特産品センター かめりあ フード
宮本 真弓
加工販売所（餅・みそ・かりんとう他）
10 花夢の里ロクタン エ コ
川尻 寿義
花観光（芝桜）
11 せらにし花園 エ コ
田村 憲治
花壇苗
12 世羅高原ファームランド ドナ フード
岡田 健二
ジェラート・ヨーグルト製造販売所、乗馬体験、ふりふりバター体験
13（協）甲山いきいき村 フード
橋川 正治
産直市場（野菜・米穀類・果物・花卉・花苗・手工芸品・加工品販売・手打ちそば）
14（有）世羅きのこ園 アグロ
本池 朋美
松キノコ・松ナメコ
15 世羅農芸 アグロ
兼丸 一美
竹炭・竹酢液・竹工芸品・木炭・木酢液
16 県立世羅高等学校 エ コ
藤井 彰二
バイオによるささゆり・さぎ草栽培
17 尾道市農業協同組合 世羅営農センター フード
上中 恭男
米・茶・酒・アスパラガス
18 サンファーム畑中 アグロ
畑中 里隆
花鉢苗
19（有）世羅向井農園 アグロ
向井 彰
観光（リンゴ・ブドウ・ミディトマト・サクランボ・モモ・洋ナシ直販）
20（農）世羅大豊農園 アグロ
祢冝谷 全
世羅梨・スモモ・ブドウ直販、観光（ナシ・オーナー制）
21 フラワーパーク世羅ふじ園 エ コ
梶川 耕治
花観光（藤・しゃくなげ・牡丹桜）
22 グリーンミスト アグロ
郷坪 康二郎
花苗の生産・販売
23 フレッシュかも フード
後藤 辰子
青空市・餅・コンニャク
24（有）美波羅農園 アグロ
安井 礼子
バラの直販
25（農）サングリーン世羅 アグロ
久井 幹男
米・焼き米・トウモロコシの直売
26（農）太平牧場 アグロ
佐古 淳子
竹炭・堆肥・花の土・ブドウ
27 ジパング（有） 元氣ベーカリー フード
行田 松実
天然酵母パン・発芽玄米の加工、販売
28 世羅高原自然派工房 エ コ
後 由美子
小枝クラフト・体験
29 景山農園 アグロ
景山 千恵美
ブルーベリー・ブドウ・その他果実
30 せら福寿園 アグロ
安石 勉
世羅茶・米
31 かめ亀ぶどう園 アグロ
亀田 和登
根域制限栽培ブドウ・つつじ・サツキ・山野草苗木
32 るり園キクコ アグロ
光元 喜久子
根域制限栽培ブドウ・餅加工品
33（有）ゆう食品 アグロ
吉宗 八栄美
卵
34（有）世羅ゆり園 アグロ
風呂元 貢
ゆり・切り花・球根
35 大元ライスセンター アグロ
井上 信行
米
36 八田原グリーンパーク エ コ
（株）不二ビルサービス福山支店 野見山 体験スクール・キャンプ
37 こがね餅・峠の駅 フード
梶川 富美子
餅・ちらし寿司・うどん
38 有光農園 アグロ
有光 哲則
野菜
39（農）アグリテックあかや アグロ
永田 英則
米・漬物
40（農）
さわやか田打 アグロ
坂口 義昭
加工品
41 龍田エビネ園 アグロ
龍田 政明
エビネのバイオ増殖、販売
42（有）重永農産 アグロ
作田 博
米・野菜
43（社）みつば会 エ コ
下久保 薫
EMぼかし・EMせっけん・クッキー・天然酵母パン
44（農）
くろがわ上谷 アグロ
年宗 守男
米
45（有）津口ファーム アグロ
門田 和晴
卵
46 世羅菜園（株）アグロ
兒玉 眞德
トマト
47 大室自然農園 フード
大室 一宏
みそ・米・ゆずみそ・玄米餅、みそ造り体験
48 世羅高原新鮮組 アグロ
沖田 正治
野菜・米・雑穀
49 楽華生 アグロ
生田 秀昭
花苗・野菜・加工品
50 工房 木楽人 エ コ
森川 敏彦
木工芸品
51 せらブルーベリーガーデン エ コ
原田 亨
体験型観光農園（ブルーベリー・木苺類）
、レストラン
52（農）聖の郷かわしり アグロ
川邊 澄男
アスパラガス・乾燥野菜・漬物・コロッケ
53 祢冝谷果樹園 アグロ
祢冝谷 全
ナシ・スモモ・モモ・カキ・リンゴ
54 こだま試験農場（株）アグロ
栗原 武志
多種野菜栽培、加工、乾燥
55（株）ペアルネサンス世羅梨農園 アグロ
豊田 弘美
モモ・ナシの栽培、販売
56 くんえん工房 香豚 フード
田中 一裕
手作りベーコン
57 坂本農園 アグロ
坂本 弘
米・野菜・花木販売
58（有）こめ奉行 フード
立石 和子
米穀・加工品販売
59（農）
くろぶち アグロ
長久 信
米穀・餅・加工品販売
60 土屋農園 アグロ
土屋 文保
ブドウ・原木シイタケ
61 ヤンマーファーム〈ヤンマーアグリイノベーション（株）〉アグロ 橋本 康治
ホウレンソウ・キャベツ・玉ネギ・ニンジン・ジャガイモ
62 おへそカフェ フード
代田 京子
小麦栽培・パン作り・地場産カフェメニュー・コミュニティカフェ・農体験・田舎体験
63 千の緑農園 アグロ
下原 三千就
野菜・原木シイタケ・育苗・山羊牧場・山菜園
注：会員名の アグロ 印はアグロ・ポリス、 フード 印はフード・ポリス、 エ

コ 印はエコ・ポリスに該当する会員である

資料：
『世羅高原６次産業活動記録集』より筆者作成
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フード・ポリスに当たる会員には、表２で フード 印を

いるところである。

付した。フード・ポリスについては、私の定義は、農

（5）６次産業ネットワーク会員の、経営体としての活

畜産物の加工、そして販売（例えば直売所など）
、あ

動と、運動体としての活動——構造分析と運動分析

るいは料理・飲食の提供などの食堂・レストランなど

との両面からの考察の必要性

かなり広い分野を含むと考えている。

以上、 私の仮説として提示した４ポリス構想（メ

会員のなかで、14経営体がおおむねフード・ポリス

ディコ・ポリスについては別途後に考察）に基づきつ

に当たると考えられる。なお、県立世羅高等学校は、

つ、６次産業ネットワ ー クを構成する63団体につい

後に紹 介 するように「世 羅っとした梨ランニング

て、それぞれアグロ・ポリス、フード・ポリス、エコ・

ウォーター」というスポーツドリンクの開発に参加、

ポリスという類型に従って一応の分類を行ってみた。

協力しているが、とりあえずここでは除外し、 次のエ

このように分類した上で、会員のそれぞれの類型ごと

コ・ポリスに分類することにした。

にまず経営体としての特質を明らかにしつつ、その経

（4）エコ・ポリスに当たる会員

営体としての活動が、いかに６次産業ネットワークの

コ 印を付したのが、 エコ・ ポリスに当たる

活動に結び付いているのか、さらに世羅町という地域

会員である。エコ・ポリスというのは地域の多彩な環

全体の活性化にいかに結実しているのか、さらに町外

境保全に参加・協力している会員、あるいは花観光農

都市地域の市民や住民との多彩な連携や寄与を果たし

園の活動を通して、 新しい時代にふさわしいグリ ー

ているか、などの点に考察を深めてみなければならな

ン・ツーリズムなどの広範な活動を行っている会員を

いと考えている。そこでまず、アグロ・ポリスに分類

ここでは分類した。エコ・ポリスに該当するのは12経

した経営体の活動について、代表事例・典型事例の考

営体ということになろう。

察を進めよう。なお、先に指摘したように、世羅町の

表２で エ

もちろん、これまでも折に触れ述べてきたように、

農業は、世羅台地の開拓事業対象地域と、台地下の旧

アグロ・ポリスとフード・ポリスとの間に厳密には線が

来からの集落地域の農業の姿はまったく異なるので、

引きにくいこと、あるいはエコ・ポリスとアグロ・ポリ

それぞれ別途に考察を進めることにする。なお、以下

スあるいはフード・ポリスとの間にも線が引きにくいと

考察の対象とする農業経営体などについては、詳細な

ころがあるように思われる。

データがあるが、紙幅の制約などでその経営の要点の

しかし、 重要なことは、 以上のように、 ６次産業

みを摘記するにとどめざるを得ない。詳細な分析など

ネットワークに組織された経営体がネットワークを組

は別途学術論文などにおいて発表せざるを得ないこと

みつつ、大小相補の関係あるいは異質の経営体との共

を断っておきたい。

同活動などを通じて、世羅町全体に活力をもたらして

Ⅳ 世羅町の代表的農業経営体（アグロ・ポリス）の分析と考察
1．世羅台地に展開する多彩な農業経営体
前述したように、世羅町の農業を概観すると、世羅
台地に展開する農業経営体と、台地下に展開する旧村

たい。なお、先に断ったように、詳細な分析は紙幅の
制約でできないので、特徴が明確に分かるように考察
を行うこととする。
（1）農事組合法人世羅幸水農園（代表者 原田 修）

地域の水田を基盤とした農業とは、 まったくといって

創設は1963（昭和38） 年４月と世羅台地のパイオ

いいほど異なっている。そこでまず世羅台地に展開す

ニア的な存在。構成員20戸、１戸１組合員制の完全協

る農業経営体の代表事例・ 典型事例を紹介、 分析し

業。家族従業員男性28人、女性14人。正規従業員25

10
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人、臨時・技能実習生７人、合計74人。出資金9626
万円（組合員20人平等出資）
。

験も実施している。
なお、本農園は、1969（昭和44）年度の朝日農業

栽培面積58.9ha（うち幸水30ha、 豊水22haが主

賞中央表彰受賞集団。 私は1970年から朝日農業賞中

力）
。 ブドウ3.8ha（生食用1.2ha、 ワイン醸造用2.6

央審査委員になったが、私の就任前年のこの集団の表

ha）
、イチゴ12a、その他果実３ha。

彰調書を読み、その集団活動・共同活動を通じたすば

ナシは三水など赤ナシが中心。土づくりを基本に無

らしい農業経営の確立と地域に及ぼしつつあったその

袋有機栽培、防霜ファン、防蛾灯などを導入し、 安

指導精神にいたく感激したことを昨日のことのように覚

全・安心を基本に栽培に取り組み、消費者からの支持

えている。

は厚い。ナシの生産量は約1000ｔ。ブドウ・イチゴな

（2）世羅菜園株式会社（代表者 兒玉 眞德）

どの作物も、生食・加工用と併せて、観光摘み取り園

まず、この農場の歩みから見ておこう。

としての活動も近年進めてきている。 特にブドウは生

2000（平成12）年３月、有限会社世羅菜園設立。

食用・摘み取り用と併せて、地元「せらワイナリー」

栽培技術者２人を半年間オランダに派遣、 新しい栽

に原料を供給するため近年栽培を拡大している。

培・管理技術の確立に努めた。そしてトマト専作の農

販売については、ナシの約60％を関西、広島、北九

場として出発。2001年７月、３haの施設でカゴメ株式

州の各市場に出荷するとともに、40％を、直売をはじ

会社向け生鮮トマトの栽培を開始。2003年12月、 カ

め多様なルートを通じて地元で販売している。

ゴメからの増資を受け、世羅菜園株式会社に組織変更

特に、
1998（平成10）年以降、多様な補助事業（経

（資本金8500万円、カゴメ47％、地元役員など53％）
。

営基盤確立農業構造改善事業、農山漁村地域活性化

2005年３月、5.5haの温室を増設。現在、第１温室〜

総合支援事業などの活用、私の説く「逆さ傘」の論理

第４温室の合計８万5000 ㎡のガラス温室でトマト約

である）を導入、活用して、世羅幸水農園直営の農産

20万本、ロックウール養液栽培、長期多段取り周年栽

物加工施設や直売所「ビルネラーデン」を開設、自農

培方式で、 カゴメ向けのトマトの生産を行っている。

園産の果実や多彩な加工品、 周辺地域の多彩な農畜

もちろんこの他に２棟の選果場、保冷庫、機械室など

産物なども販売している。つまり、世羅幸水農園自体

の整備を行っており、キャッチフレーズとして「アジ

で「農業の６次産業化」を実践、実現しているのであ

ア最大級のガラス温室で生鮮トマトを周年供給し、周

る。

年集荷」とうたっている。

また、梨樹１本ごとのオーナーを募集し、各自が家

構成員４人、従業員126人。養液栽培による長期多

族で農園を訪れ、収穫を楽しむとか、ブドウやイチゴ
狩りなど多彩な販売方法を交えながら消費者との多彩
な交流に力を入れている。
さらに、町民に地元農業や伝統文化などへの理解を
深めてもらうため、小・中学校などと連携し、ナシの
年間農作業体験を実施、ナシ作り、ブドウ作りなどを
通して、農業の歴史と魅力、大切さ、苦労などを学ぶ
機会を、この農園の自主活動として提供している。ま
た「世羅高原夢まつり」では、この農園が会場の１つ
となって多彩なイベントを開催、６次産業ネットワー
ク会員と共に消費者、来場者との交流を盛大に行って
いる。また、生協組合員との交流、ナシ狩りや農業体
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こうじきん

段取り栽培と、 周年安定供給できる作型への取り組

と木材廃棄物の混合物に対し、麹菌、放線菌、糸状菌

み・有機培地（ココ椰子培地）の利用、過剰養液のリ

などの強力拡大ボカシを大量に投入し、有効微生物の

サイクル、暖房時に発生した二酸化炭素の植物の光合

生育温度域40度〜 60度を保つため、山積み切り返し

成促進への利用などによる環境保全型農業への取り組

法を半年間に20回以上行い、こだわりの牛糞堆肥作り

みや総合的病虫害防除（ＩＰＭ）の実践による化学農

をしている。これらの堆肥をロボット袋詰め機械一式

薬の使用量削減への取り組み・トレーサビリティーの

を導入し生産・販売している。

や

し

実施などを強調している。

2001年度の堆肥出荷量は、17kgの袋詰めで約15万

なおこの世羅菜園も、６次産業ネットワークに会員

袋、その他にダンプカーで取りに来るバラ積みの出荷

として加盟しており、 カゴメに出荷する規格外品（品

も多い。特に世羅町特産のアスパラガスの生産には牛

質は良い）をネットワーク加入の直売所などで販売し

糞堆肥は必要不可欠で、その他、果樹、野菜、花生

ている。

産経営からの需要が多く、供給が追いつかない状況に

（3）寺岡有機農場有限会社（代表者 坂本 詩郎）

あるようである。

世羅町南部の国営開拓乙丸団地に1994（平成６）

また、この太平牧場では、各種補助事業で施設を導

年設立。 農園の規模は山林など付帯地を含め46.3

入し、 無添加、 無着色の優れたハム、ベ ーコンの生

ha、うち植栽面積20.5ha。従業員23人（パートを含

産、販売も行っている。

む）
。 農園創立以来の活動を紹介する。 設立当初は

（5）農事組合法人世羅大豊農園（代表者 祢冝谷 全）

しょうゆの原料である、小麦・大豆を中心に栽培して

構成農家は９戸で、先に紹介した世羅幸水農園の経

きたが、1998年から有機農法による野菜の栽培を開

営形態、 運営形態と、 非常によく似ている。 設立が

始。 現在は、 露地野菜として、 ゴボウ、 ニンジン

1973（昭和48）年であるので、先輩格に当たる世羅

（春・秋）
、玉ネギ、ニンニク、サニーレタス、ナス、

幸水農園をお手本にして活動しているように私には受

ピーマンなどを中心に栽培。他方、ハウス野菜として

け止められた。

サラダ水菜、 サラダホウレンソウ、 サラダ小松菜、

経営の姿は、赤梨三水（新水、幸水、豊水 ）を基

ルッコラ、ベビーリーフ、ネギなど、多品目にわたり栽

本に生産・ 販売。 市場出荷（大阪、 広島、 北九州な

培。

ど）が70％、直売30％を目標。

また、 設立当初から有機栽培に取り組み、1998年

さらに、梨ジャム・ゼリーを加工業者に委託して製

10月に日本オーガニック＆ナチュラルフーズ協会の認

品化。売店、レストランも農場に併設されており（直

定農場となる。 さらに2000年２月に農林水産省の有

売所「山の駅 」と命名）
、そこでの直売の他、６次産

機ＪＡＳを取得、認定農場となる。これからの課題と

業ネットワーク会員として、６次産業ネットワークの直

して、土づくりによる収量の上昇、安定化、有機野菜

売所などでも販売している。

などの通信販売など販路の拡大を目指している。
（4）農事組合法人太平牧場（代表者 佐古 淳子）

（6）有限会社世羅きのこ園（代表者 本池 朋美）
このきのこ園はもともとの創業は古く、1987（昭和

太平牧場では、乳オスの肥育（常時300頭規模）の

62）年１月と聞いたが、事実上の休業状態が長く、現

預託肥育を中心にした大規模経営を行っているが、注

在の経営体としての本格的活動は2002年６月とのこと

目すべきは、大量に排出される糞尿から極めて優れた

である。従業員16人で、3000坪の広大な敷地に1700

高品質の牛糞バーク堆肥を製造していることである。

坪のキノコ栽培施設を活用しつつ、松キノコ、松ナメ

県下はもちろん県外各地の森林組合と協定、契約を結

コの栽培ならびに販売を行っている。松キノコは、特

び、木材生産に当たり排出される樹皮、おがくずなど

有のキノコでマツタケの味、匂いがして生食（刺身）

廃棄物を集め、優れた牛糞堆肥を製造している。牛糞

が可能であり、 松ナメコもマツタケ味のナメコで珍重

ふ ん にょう
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基調テーマ

地域をコーディネートする

されている。世羅町は、かつては全国で著名なマツタ

非常に高いといわれている。この組織率の高さは、町

ケの産地であったという伝統を、このきのこ園で再現

の農業指導機関の強力な指導もあったかもしれない

しようと努力しているように思われた。

が、それよりも私には６次産業ネットワークの活発な
運動が、古い体質を持つ集落の指導層に大きな刺激を

2．集落営農の組織化・法人化とその多彩な展開

与え、集落の農業の個別分散的な経営を集落営農とい

先に述べてきたように、世羅町の農業は世羅台地と

う形の新しい経営体（特に法人化した場合 ） へと発

台地下の古くからの水田集落の農業の姿はまったく異

展・転化させる契機になったのではないかと考えてい

なる。

る。

世羅町の水田面積は3030ha、水田集落は大小取り

そこで、私が調査する機会のあった２つの集落営農

混ぜて372。このうち集落営農という形で組織化され

について簡潔に紹介することにしたい。
（1）農事組合法人さわやか田打（代表者 坂口 義昭）

ているのが67地区。さらにそのなかで法人化され着実
な活動を行っているのが30団体。2012年度から活動

この法人の設立は1999（平成11） 年11月と早く、

を開始したのが２団体。計32団体である
（表３参照）
。

町内の集落営農の法人化のトップランナーである。資

この表３から分かるように、 水稲を基本としつつも、

本金950万円、 構成員58人（農家51戸、 非農家７

転作としての麦、大豆、あるいは飼料作物やソバ、野

戸）
、 代表者・ 坂口義昭氏、 理事10人、 監事２人。

菜などが主である。しかし、市場性の高いアスパラガ

2009年度の売上高5548万円。 事業内容は、 経営面

スなどを積極的に取り入れているのはまだ少ない。

積43.7ha。 そのうち水稲32.7ha（うちコシヒカリ

なお、広島県は集落営農の組織化あるいは法人化な

25.9ha）
、大麦8.3ha、大豆8.3ha、ハウス２棟（アス

どについては、 全国的にも先進県であるが（現在215

パラガスを中心に野菜数種 ）
。主な資本装備はリース

法人と聞いている）
、 そのなかでも世羅町の組織率は

を含めて（リースが多いが内訳は省略）
、トラクター４

【表3】平成24年度 集落法人作付け計画（世羅町）
番号

法人名

1 （農）
さわやか田打

旧町名
世羅町

経営面積（ha)

作付け計画

利用権 作業受託
43.7

43.3

0.4

作目名
水稲

面積（ha)
32.7

作目名
大豆

面積（ha)
8.3

作目名
麦

面積（ha)

作目名

8.3 アスパラガス

面積（ha) 作目名

面積（ha) 作目名

0.9 アスパラガス

0.3

0.1

その他

1.4

その他

1.9

世羅町

49.7

43.7

6.0

水稲

35.2

大豆

4.9

麦

6.0 飼料作物

0.9 ハトムギ

世羅町

34.1

33.5

0.6

水稲

26.0

大豆

0.9

麦

4.7

2.0

4 （農）おがみ

世羅西町

11.8

11.8

水稲

9.3

ソバ

2.2

5 （農）アグリテックあかや

甲山町

33.1

31.2

水稲

21.2

大豆

6.8

麦

2.0 飼料作物

0.6 キャベツ

0.4 アスパラガス

6 （農）かみだに

甲山町

17.0

17.0

水稲

10.6

大豆

2.6

枝豆

0.6 カボチャ

0.1 その他

0.2

7 （農）いきいき高田

甲山町

10.3

9.8

大豆

0.3

8 （農）
くろがわ上谷

世羅西町

24.0

24.0

9 （農）
うづと

0.5

水稲

7.0

1.3 キャベツ

1.7

水稲

17.8

麦

3.2

ブドウ

0.2

白菜

甲山町

40.5

24.2

16.3

水稲

19.0

大豆

5.3

麦

5.3

10 （農）いーね伊尾

甲山町

17.3

17.1

0.2

水稲

13.0

大豆

3.9

麦

2.3

11 （農）聖の郷かわしり

甲山町

22.3

21.7

0.6

水稲

16.0

大豆

1.6 キャベツ

12 （農）ふぁーむ賀茂

世羅町

51.1

50.8

0.3

水稲

39.5

大豆

13 （有）重永農産

世羅町

22.5

22.5

水稲

18.0

大豆

1.1 飼料作物

14 （農）ふるさと重永

世羅町

26.1

26.1

水稲

17.7

大豆

7.1

1.3

15 （農）上小国

世羅西町

23.0

23.0

水稲

15.0

麦

3.6 キャベツ

16 （農）恵

世羅町

37.0

33.0

4.0

水稲

20.0

麦

4.0 飼料作物

5.0

ソバ

17 （農）黒羽田

世羅西町

11.1

10.6

0.5

水稲

9.4

大豆

1.0

ソバ

0.2

ブドウ

ソバ

18 （農）上津田

世羅西町

20.0

19 （農）
とくいち

世羅町

23.9

23.1

20 （農）たさか

甲山町

14.3

21 （農）かがやき有美

世羅町

22 （農）つくち

世羅町

23 （農）ほりこし

10.0

麦
その他

ソバ

0.1 野菜全般

0.2

0.6 アスパラガス

2.4 その他

1.1

3.0 飼料作物

0.9 ブドウ

0.3

2.0 キャベツ

0.3 その他

1.1

5.0 キャベツ

4.0 スイートコーン

1.0

0.2

0.6
0.5

20.0

大豆

20.0

0.8

水稲

18.8

大豆

1.2

2.8

白菜

0.2 自己保全

0.7 菜の花

14.3

水稲

12.5

大豆

0.8 飼料作物

0.8

ブドウ

0.1 小豆

0.1

10.0

10.0

水稲

8.4

大豆

1.4 自己管理

0.2

8.5

8.5

水稲

7.6

大豆

0.6

0.3

世羅町

16.3

15.8

水稲

12.1

大豆

1.9 キャベツ

0.6

加工米

0.9 カボチャ

0.2

24 （農）すなだ

甲山町

19.6

19.6

水稲

12.8

大豆

0.4 飼料作物

0.4

ブドウ

0.2 キャベツ

0.6 アスパラガス

25 （農）せら青近

甲山町

10.0

10.0

水稲

8.1 飼料作物

0.7

牧草

1.0

26 （農）きらり狩山

世羅西町

10.7

10.7

水稲

7.3

大豆

0.7

ソバ

0.1

その他

0.8

27 （農）大福ファーム

世羅西町

7.0

7.0

水稲

4.7

大豆

0.3

0.5

28 （農）ひまわり

世羅西町

7.3

7.2

0.2

水稲

5.9 飼料作物

1.3

29 （農）せら冨士屋

世羅町

6.5

6.3

0.2

水稲

4.5

2.0

30 （有）アグリーセラ

世羅町

19.2

19.2

水稲

その他

14.0 飼料作物

飼料米

面積（ha)

0.7 キャベツ

2 （農）
くろぶち

1.9

作目名

1.8

3 （農）安田まさくに

ブドウ

面積（ha)

0.1 飼料米

3.0

ブドウ

0.1 キャベツ

1.0 スイートコーン

ソバ

1.3 キャベツ

0.3

0.5

0.4

（平成23年度に設立……平成24年度初作付〜）
31 （農）黒川明神

世羅西町

11.1

10.4

32 （農）大仙

世羅西町

11.9

11.9

0.7

水稲

8.3

飼料米

1.2

水稲

7.2

飼料米

1.1 永年作物

1.5

出典：世羅町役場資料による
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台、田植え機３台、コンバイン４台、その他管理機３

②きれいで住みよい環境づくり
（環境保全活動）

台。加工用機器に特徴があり、餅つき器、蒸し器、餅

③和を輪に広げきずなを深める（交流活動）

切り器、ポン菓子器、ポン煎餅器などを所有し、餅加

④リーダーを育て組織を継続する（研修・教育活動）

せんべい

工、みそ加工など、特に女性グループの活動が非農家

圃場整備により標準区画50ａが中心。 機械整備は

組合員たちの女性も加えて活発である。 労務費（賃

大型機械一式を整備（詳細は省略）
。利用権設定を全

金 ）は一律時給1000円、 代表理事報酬は月額15万

面的に行い、 地代は10ａ当たり１万円、 出役・ オペ

円。小作料は2009年には10ａ当たり１万2000円。圃

レーター賃金は１時間当たり800円、労働の差はなく

場整備は2005年に完了し、１枚１ha以上の大規模圃

一律。役員報酬は年間１万2000円。

ほ

じょう

場が多く、大型機械利用に難点はないという。なお、

この法人の特徴は大きく２点ある。 第１は単なる転

24歳の青年が2008年から参入し活気に満ちており、

作対応ではなく積極的に野菜などの作物を生産しよう

2006年３月に農林水産大臣賞を受賞している。

としていること、 第２に女性部の活動が目覚ましく、

また、６次産業ネットワークへの加入は2001年と早

聖の郷かわしり加工部「ケ・せらせらデリカ工房」を

く、 エコファー マ ーの認定を受け、 広島特別栽培米

設立、 多彩な加工品を生産・ 販売していることであ

（こだわり米 ）をはじめ、米、麦、大豆の加工品や各

る。いわば、農業生産法人の６次産業化を狙いとして

種野菜も６次産業ネットワーク加入の直売所などを通
じて販売し好評を得ている、とのことである。
ひじり

さと

（2）農事組合法人聖の郷かわしり（代表者

いることである。
まず作付けの状況を見ておこう（2010年度）
。水稲

川邊 澄

16.0ha、 大豆1.6ha、アスパラガス2.4haの他、 小規
模作目として、キャベツ0.6ha、玉ネギ0.2ha、ニンジ

男）
2006年８月設立と比較的新しい集落営農法人であ

ン0.1haの他、ダイコン、コンニャク、トウモロコシ、

る。 構成員は組合員43人、 併せて女性部が組織され

カボチャなど多彩な野菜の生産を行っていることであ

ているところに特徴があり、女性部員20人。６次産業

る。

ネットワーク加入も新しく2009年。

これらの野菜生産は女性グループによる「ケ・せら

経営耕地面積は22.3ha。主な作物は水稲16.0ha、

せらデリカ工房」に直結し、その製品は主なものとし

大豆1.6haの他、アスパラガスが他の法人に比べて多

て、オリジナル・コロッケ、ハンバーグ、ドレッシン

く2.4ha（ビニールハウスも含む）
。

グ、浅漬け、餅、乾燥品など、約30品目に及び、町内

法人の名称は地区の中心にある聖神社と川尻集落の

の直売所での販売やふるさと便、定期便として販売す

両者から取り、圃場整備の完成と軌を一にして法人を

ることになっている。農水省の６次産業化関連の補助

設立。４つの基本理念を掲げている。これからの集落

事業も受け、加工場（約50㎡）が2012年３月完成、

営農の組織化・法人化にとって参考になると思われる

総菜などの営業許可、６次産業総合化事業認定ととも

ので紹介しておこう。

に本格的に展開しようとしている。これからの本格的

①豊かな稔りをみんなで培う
（生産活動）

な活動に期待したい。

Ⅴ フード・ポリスの展開 ―― 農畜産物加工と直売所などの活動
フード・ポリスとここで私が考察しようとしているの
は、
（１）多彩な農産物直売所、
（２）その直売所など
へ食品などを供給するために生産している農畜産物の
加工所・ 加工施設、
（３） 多彩な食堂・ レストランな
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査を行ったものについて紹介したい。
（1）協同組合甲山いきいき村（代表理事 橋川 正治）
活動の開始は極めて早く、1996（平成８） 年11月
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る。
（2）四季園にしおおた企業組合（代表理事 内海 一男）
組合員は27人、出荷会員登録者数は350人。 活動
開始は1998年４月で地域の農民などを組織して直売
所として発足するが、 すでに1991年から地域活性化
などを狙いとして、西大田地区で農産物のテント販売
など多面的な活動の前史があった。
直売所は木造平屋建て176 ㎡、 菓子・ 総菜加工場
37 ㎡、みそ加工場31㎡など多彩な活動ができる設備
を持っている。正月６日以外は年中無休、従業員は店
【写真】６次産業ネットワークの草分け的存在である「甲山いきいき村」
。
情報受発信のキーステーションの役割も果たしている

長以下16人、 会員登録料2000円、 年会費1000円、
販売手数料15 ％、 ＰOＳシステムにより販売管理、

で、６次産業ネットワークの草分け的存在である。構

バーコード、品質表示ラベルなどは会員各自添付。各

成員は組合員146人、農産物・加工品などの出荷者数

種イベントも春夏秋冬にかけて多彩に開催。さらに創

489人。会館の１階には直売所、加工室、乾燥機、ト

業前のテント市場販売の経験も現在に引き継ぎ、ＪＲ

イレなどがあり、２階は農家レストランになっていて、

三原駅前などで、３月、10月にバザールを開催。イン

「そば茶屋いきいき」 では、そばなど地域特有の食事
を出している。
直売コーナーは世羅町産の農畜産物、その加工品、
さらに種苗類、農業資材に至るまで多彩な品物が並ん

ショップなども尾道市などのスーパー７店舗で展開。
特徴ある事業は、 餅加工（杵つきあん餅 ）
、くん製
卵、手づくり揚げ、手づくりみそ、などであるが、くん
製卵は特産品として売れ行き抜群とのことである。

でいるし、ソフトクリームやコロッケなどのテークアウ

売上高は年々着実に伸び、2006年には9943万円

トコーナーも備えている。また、尾道市など瀬戸内地

だったものが、2010年には１億4045万円に、 同様に

域の都市、消費者の需要にも応じてインショップの展

レジ通過者も５万7612人から７万7598人へと着実に

開も多彩に行っている。こうして、世羅町の農業者、

伸びている。

生産者の能力を開花させる拠点となっているばかりで

（3）特産品センター かめりあ（代表者 宮本 真弓）

なく、生産部、品質部、事業企画部を充実させ、情報

活動開始は早く、1993年４月。しかし、活動の前段

受発信のキーステーションの役割も果たしているとい

階は古い。1984（昭和59）年に旧世羅西町内の15の

えよう。2009年度の売上取扱高（税込み）は４億789

生活改善グループが１つに結集し、
「せらにしふれあい

万8000円。

の会 」が設立された。1990年には、食品加工品販売

特筆しておきたい点は、甲山いきいき村で、畜産農

実績が評価され、
「農山漁村チャレンジ活動表彰」で

家と野菜農家の「土づくり協定」をつくり、安全で健

農林水産大臣賞を受賞した。受賞をきっかけに、加工

康な農産物の生産を目指すとか、1998（平成10） 年

所と店舗を建設し、1993年に「特産品センター かめ

４月には「こだわり農産物認定制度」を立ち上げ推進

りあ」を設立した。
「かめりあ」の由来は、町花である

するなどとともに、店内のパソコンで栽培履歴が確認

「椿」の英語表記である。

できるようなシステムをつくるなど、 多彩な活動を

1997年度には、郷土料理「いわし漬」などの加工・

行っている。また、学校給食、介護施設、病院などへ

販売活動が評価され、
「食アメニティコンテスト」で農

の米や野菜などの供給を行っている他、食材を仕入れ

林水産大臣賞を受賞した。とりわけ評価されたのが、

に来る町内の料理飲食店との連携も新たにつくってい

地産地消への取り組みであった。アップルパイなどの
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【写真】
「かめりあ」の売れ筋商品である「せら弁」
。色とりどりで見た目も

【写真】酪農体験ファームの一角にある「ジェラート工房ドナ」
。常時18

美しい

種類ほどのジェラートが楽しめる

多彩な菓子、柏餅、みそ、はとむぎ健康茶、そして地

1999（平成11）年。同時に酪農教育ファームとして

場産の米、 大豆、 野菜などを材料に作る弁当（せら

認証牧場となり、牧場体験のメニューをつくり、全国

弁）など、実に65品目の加工、製造、販売をしてきて

的に酪農家側と消費者・子どもたちとを結び付ける動

いたが、それが最近では80品目を超えるに至っている

きに加わった。
2001年３月にジェラート工房ドナをオー

という。

プン、2006年４月には６次産業ネットワークの拠点施

第１の売れ筋商品は「あんもち」である。原料とな

設「夢高原市場」のテークアウト店「おやつ庵」で、

る餅米、うるち米、小豆は会員が生産したものを持ち

2007年には産直市場「甲山いきいき村」にテークアウ

寄り、時間を掛けて手作りするのでおいしいと人気が

ト店を出し、ソフトクリームなどの販売を始め、６次産

あるという。

業化推進の道をたどる。 また、 後継者の参入により

第２の売れ筋は「せら弁」で、高齢者への宅配やＰ

2008年よりヨーグルトの販売も始める。ジェラートは

ＴA活動、役場、学校、ＪＡなどの会議での注文が多

世羅町特産のナシをはじめとする多岐にわたる果実類

いという。すべて地元産の原料で日替わりで手作りの

の他、花や桑、野草に至るまで30にわたり地域の味を

ため、飽きがこないといわれている。

出している。 また、 馬（ポニ ーを含む） を６頭飼育

さらに、2003年からは、地元産の大豆をより多く食
べてもらおうと、納豆に比べ特有の臭いやねばりのな
い発酵食品「テンペ」を加工・販売しており、学校給

し、乗馬クラブも開設、町の祭礼の時にも馬を活用し
ているなど家族で多彩な活動をしている。
（5）峠の駅 こがね餅（代表者 梶川 富美子）

食にも取り入れられている。これらを６次産業ネット

世羅町は瀬戸内海に流れる川と日本海に流れる川の

ワーク加盟の産直市場、 果樹園、 花農園さらにスー

分水嶺になっていることは先に触れたが、その峠の国

パーなどを通して販売している。
「体にやさしい手作り

道のそばに立地している、 家族経営による地産・ 地

の店」をモットーとしている。

消・地食を目指す楽しい食堂である。自家製の餅、う

（4）世 羅 高 原ファームランド ジェラート工 房ドナ

どん、米、野菜、山菜などをふんだんに使った、おい

（代表 岡田 健二・岡田 典子）

しい食事を出している。原料の大部分は自ら経営する

自家生産牛乳のジ ェラート（アイスクリー ム ）と

農場や隣接する山林で生産・採取したものであるとい

ヨーグルトの加工販売および酪農体験ファーム。
「牛

う。たまたま訪ねた日の昼食のうどんのなかには、マ

乳の生産現場だけにとどまりたくない」
「生産者と結び

ツタケと餅が入れられていて、その味の良さには驚い

付きたい」とジェラートの加工・販売を目指したのが

た。
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【写真】６次産業ネットワークの活動拠点「夢高原市場」

【写真】
「峠の駅」の代表を務める梶川富美子さん（左）
。お母さんと２人
でお店を切り盛りしている

（6）協同組合夢高原市場（代表者 佐古 淳子）
2006年度に県の事業として世羅高原に広大な農業
公園が建設され、その一角に「６次産業ネットワーク」
の拠点施設となる産直市場「夢高原市場」が設置され
ることになった。この施設の意義や機能などについて
は、 後に論文の総括と展望であらためて述べることと
するが、ここではフード・ポリスの拠点という視点か
ら、その機能について述べておきたい。

などである。そこで、以下、この市場の特徴と設立
経緯などについて紹介しておこう。
法人設立は2006年４月３日。 法人の種類は、中小
企業による事業協同組合。 組合員は34団体。出資金

この夢高原市場は６次産業ネットワークの拠点で、

130万円。関連団体は６次産業ネットワークを構成す

世羅町全体のアンテナショップと併せて、情報の受発

る63団体（なお、この６次産業ネットワークの構成員

信基地あるいはネットワークの司令塔の役割も持って

で、 法人格を持っていない組織･団体は組合員になれ

いるが、その点は後の総括と展望で述べてみたい。

なかった）
。

さて、その運営内容を整理すると次のようになる。

さらに、この夢高原市場の前面には広大な駐車場な

①対面によるワゴン販売

らびに多目的広場が展開されており、特に春、夏、秋

②委託によるブース販売

期の休日には広島市をはじめ瀬戸内沿岸の諸都市、大

③郷土料理のテークアウト

阪、神戸など関西圏の大都市からの入り込み客で満杯

④農村の暮らし方の体験交流

となる日が多い。そういう意味でも、６次産業ネット

⑤ワイナリーレストランへの食材供給

ワークの拠点でもあり、私のいうところの「アグロ・ポ

⑥情報コーナー設置と情報の受発信

リス」
「フード・ポリス」
「エコ・ポリス」の拠点的存在

⑦会員の商品の宅配便利用による販売・発送

になっている。

⑧エコ活動の多面的推進

Ⅵ エコ・ポリスの展開 ―― 花観光農園と新しい時代のグリーン・ツーリズム
６次産業ネットワークの総意として、2011年に「町

ならびに世羅町議会に対して行った。世羅町全域の環

土全域を農村公園にしよう」という提案を、世羅町長

境保全と併せて、安全・安心な農産物の生産と供給を
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行おうという、極めて斬新な提案である。この提案の

こう。

内容と意義については、後に本論文の総括と展望であ

１月／ダリアの分球、２月／イチゴの管理、３月／

らためて考察することとして、６次産業ネットワークの

イチゴの管理・開園の準備、４月／ チューリップ祭

構成メンバーが、花観光農園の開発などを通して、い

り・イチゴ狩り開始、５月／チューリップの掘り上げ・

かにエコ・ ポリスに当たる活動を推進しつつあるか、

トウモロコシとスイカの植え付け、６月／ひまわりとダ

また新しい時代にふさわしいグリーン・ツーリズムを

リアの植え付け、７月／ひまわり畑除草・ダリアの芽

推進しているか、私の調査した典型事例を紹介するこ

欠き、８月／ひまわり畑開園・ひまわり祭り開催・トウ

とを通して見ておきたい。

モロコシとスイカの収穫・ ダイコンの種まき、９月／

（1）農事組合法人世羅高原農場（代表者 吉宗 誠也）

ダリア祭り開催、10月／大根祭り開催・チューリップ

まず、取り組みの経緯から紹介しよう。

植え付け、11月〜 12月／ダリア掘り上げ・ダリアの分

農場は前述の世羅台地にあり、 法人の設立は古く

球。

1978（昭和53） 年６月。当初は葉タバコ生産が中心

構成員は雇用も入れて９人であるが、このように、

であったが、切り花（菊、スターチス、デルフィニウ

花観光農園の運営も冬期も含めて休む暇がないようで

ムなど）に転換し、1995（平成７）年春から「チュー

ある。なお、春、秋に花農園のなかで開催される結婚

リップ祭り」の花観光農園を開始した。

式など多彩なイベントには目を見張るものがある（駐

現在は、広大な農場で、春（４月中旬〜５月中旬）

車場1000台収容、喫茶店・トイレなど完備。入園料

チューリップ祭り、夏（８月上旬〜８月下旬）ひまわり

は大人500円・子ども300円）
。

祭り、秋（９月中旬〜 10月下旬）ダリア祭りを行い、

（2）多彩な世羅町の花観光農園

その来園者数は多数にのぼる。その他に春のイチゴ狩

順不同であるが、紙幅の制約で、詳細を述べるゆと

り、夏のトウモロコシのもぎ取り、秋のダイコンの掘り

りがないので、世羅町で展開している多彩な花観光農

取り、などを組み合わせて、冬期以外は常時なんらか

園を紹介するのみにしておこう。

の形で訪ねて来てもらえるような経営を行っている。

①香山ラベンダーの丘（ポピー、ラベンダー、コスモ

特に、10月の「大根祭り」には都市部から子ども連れ

ス）

が多数訪れ、ダイコンを収穫し持ち帰るイベントは好

②世羅甲山ふれあいの里（しだれ桜）

評を博しているという。

③花夢の里ロクタン（芝桜、菜の花）

さて、農場の作業スケジュールを併せて紹介してお

【写真】季節ごとに色とりどりの花々が楽しめる「世羅高原農場」

④せらふじ園（藤、ぼたん）

【写真】
「香山ラベンダーの丘」の花時計。この他にも、世羅町では数多
くの花観光農園がそれぞれの特徴を生かしながら展開している
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⑤ラ・スカイファーム（菊桃の花）
⑥有限会社世羅ゆり園（ゆり、ビオラ、ケイトウ、サル
ビア）
⑦有限会社美波羅農園（バラ）
もちろん、 以上の花農園では花苗や球根などの生
産、販売も行っているのが多い。
（3）県立世羅高等学校（代表者 藤井 彰二）
この項で世羅高校を紹介すべきかどうか迷ったが、
『世羅高原６次産業活動記録集 』に沿って引用する形
【写真】世羅高校と６次産業ネットワークのコラボで生まれた「世羅っとし

で紹介させていただく。

た梨ランニングウォーター」
。ネーミングとラベルは生徒たちが考案した

６次産業ネットワーク加入年：1999（平成11）年

ウォーター」
「飲む梨ゼリー」の試飲調査やネーミ

、２年 農業経
学科構成：１年 農業経営科（１クラス）

ング・ラベルデザイン考案など、地域特産品の共

営科（２クラス）
、３年 生産情報科（１クラス）
、環

同開発も行っています。今後は、地域の活性化に

境科学科（１クラス）

繋がる「世羅高ブランド」の開発を積極的に行い、

取り組み概要：本校は、平成22年度より
「農業経営科」
に学科改編し、
「地域の農業・ 社会を充実・ 発展

つな

地域農業に少しでも貢献していきたいと思ってい
ます。

させることのできる起業家精神に富む人間性豊か

商品開発の現状：９月末（今村注：2011年 ）には食品

な将来のスペシャリストの育成」に向けスタートし

製造棟が新築完成しました。現在地域と連携して

ました。特に、生産から加工・販売までをトータ

行っているオリジナルブルーベリージャムや宇宙

ル的に学習する６次産業類型を設置し、地域特産

ダイズによる特産品の共同開発を加速させていき

品や学校ブ ラ ン ドの開発に向け取り組んでいま

たいと思います。生徒のユニークな発想で安全・

す。そのため、 世羅高原６次産業ネットワーク

安心にこだわった商品開発を行っていきます。
（藤

コーディネーターの後由美子氏による６次産業の

井 彰二）

うしろ

意義と可能性についての講演や農事組合法人世
羅大豊農園による果樹栽培の技術指導などを計画
的に実施し、地域農業への理解を深めています。

以上が『世羅高原６次産業活動記録集 』 に記載さ
れた県立世羅高等学校の記事からの引用である。

また、世羅高原６次産業ネットワークや世羅町役

以上のような活動に対して、後の本論の総括と展望

場などと連携し、
「世羅っとした梨ラ ン ニ ン グ

の章で若干のコメントと提案を行いたいと考えている。

Ⅶ メディコ・ポリスの現状と展望 ―― 地域の医療・介護などの現状と展望
実態分析の最後のメディコ・ポリスの現状について
素描しておこう。
世羅町では前出の色平哲郎氏（佐久総合病院 医師）

や高齢者介護などの多面的展開が行われているように
は見られないし、また、この分野についての私なりの
実態調査も十分には行うことができなかった。

や盛岡正博氏（ＪＡ長野厚生連 代表理事理事長）の

先に述べたように、 現在世羅町には、
「公立世羅中

提案や構想に示されているような、ＪＡによる組織的

央病院」がある。内科、神経内科、小児科、外科、整

なメディコ・ポリス構想に当たるような地域医療活動

形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉
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科、 婦人科（ただし、 産科はない）
、 歯科、 口腔外

うな農村の高齢者に関わる問題については、私なりの

科、矯正歯科、リハビリテーション科というほとんど

提言を記しておきたい。

の分野をカバ ーする総合病院である。 病床数は155

かねてより私は「いま高齢化が農村で進んでいる

床、医師31人（うち常勤10人 ）
、歯科医師５人（うち

が、高齢技能者と女性の持つ活力を結合し生かそう」

常勤１人）
、薬剤師５人などを含め、職員約150人の公

と呼び掛けてきた。

立総合病院である。この病院の歴史の変遷は多岐にわ

私は以前より農村の高齢者を「高齢者」と決して呼

たり、複雑であるので省略するが、産科がないことを

ばず「高齢技能者」と呼んできた。農村の高齢者は単

除けば、 おおむね不便はない、 というのが６次産業

に年齢を重ねてきたのではなく、知恵と技能・技術な

ネットワークのメンバーの皆さんの評価であった。

どを頭から足の先までの五体にすり込ませて生きてき

また、高齢者介護については、世羅町では在宅介護

た人たちである。その持てる知恵と技能などを、地域

が主流で、介護施設などに入るのを嫌がる風潮が強い

興しに、とりわけ農業の６次産業化に生かしてもらい

という評価であった。 ただし、 私なりに注目したの

たい。しかし、高齢技能者は作ったり加工したりする

は、１人暮らしの高齢者に対しては、夕食を配達する

のは上手だが、 企画したり売ったりするのは下手だし

のに対し、半額町費で負担するとか、高齢者が買い物

苦手である。そのためには、若い女性、中堅の女性た

をするための乗り合いタクシーについては、１回300円

ちの多面的なリーダーシップが不可欠である。高齢技

を町費から助成するなどの措置が講じられているとの

能者を安易に老人ホームなどに送り込むのではなく、

ことであった。いずれにしても、このメディコ・ポリス

６次産業の各分野で大いに働いてもらい、ある日、
「ピ

仮説に関わる調査については本稿では不十分であるこ

ンピンコロリ」と皆にたたえられて大往生を遂げてい

とを自ら認め、その望ましい姿として、色平哲郎氏や

ただくようにしてもらいたい。６次産業ネットワークの

盛岡正博氏の提言にゆだねることとしたい。

持つ意味は、しかるべく大きいと私は考える。

ただし、６次産業ネットワークとの関係で、次のよ

Ⅷ 総括と展望
以上、４ポリス構想の提起という大胆な仮説を提起

原６次産業活動記録集』であった。世羅高原６次産業

しながら、世羅高原６次産業ネットワークの活動を素

ネットワークの12年にわたるすばらしい活動の歴史と

材に分析・考察を重ねてきた。そこで若干の総括と展

運動の記録に接し、私の発案・提言してきた「農業６

望を行ってみたいと思う。

次産業化」の理論を、農村という空間軸を基本に、包

1．運動論、構造論、政策論

括的構造論としてもう一度体系的に捉え直す仮説とし
て「４ポリス」構想を提示し、その視点から世羅高原

農村の実態を踏まえつつ、農村のあるべき方向につ

６次産業ネットワークの活動を理論化し、一般化する

いて、分析、考察されてきたこれまでの多くの論文を

ことによって、わが国の各地域の農業・農村の再生の

大胆に私なりに類型化してみると、
（１）運動論、
（２）

エネルギー源にならないだろうか ——このような思考

構造論、
（３）政策論の３類型に大別できると思う。し

のなかから本論を展開してみたのである。

かし、この３者を総合し、統合した新しい視点からの

それ故に、国の農政、県・市町村の農政、さらに食

望ましい農業・農村の姿をいかに構想し、社会に提言

料・農業・農村基本法を踏まえれば、食料・農業・農

すべきか。それがなかった。今、それが問われている。

村政策の総合政策の方向は、いかにあるべきかを提示

そのことを考える契機を与えてくれたのが『世羅高

し得たつもりである。 もちろん、 農協陣営において
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も、今秋の第26回ＪＡ全国大会を前にして、包括的・

どに伐採され管理されることなく放置されている姿が

総合的な地域政策はいかにあるべきかを深める一助に

悲しい。環境保全の観点からも、全町土農村公園構想

本論文がなれば幸いであると考えている。そこで、残

の提言の視点からも全力を挙げて取り組むべきではな

された基本問題を述べつつ総括と展望を行ってみたい。

かろうか。

2．全町域を農村公園に

その改善策の１つの方法としての提案は、牛の放牧
による「牛の舌刈り」
（人手による「下刈り」 ではな

これまでの12年にわたる実り多い活動を踏まえて、

い）により、雑草を牛の飼料として食べてもらい、里

「町土全域を農村公園にしよう」という運動と提言を世

山の再生に寄与することができないかという提案であ

羅高原６次産業ネットワークは打ち上げ、町長、町議
会などへ提言を行っている。
その基本方針と内容の核心は以下のとおりである。
（１）自
 然を活かし、世羅高原から発信する、楽しく元
気のあるまちづくり
（２）せ
 ら夢高原を拠点とした町中各団体の個性を伸ば
すためのまちづくり
（３）世羅ブランドが確立できるまちづくり
（４）ネットワークの次世代育成に取り組むまちづくり
そして具体的な事業としては、民泊体験と農業体験

る。
乳牛は７つの優れた機能を持っていると私は考えて
いる。
①口は一生研ぐ必要のない自動草刈り機
②あの長い首は餌を運ぶための自動式ベ ルトコン ベ
ヤー

た

③４つある巨大な胃は人の食べられない草を食べ貯め
て消化し、栄養素に変える食物倉庫
④内臓は現代の科学技術でも合成できない牛乳の製
造工場

の実施、大型イベントの実施、分かりやすい案内看板

⑤尻は貴重な肥料製造工場

の整備、特産品開発のための技術支援と整備、６次産

⑥４本の足は35度の急傾斜地でも上り下りできる超高

業大学の開設と研修施設の実施、などが盛り込まれて
いる。
いずれも適切なものであり、町行政としても実施し
てほしいし、 先に展開してきた私のエコ・ポリス構想
提案のより実践的具体化策として全町農村公園化構想
は欠かせないと考えている。
ただし、若干の重大な問題点は残る。以下述べてみ
よう。

3．森林、特に里山の改善を
今回の調査を通じて痛切に感じたことがいくつかあ
る。
第１は山林、林野とりわけ集落周辺に広がる里山の

性能ブルドーザー
⑦１年１産で子孫を殖やす
乳牛が駄目なら和牛でもよい。和牛は④の機能は低
いが、人間の必要とする上質の肉を供給してくれる。
そして、今、太陽光発電器は安くなり容易に手に入
るようになった。リード線を張り、牧区を切り、牛の逃
亡を防ぎ放牧するのは容易になった。水源と岩塩を提
供できれば放牧は決して難しくはない。また、牛がい
れば、イノシシやシカなどの農作物に被害を与える野
生動物も出てこなくなる。 荒れた里山はよみがえり、
さらに景観動物としての光彩を放つ。できればヒツジ
も放牧したいが、野犬天国の日本では野犬に食い殺さ
れてしまう恐れがある。

管理についてである。かつて世羅町をはじめとする広

景観を彩る動物がゆったりと草を食べている光景に

島県下の山林、特に里山は、マツタケの産地として著

は、女性や子どもたちが喜び勇んで訪ねてくるであろ

名であり、よく管理された森林であった。そこが、い

うし、里山をはじめとする荒れた林野の景観と環境保

わゆる松食い虫によって松が枯れ、荒れるにまかせて

全の修復に大いに寄与するであろう。ぜひ、考えて、

いる。クヌギやコナラなどの落葉樹もシイタケ原木な

対策を立て、実行に着手してほしい。
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4．県立世羅高等学校への改革の提言

（せめて支店単位に） 根差した活動が弱いこと、合併
を重ね大規模農協になり、地域に根差した農業・農村

昨年（2011年 ）の12月であったが、滋賀県立八日

との結合の弱体化が反映しているのではなかろうか。

市南高等学校から講演の依頼があった。テーマは「農

世羅高原６次産業ネットワークの活動をあらためて勉

業の６次産業化の理論と実践」であった。八日市南高

強し、新たな時代にふさわしい６次産業化の推進に全

校の前身は農業高校であったようで、学科の改革や授

力を挙げることを望みたい。

業の改革を意図しており、そのための講演依頼であっ
たように思う。 詳しい事情はもちろん分からなかった
が、私の旧友の滋賀県知事嘉田由紀子さんの示唆があ

6．英知と情熱に支えられた「世羅高原６次産業ネッ
トワーク」の運動

り、 私が講師に呼ばれたのではないかと想像してい

本稿の結びに当たり、世羅高原６次産業ネットワー

る。当日の講演には滋賀県下の旧農業高校関係の先生

クを推進してきたダイナミ ッ クな運動の姿、 突き当

方や普及員などの県職員が多数出席し、大きい会場は

たった苦難の数々、それを切り開き、乗り越えてきた

満杯であった。

英知に満ちた人材の数々、特に女性の皆さんの献身的

この経験を踏まえながらの提言であるが、世羅高校

な活動の姿――こういう課題にはここでは一切触れ得

においても、世羅高原６次産業ネットワークの会員で

なかった。本論文は構造分析に視点を据え、限られた

あるし、また共同で開発した好評の「世羅っとした梨

紙数で展開せざるを得なかったので、上記課題は他日

ランニングウォーター」の経験と実績もあることから、

を期したい。

思い切って、例えば農業経営科を「６次産業学科」に

農業の６次産業化を成功させるには、人材が欠かせ

改革したらどうだろう。 全国で初めての「６次産業学

ない。人材とは、私見では、①企画力、②情報力、③

科」を創設し、全国から学生を募集すれば、活力がさ

技術力、④管理力、⑤組織力の５つの要素の総合力、

らに湧くのではなかろうか。 駅伝ではこれまで７回日

と定義しているが、世羅高原には、人材が、とりわけ

本一になったことで世羅高校は有名であるが、
「６次産

他の地域に比べて優れた女性が多い。こういう視点も

業学科」を創設し、さらに名実ともに充実した高校に

踏まえて、他日あらためて運動論の視点から「世羅高

なってほしいと考える。

原６次産業ネットワーク」の活動を総括してみたい。

5．JAは全力を挙げて農業の 6 次産業化に取り組もう
世羅町をたびたび訪ね、 世羅高原６次産業ネ ット
ワークの皆さんと話し、調査も重ねてきたが、そのな
かでさびしいと痛感するのは、世羅町ではＪＡの影が
薄いということである。確かに世羅高原６次産業ネッ
トワークの一会員（尾道市農業協同組合、世羅営農セ
ンターが会員）ではあるが、影が薄い。肥料・農薬の
販売の他、世羅産米の米粉から作ったラーメン・パス
タの販売、世羅茶の加工・販売などを行っているにす
ぎず、積極的な活動が見えない。全国的に見ても、Ｊ
Ａの直売所はかなり増えてはきたが、やはり、地域に
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法政大学 現代福祉学部 准教授●図司

な お

や

直也

1．はじめに ―― 都市農村「交流」から「協働」の段階へ
地域に新しい活力を生み出すためには、地域を開い

また、交流の主体となる世代に広がりが出てきた点

て、 外部の情報や人材を受け入れる姿勢が欠かせな

も特徴的である。これまで田舎暮らしを志向するＵ・

い。 農山村地域においても、1970年代に端を発する

Ｉターンも、主として団塊世代を想定し、
「2007年問

都市農村交流にその意義が見いだされてきた。近年で

題」として団塊世代の大量退職時の動向が注目されて

は、棚田オーナー制度や里山保全活動、野焼き支援ボ

いたが、実際は、定年延長や再雇用により、この世代

ランティアなど、特定の地域資源の管理・活用に都市

のふるさと回帰は先延ばしになっている。他方で、未

住民が関わる交流に関心が集まるようになってきた。

知な生活空間に関心を寄せる学生、自分探しのきっか

さらに、1990年代半ばに立ち上げられた農山村地域と

けを求める団塊ジ ュ ニア世代以降の20代・30代が農

若者の出会いの場づくりの試みは、
「緑のふるさと協力

山村に赴く動きの方が目立ち始めている。先に挙げた

隊」
（地球緑化センターが主催 ）や「地域づくりイン

「緑のふるさと協力隊 」 や「地域づくりインタ ー ン事

ターン事業」
（地域づくりインターンの会などが主催）

業」のみならず、2000年代に入って、各地でさまざま

がすでに10年あまりの蓄積を有し、若者が自らの労働

な若者と地域を結ぶプログラムが展開している注３）。社

や知識・技術、ネットワークを提供しながら、地域づ

団法人農山漁村文化協会の甲斐良治さんは、2005年

くり活動に参画し、現場に新たな活力を生み出してい

8月増刊号の『現代農業』で「若者はなぜ、農山村に

る。

向かうのか―戦後60年の再出発」という特集を世に出

このように都市農村交流は、かつての「交流疲れ現
象」をもたらし、農村が一方的に都市に消費されるよ
うな構造

注１）

したが、農山村地域に向かう世代の裾野は、着実に広
がっているといえよう。

から、地域自身が「交流の鏡効果」を意

「質」の
識し「地域を誇る交流」を目指す注２）ような、

注１）秋津元輝「グリーン・ツーリズム」
、小池恒男・新山陽子・秋津元
輝編『キーワードで読みとく現代農業と食料・環境』昭和堂、2011年、

深まりを見せつつある。つまり、都市農村交流は、地

125ページ

域によって差はありながらも、農山村住民と都市住民

注２）小田切徳美『農山村再生』岩波書店、2009年、45ページ

の良好な主体的関係をつくり出す「協働の段階」へと

ワーク展開（農No.290）
』農政調査委員会、2012年、が近年の各地の

向かっているといえよう。

注３）国光ゆかり
『若者と地域を結ぶ地域コーディネート組織のネット
動向をまとめている

2．政策的に位置付けられるサポート人材導入策
2000年代後半に入り、国が主導して、農山漁村に

ＪＣ総研レポート／2012年 秋／VOL.23

おける地域づくり活動に対して外部からサポート人材

農山村における地域サポート人材の役割と受け入れ地域に求められる視点◆論説

23

を導入する施策を相次いで打ち出している。 その主

「限界集落 」 議論が急速に高まった
小田切注４） は、

だったものに、
「集落支援員」や「地域おこし協力隊」

2007 ～ 2008年における２つのインパクトを指摘して

などが挙げられる。

いる。１つは、国土形成計画の策定である。計画策定

「集落支援員」は、2008年４月の過疎問題懇談会提

の過程で、 過疎地域の集落調査が実施され、 その結

言を受けて制度化されたもので、地方自治体が、地域

果の検討のなかで、
「集落支援員」設置が提言された

の実情に詳しい人材を「集落支援員」として委嘱し、

ともいえる。 もう１つのインパクトは、2007年７月の

集落への「目配り」として、集落の状況把握、集落点検

参議院選挙における与党自民党の敗北を指摘する。地

の実施、集落内や市町村との間での話し合いなどの活

方部での民主党の躍進を受け、 与党が実質的に「都

動を行う。2011年度で専任の「集落支援員 」 は600

市再生 」から「地方再生 」に地域政策の路線を転換

人程度、自治会長などとの兼任では3600人程度が活

し、 民主党への政権交代後も、 その方向性が踏襲さ

動している。

れ、
「コンクリートから人へ」というスローガンのもと

他方、
「地域おこし協力隊 」は、地方自治体が、３

で「緑の分権改革」注５）が提唱され、補助金行政とは

大都市圏をはじめとする都市圏から都市住民を受け入

違う新しい改革手法の１つとして、サポート人材導入

れ、おおむね１年以上３年程度地域で生活し、地域協

策が本格化することになった。

力活動に従事してもらう目的で委嘱するものである。

今日のサポート人材導入策をめぐる枠組みが、一端

2011年度には、147団体（３府県144市町村）で413

に政治的文脈もはらんでいるとするならば、昨今の政

人の隊員が、住民票を各自治体に異動させて活動に従

治状況に左右されてしまう懸念はぬぐえないだろう。

事するが、 その８割が20代・30代の若者であり、 世

それだけに、数字上での成果に一喜一憂せず、新たに

代の広がりを反映している。

登場したサポート人材導入策の特徴をいち早く捉え、

このように、各地において農山漁村におけるサポー
ト人材の積極的な活用が進む背景として、冒頭に挙げ

現場の着実な地域づくり活動につなげていくような問
題提起と議論をしっかり重ねていく必要がある。

たような都市農村「交流」から「協働」への段階への
深まりや、農山村地域に向かう世代の裾野の広がりが

注４）小田切徳美「農山村の視点からの集落問題 」
、大西隆・小田切徳

考えられるが、併せて、この時期にサポート人材導入

美・中村良平・安島博幸・藤山浩共著『これで納得！ 集落再生』ぎょう

に関する政策的枠組みが実現した文脈についても押さ
えておく必要があろう。

せい、2011年、36 〜 39ページ
注５）
「緑の分権改革」の全体像については、椎川忍『緑の分権改革』学
芸出版社、2011年、を参照のこと

3．新たに登場したサポート人材導入策の特徴
そこで、今回のサポート人材導入策が従来の「補助

き合う姿勢といった内面においても、さまざまな経験

金」事業とは性格を大きく異にするポイントを4つ挙げ

を積み重ねて、少しずつ成長があるはずである。この

てみたい。

ような「サポート人材の成長や変化」は現場から得ら

第１に、
「人」を政策対象に据えている点である。こ
れまでの「モノ」を対象とした政策と異なり、いった

れる大きな教育効果であり、受け入れ担当者の緊密な
マネジメントが求められてくる。

ん導入をしてしまえば終わり、 というものではない。

第２に、 サポ ー ト人材の絶え間ない関わりによる

むしろ、導入時を起点として、１年１年の協力隊や支

「地域の変化 」 が期待されている点である。これまで

援員の行う活動内容のみならず、サポート人材自身の

の農山村地域政策は、 農林水産省の中山間地域等直

技術面、さらにはコミュニケーション能力や地域に向

接支払制度などが例に挙がるように、集落などの地縁
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的なつながりをベースに、住民自身が主体となって、

合は年限設定が制度上はないことから、単年度での事

さまざまな取り組みを内発的に起こしていく方向性が

業報告にとどまらず、経年的な変化を含めたプロセス

打ち出されていた。それに対して、今回の事業は、外

での把握が求められることになる。

部人材の関わりから内発性の喚起を期待するものとい

最後にもう１点付け加えるならば、新たなサポート

え、サポート人材と地域とが関わり合うプロセスから

人材導入策は、
「補助金」から「補助人」へという施

どのような地域側の変化が生まれるかも大きな焦点と

策対象の広がりだけでなく、国と地方自治体間におけ

なろう。

る「情報」の流れにも変化をもたらしている点である。

第３に、サポート人材が関わる主体が多岐にわたる

協力隊や支援員といった総務省の事業では、特別交付

点である。地方自治体が事業の受け皿になっている点

税での経費補てんとして、事後的に経費精算される形

は、従来の補助金事業と同じではあるが、協力隊や支

態をとっている。つまり、特段のことがなければ、年

援員が直接関わる行政主体は、 市町村合併の影響か

度末まで国と地方自治体の担当者間で「情報交換」の

ら本所―支所間で分かれたり、また、現場での取り組

機会もなく、年度末の時点で事業報告がなされれば十

みや課題解決に向けた活動から、受け入れ担当部署を

分という判断も生じ得る。このことは、サポート人材と

超えて、部署横断的な関わりになったりする。また、

地域の双方は活動プロセスを重視するのに対して、担

地域のさまざまな組織団体やNPOなどと一緒になって

当者サイドではあくまで結果だけを捉えて判断するよ

活動することもあるだろう。サポート人材は、まさに地

うな、 事業評価に対する大きなズレにもつながってく

域に関わる「遊軍」であり、このような「遊軍」人材

る。総務省では、受け入れ担当者やサポート人材を対

に対して、彼らの活動を自治体の受け入れ担当者がど

象とした研修会を開催するなかで、サポート人材と地

のように把握し、関係機関と連携してサポートできる

域が関わり合う活動プロセスを重視したり、サポート

のか、 マネジメント体制のあり方も大きな焦点となる

人材のスキルア ッ プを支援する姿勢を打ち出してお

だろう。

り、進行管理や事業評価をめぐる議論が今後求められ

第４に、事業年数が複数年度にわたる点である。地

る。

域おこし協力隊の場合は最長３年間、集落支援員の場

4．農山村地域で奮闘するサポート人材の姿 ―― 徳島県三好市の試み
ここで、農山村地域に新たに導入されたサポート人
材が現場でどのような活動を行っているのか、その一

香川県

み よし

例を徳島県三好市の試みから見てみたい。

徳島市

徳島県三好市は、徳島県の西端、四国のほぼ中央に

三好市

位置し、2006年３月に、 三野町・ 池田町・ 山城町・
い

徳島県

や やま そ ん

井川町・東祖谷山村・西祖谷山村の６町村で合併して
誕生している。面積は、721.48㎢で徳島県の17.4％を
占め、2005年の国勢調査の時点で人口３万4103人、

高知県

高齢化率35.9％となっている。市では、2008年２月よ
り、高齢化・小規模化する集落の住民との意思疎通を
図り、 集落の実態を把握するために集落調査を実施

を対象に、地区住民全般を対象とする聞き取りを進め

し、446行政区のうち、高齢化率50％以上の141集落

てきた。対象集落での平均では、高齢化率59.8％、１
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集落当たり19.5人と、集落の高齢化・小規模化が著し
い現状がうかがえる。 この調査を受けて、 市では、
2011年度から集落支援包括事業を展開し、生活用水
を確保する上での清掃、 修繕の経費や、 有害鳥獣対
策の防護柵などの設置経費、移動販売に用いる車の諸
経費、 集会所の改修などの経費など、 集落の問題解
決に向けた財政支援策をメニュー化している。
三好市の集落支援員は、 先の集落調査を受けて、
集落支援包括事業を周知し、申請の取り次ぎを目的と
して、あらためて状況の厳しい集落を回って、自治会
長を中心に、集落住民への聞き取り調査を進めていく
役割を担っている。行政やＪＡのＯＢなど、合併前の
旧町村単位に精通する地元出身の50代半ばから70代
の男性６人を専任で採用し、2011年７月から、支所を
拠点に活動を開始している。
「合併してから職員が来
てくれないなかで、支援員が話を聞いてくれる」と、
住民から前向きな評価を得ている反面、 支援員から
は、
「四国山地の傾斜地に散在する小規模集落を回る
には仕事量も多く大変 」という声も聞かれている（写
真参照）
。
地域おこし協力隊も、役場サイドでは、当初は、集
落支援員と同様に、合併前の旧町村単位で１人ずつ６
人を想定し、2011年７月より３年間の任期での活動を
想定していた。実際は、積極性を重視し採用された20

【写真】四国山地に点在する、徳島県三好市の集落

～ 40代の男性４人、女性２人が、東京、大阪、京都
などから三好市に拠点を移している。うち４人は、自
らもしくは親族が三好市や徳島県内に縁のある人材が
集まっている。活動も、個々人の関心を優先させた形
をとり、役場から新聞や市報を通じて隊員の広報活動
を進めている成果もあって、隊員も最初は戸惑いなが
らも、次第に住民との接点を増やしている。具体的に
は、４人が旧池田町の町場で、前職を生かしたテーマ
を持った活動（地域の活動や資源を映像化し情報発
信のサポート、雑貨の商品開発・買い付けの経験を基
に地場商品の磨き上げなど）や、三好に暮らしていく
上で地元住民と接する機会をまず探す活動（地域の仕

【写真】雪が降りしきるなか、現地を巡る集落支援員（左端）

事の手伝いやイベント立ち上げなどを通して）を進め

て、農家民宿立ち上げなどの思いを持って、集落を訪

ている。また、２人は周辺部の山村地域に拠点を置い

問しながら住民との関わりをつくり始めている。 最近

26

論説◆農山村における地域サポート人材の役割と受け入れ地域に求められる視点

ＪＣ総研レポート／2012年 秋／VOL.23

基調テーマ

地域をコーディネートする

の市報や隊員のブログからは、隊員の活動も２年目に

が、集落支援員と地域おこし協力隊の両者が集まる定

入り、 町場と周辺部をつなぐイベントが始まるなど活

例会を定期的に開催し、 相互に情報交換し、 連携を

動のさらなる展開がうかがえる。

図っていく機会を設けながら、協力隊には地域を巻き

役場では、 初年度は協力隊の自主性に任せていた

込んだ新たな起業を期待している。

5．地域によって異なるサポートの方向性 ―― 和歌山県高野町の模索
他方で、 サポ ー ト人材導入策は先にも触れたよう

とお金と労力をもって解決することの支援をする人 」

に、
「補助金 」から「補助人 」へという新たな施策で

と位置付け、基本的には活動の拠点となる集落に居住

あるために、現場での混乱を招いている事例も少なく

し、 解決の方策を“地域の人と一緒に考える”役割を

ない。その１つが、地域がサポート人材に求める役割

担っている。従って、受け入れを希望する集落からの

とサポート人材本人が担える活動とのズレである。こ

手上げ方式で配属が決められ、最終的には、集落の人

の観点から、和歌山県高野町で導入されている「むら

が住居を用意し、面接をして支援員を選び、３年間の

づくり支援員」の模索を取り上げてみたい。

任期を共にする。

和歌山県高野町は、およそ1200年前に真言密教の

実際、集落の状況に応じて支援員に求められるニー

総本山として、弘法大師が高野山に開創してできた町

ズが大きく分かれてきている。役場資料から、５地区

である。 町の中心である高野山内には、 町人口の約7

のうち、３地区で「地域おこし」のニーズがあり、２

割が居住し、宗教都市として世界遺産にも登録され、

地区で「生活支援」のニーズがあるという。
「地域おこ

多くの観光客が訪れる。一方で、周辺山間部の狭小な

し」のニーズがある細川地区は、65世帯133人、高齢

平地には大小19地区が点在しており、これらの集落が

化率33.8%の比較的規 模の大きな地区であるが、

生産活動や位牌作りなどを行って、高野山内を支えて

2005年に、 地区の町内会とは別に「西細川活性化実

きた。しかし、モータリゼーションの発達や市場の拡

行委員会 」 が継続的なまちづくり組織として結成さ

大により、 周辺集落の過疎化が進み、 この40年間で

れ、 むらづくり支援員受け入れの母体にもなってい

人口は半分の4600人に減少している（2005年現在）
。

る。Ｉターンで移住した30代女性の支援員は、廃校と

高野町では、2009年に、
「むらづくり支援員」を公

なった小学校を拠点に紀州細川紙の紙すきの復活を中

募し、現在は５地区に１人ずつ配属され活動が進めら

心に、地区の神社の巫女を務めるなど、地区内の活動

奈良
れている。高野町の「むらづくり支援員」は、
「地域の
大阪

に参加しながら、定住の可能性を探っている。

い はい

課題を地域の中から掘り出して、地域の人自らの知恵

み

こ

それに対して、
「生活支援 」のニーズが求められる
地区は、概して、小規模化・高齢化した集落の傾向が

大阪府

奈良県

強い。高野山内から直線距離で５㎞、標高も300m近
つえ が やぶ

く下った杖ケ藪集落は、山の斜面に貼り付く６世帯９

和歌山市

高野町

人の山間集落である。40代女性の支援員がＩターンで
集落に居住し、病院や買い物の送迎、集落の氏神祭り

和歌山県

三重県

の手伝い、畑の手伝いなど、生活支援を中心に活動を
続けている。支援員としては、秋の収穫祭に集落で参
加したり、 友人を連れて来て交流の機会につなげた
り、地域を活性化させる試みも考えるが、高齢化率も
90%近い状況では新しい展開は容易ではなく、自らの
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活支援」に対しては、支援員の負担が大きくなってい

活動の限界を感じている。
また15世帯27人の湯川集落には、大阪からUターン

ることから、役場としては、支援員の役割についてあ

で戻って来ていた60代の女性が支援員を担っている。

る程度のガイドラインを集落と共有しようと試みてい

この集落も高齢化率が85 ％を超え、 区長も高齢にな

る。具体的には、①「集落が元気・安心安全につなが

り、 若い力を借りて生活支援のニ ー ズに対応したい

ること」を支援する、②支援員がいなくなっても集落

が、集落で空き家を準備できない事情もあり、もとも

の人が困らない仕組みづくりを支援する、 の2点を軸

と地域に居住する人に支援員を頼んでいる。集落から

に、移動については行政が用意するデマンドタクシー

は、車を唯一運転できる支援員に送迎の依頼や、介護

などの利用を促し、個人的な課題は家族や身内で解決

のサポートなどの声が上がっているが、支援員として

するよう、支援員は日常生活での付き添いや話し相手

は頼まれる内容に際限がないために、活動の線引きに

の役割にとどめ、行政や集落住民の家族との接点をつ

困っている状況にある。

くっていく方向性を打ち出している。

このように和歌山県高野町では、 基本的に集落を
ベ ー スに「むらづくり支援員 」 を配置する方針を取
り、それ故に、集落のニーズによって、求められるサ
「生
ポートの方向性は大きく異なっている注６）。 特に、

注６）和歌山県高野町では、サ ポ ート人材の役割や転入の状況に応じ
て、総務省の「集落支援員」と「地域おこし協力隊」の両方を組み合わせ
た財政措置を講じている

6．おわりに ―― サポート人材の特徴を生かせる戦略づくりを
紙幅の関係から限られた2地域の事例からではある

して新たな外部主体が関わりを持つ「中間支援活動」

が、地域サポート人材の役割と受け入れ地域に求めら

をきっかけに、地域との新たな出会いから信頼と刺激

れる視点について、最後にまとめてみたい。今回、初

を得、そこに新たな活動や仕事を起こそうと「価値創

めて地域サポ ー ト人材が各地の現場に関わることに

造活動」注７）へと展開するサポート活動であろう。三好

よって、地域が求めるさまざまなサポートの方向性と
サポート人材が担える役割が見いだされてきたといえ
よう（表参照）
。
１つの方向性は、すでに展開している地域活動に対

注７）
「価値創造活動」と称する背景に、宮口の示す地域づくりの定義を
意識している。宮口は「
〈地域づくり〉とは、
『時代にふさわしい地域の価
値を内発的につくり出し、地域に上乗せする作業』
」と述べている（宮口
侗廸『新・地域を活かす』原書房、2007年）

【表】地域サポート人材に期待されている役割
地域が求めるサポートの
方向性
徳島県三好市

和歌山県高野町
〈むらづくり支援員〉
望ましい
サポート人材
（試論）

価値創造活動

地域おこし協力隊
（Ｕ・Ｉターン者）

細川地区
（Ｉターン者）

生活支援活動

中間支援活動

集落支援員
（地元精通者）

杖ケ藪集落／湯川集落
（Ｉターン者）
／
（Ｕターン者）
（他組織・家族との連携も）

「地域おこし協力隊」
タイプ
（U・Iターン者ベース）

「集落支援員」
タイプ
（地元精通者ベース）

資料：現 地ヒアリング（徳島県三好市・和歌山県高野町共に、2 012年1月に実施）を基に、筆者作成
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市における協力隊に２つの流れが見いだせるように、

して、どのような人材を充てるのがふさわしいか、そ

田舎暮らしを経験してみたいという理由で応募した協

のマッチングは丁寧に進めるべきものであり、行政を

力隊は、
「中間支援活動 」を重ねながら地域に馴染ん

はじめとする地域振興組織の戦略があらためて問われ

でいくアプローチを取り、また、農山村の地域資源を

ることになる。ともすると、 市町村合併やＪＡの広域

生かして新たな仕事を起こし、
「生業」に高めていこう

合併などで、周辺地域の状況把握が困難になったり、

とする協力隊は、
「価値創造活動 」 に重点を置く傾向

地域の活力の低下が懸念されたりするが故に、行政な

が見られる。 総じて、 協力隊に応募する都市からの

どに代わる役割をサポート人材に期待する傾向も散見

Ｕ・Ｉターン者には、この「中間支援活動」と「価値

される。しかし、それは本末転倒のことであり、施策

創造活動」のいずれか、もしくは両方を求める傾向が

を導入する地域振興組織の職員が、サポート人材と地

見受けられる。受け入れ地域としても、協力隊には、

域とのマッチングを適切に行うためには、自らの現場

任期中にこの２種類の活動を通して現場と関わり、地

感覚やネ ッ トワ ー ク力が大きく問われているのであ

域住民と接しながら、それぞれの定住環境を整えてい

る。とはいえ、自治体職員も人員削減のなかで、担当

くことを期待しているはずであろう。 それ故に受け入

事業以外で現場に出向く機会を持ちにくくなっている

れ担当者には、 隊員から得られる知恵や力、 ネ ット

なかで、
「遊軍 」の立場にあるサポート人材が、その

ワークが地域の新たな活力につながるよう、これらの

行動力によって地域を見守る役割や地域内でのネット

活動を積極的にフォローする役割が求められよう。

ワークをつなぎ直す役割は大きく、彼らと積極的に連

もう１つの方向性は、現場の実情を捉えて、住民相
互や行政との間に立って情報共有や話し合いの機会に

携し、地域住民との距離を縮めていく姿勢が求められ
よう。

つなげていく「中間支援活動」を軸としたサポート活

最後に、ＪＡにとってもこのような地域サポ ート人

動である。もともと、地元に精通している「集落支援

材の存在は大きな意義を持ってくるだろう。三好市の

員 」 に期待される役割であり、 三好市における導入

事例のように、ＪＡ職員のＯＢが集落支援員として活

は、まさにこの流れに沿ったものといえよう。しかし、

躍することは、 間接的な地域貢献活動でもあり、 ま

実際には、高野町の２集落の事例のように、担当範域

た、青年就農への期待が増しているなかで、きっかけ

が限定されたり、日常生活の空間と重複したり、担当

として地域おこし協力隊の導入も積極的に検討されて

集落との距離が近過ぎてしまうと、住民個人の「生活

いる注９）。行政やＪＡをはじめとする地域振興組織が、

支援活動」にまでサポート領域が拡大し、地元住民で

地域サポート人材の可能性を積極的に見いだし、地域

あるが故に公私の区別が付きにくくなる危うさもはらん

住民と外部からの新たな人材が共に前進できる「創発

でいる注８）。その点で、本来、生活支援は行政や社協

的」な地域づくりが各地で展開されることを期待した

などがまず担うべき主体でもあり、
「中間支援活動」に

い。

従事するサポート人材は、あくまで補完的な立場にと
どまることが望ましい。高野町のように、 個別の生活

【付記】
本稿は、カシオ科学振興財団第29回（平成23年度）

支援に関わる事項に関しては、家族や身内を視野に入

研究助成「農山漁村における新たな地域支援人材の育

れたサポートの場づくりの検討を地域ぐるみで進める

成に関する実証的研究」の成果の一部である。

など、導入の際にはあらかじめ支援員の役割を明確に
地域側に伝えることにも留意すべきだろう。
このように、 地域が求めるサポ ー トの方向性 ――
“攻め”につながる価値創造活動、まず現状に寄り添う
中間支援活動、“守り”としての生活支援活動――に対

ＪＣ総研レポート／2012年 秋／VOL.23

注８）地元住民が集落支援員を務める場合、支給される手当に対して、
「職務とのバランスや自らのスキルとの兼ね合いで気を遣う」という声も
聞かれ、選任する地方自治体側にも配慮が求められる
注９）山梨県では、40人の地域おこし協力隊員（農業協力隊員）を受け入
れ、ＪＡや農業生産法人などの支援機関の下各地域で活動している（椎
川忍前掲書〈注５〉49ページ）
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支所・支店を核にした地域との新たな関係づくり
に し

い

社団法人長野県農協地域開発機構 研究員●西井

け ん

ご

賢悟

1．はじめに ―― 今、支所・支店に求められるもの
今日のＪＡにおいては、 特に地域との関係づくりの
観点から支所・支店に対して大きな期待が寄せられて

られ、今対応策を講じなければ「組合員のＪＡ離れ」
が加速度的に進むこととなるだろう。

いる。2012年５月に示された第26回ＪＡ全国大会組

一方、より大局的な背景としては、戦後の農協運動

織協議案では、
「支店を核に、組合員・地域の課題に

を支えてきた昭和一桁層の世代交代がいよいよ待った

向き合う協同」が主題として掲げられ、支所・支店を

なしの局面を迎えており、 次世代との関係づくりが喫

拠点として「ＪＡ地域くらし戦略」に取り組むことなど

緊の課題になっていることがある。また、近年組合員

が明記されている。

加入促進運動によって女性組合員や准組合員が増加

きっ

きん

こうした運動方針が示される直接的な背景にあるの

しているが、加入後の対応は総じて不十分な状況にあ

は、2000年代に入ってから急速に進んでいる支所・

る。こうした新たな組合員や次世代とのつながりを深

支店の統廃合であろう。総合農協統計表によれば、支

めるには、地域やくらしの分野からのアプローチが不

所・支店に出張所を加えた数は、1980年において1万

可欠であり、それには地域の実情を最もよく把握して

3175、1990年において1万3726、2000年においても

いる支所・支店の役割が不可欠と考えられる。

1万3793と安定的に推移していたが、2010年におい

以上の点を踏まえれば、今日のＪＡは大きな転換期
にあるといえよう。 くしくも今大会の協議案は「次代

ては8728と大幅に減少している。
わが国では戦後農業会の解体と同時に総合農協が

へつなぐ協同 」 をスロ ー ガンとしているが、 今、 支

全国各地に設立されたが、 その数はおよそ１万3000

所・支店に求められているのは、まさに次代に向けた

であった注１）。 以後、 草創期の農協は近隣組合との合

新たなＪＡの組織基盤づくりであるといえる。このよう

併が進むなかで支所・支店に形を変え、また経済部門

な問題意識に基づいて、本論では支所・支店を核とす

の拠点化などのなかで機能縮小してきたが、地域との

る地域との新たな関係づくりのあり方について考察を

接点であることには変わりがなかったと考えられる。

進める。

こうした地域のシンボルに、ここ10年間でＪＡは初め
て手を加えたのである。 その影響は小さくないと考え

注１）松本登久男「農業協同組合の発足 」
、協同組合事典編集委員会編
『新版協同組合事典』家の光協会、1986年、342ページを参照

「ＪＡらしさ」の再考
2．
近年のＪＡにおいてよく聞かれる用語の１つに「Ｊ

という言葉もよく耳にする。 例えば「支店を拠点とす

Ａファン」がある。またこれとセットで「ＪＡらしさ」

る取り組みを通じてＪＡらしさの理解を深め、 地域の
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気にかかるのは運営参画の評価が低い点である。

【図１】組合員から見たＪＡの魅力
点数
（点）
16.4

親しみやすさ
身近な存在であること

53.1

15.0

事業の専門性

50.2

9.5

39.5

経営の公開性 5.0

40.8

運営・活動への参加・参画 3.9

36.6

利用者・出資者への還元 5.3

33.6
10

20

ある程度魅力的

50

60

11.8

7.2

2.8
1.5
ー3.9

44.0

10.2

ー6.8

47.3

40

19.1

6.5

8.3

80

あまり魅力を感じない

90

事業利用・活動参加→組合員の運営参画（意思反映）
→……というサイクルによって事業競争力が発揮さ
「運
れ、同時に帰属意識も高まると考えられるが注２）、
営・活動への参加・参画」を組合員が魅力的と考えて
いない現実からは、このような好循環が機能していな

ー16.0

14.9
70

映 ）→組合員が納得した事業・ 活動の展開→実際の

ー13.6

12.1

46.3
30

7.4

11.2

39.6

40.8

協同組合においては、 組合員の運営参画（意思反

25.0

40.7

45.1

地域への貢献 7.3

非常に魅力的

33.2

47.4

農へのこだわり 7.0

5.4

27.3

50.7

事業の総合性 6.0

0

25.1

100
（%）

い実態が示唆される。

まったく魅力を感じない

組合員の評価に見られるように、もちろんＪＡは親

注１：2 0 0 5年～ 2 0 0 6年にかけ て長野県内の５ＪＡが長期構想策定に当たって
実施した調査結果
注３：点 数は加重平均により最高10 0点、最低−10 0点となるように算出

しみやすい存在であることが望ましい。ただし、
「親し

なかにＪＡファンを増やす」などの使われ方である。

次第で生み出されるものであろう。ＪＡに求められる

では「ＪＡらしさ」とはなんなのだろうか。本論ではこ

のは「ＪＡらしい親しみやすさ」の追求である。現実

の問題から考察を始める。新たなＪＡの組織基盤づく

は土着性に起因していると考えられるが、今後は協同

りは、当然「ＪＡらしさ」に裏打ちされたものであるべ

組合としての特性に裏打ちされた「親しみやすさ」を

きと考えるからである。

追求する必要があるのではないか。

注２：調 査対象は正組合員で、回答総数は５ＪＡトータル1万9 7 0人

みやすさ」は企業であっても店舗戦略や従業員の対応

図１は、長野県内の５ＪＡで実施されたアンケート

かつて藤谷は、ＪＡの広域合併の成功条件として慣

調査の結果をまとめたものである。この調査では、
「親

習的組織力（集落的まとまり）の後退をカバーして余

しみやすさ」 をはじめとする９つのＪＡの組織特性に

りある近代的組織力（組合員の意識的結合力）の形成

ついて、それぞれの魅力の度合いを４段階評価で尋ね

「土着的存在として
に取り組む必要性を説いたが注３）、

ており、図では点数の高かった順に並べている。

のＪＡらしさ」 に比べて「協同組合としてのＪＡらし

この図によれば、組合員が最も魅力を感じているの

さ」の評価がかなり低い現状は、これまでの農協運動

は「親しみやすさ」であり、次いで「身近な存在であ

が、藤谷の指摘した広域合併の成功条件をいまだ達成

ること」となっている。これらの評価が高いことは、長

できていない現実を示している。

期にわたってその地域で事業・ 活動を営んできたこ

組合員の運営参画は、ＪＡのあらゆる意思決定の局

と、集落組織と密接に関わってきたことなどにより、Ｊ

面において追求すべきものである。今後ＪＡが支所・

Ａが地域社会の構成員として認知されていることを示

支店を拠点としてくらしの分野に取り組むならば、 支

しているといえよう。

ー

店レベルでの運営参画の仕組み、 例えば支店運営委

このような特性を「土着的存在としてのＪＡらしさ」

員会のあり方について十分検討する必要がある。社団

とするならば、次いで評価されているのが「事業の専

法人ＪＣ総研が行ったアンケート調査によれば注４）、支

非常に魅力的
ある程度魅力的
門性」
「事業の総合性」など「事業体としてのＪＡらし

あまり魅力を感じない 全く魅力を感じない

点数（点）
注２）増田佳昭「協同組合の事業的特質と事業論研究の課題」
、山本修・

さ」 であり、 さらに「農へのこだわり」
「地域への貢
親しみやすさ
16.4

『農協運動の現代的課題』
全国協同出
武内哲夫・亀谷 ・藤谷築次編著
53.1
25.1
5.4
25.0
版、1992年、79 ～ 81ページを参照

献」など「運動体としてのＪＡらしさ」が続いている。
身近な存在であること

一方、最も低い評価となったのが「利用者・出資者
事業の専門性

50.2注３）藤谷築次『農協大革新』
27.3
7.4
家の光協会、1994年、27
～
30ページを
19.1

15.0

9.5

への還元」であり、次いで「運営・活動への参加・参

50.7

事業の総合性 6.0
47.4
画」
、さらに「経営の公開性」が続いた。これらはいず

れも「協同組合としてのＪＡらしさ」といえよう。特に
農へのこだわり
7.0
45.1
地域への貢献

7.3

経営の公開性
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5.0

運営・活動への参加・参画

3.9

40.8
40.8
36.6

参照

11.8
注４）この調査は2012年１月～２月に実施されており、岩手・宮城・福
33.2

6.5

島の３県を除く673ＪＡを対象として実施し、313ＪＡより回答を得てい

7.2

2.8

度特別研究会報告書）
、2012年6月、を参照
39.6
8.3

1.5

39.5

る。詳細は、ＪＣ総研『組合員の多様化とＪＡのガバナンス』
（2011年
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10.2
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47.3

12.1

- 13.6

31

店運営委員会の設置は全国のなかで46％のＪＡにとど

今回の協議案では、 支所・ 支店単位の運営参画に

まっており、そこでの議論の中心は販売事業や購買事

ついてほとんど記述が見られなかったが、
「ＪＡ地域く

業に係ることで、 地域のくらしについては活発に議論

らし戦略」の策定においてはこの点に関する検討が不

されていない。

可欠といえよう。

3．職員にとってのＪＡ
支所・支店を「ＪＡ地域くらし戦略 」の拠点とする
ならば、その成否は実際に戦略を遂行する職員の働き

から代表的な質問の結果を抜粋し、一般企業と比較し
て示している。

によるところが大きいだろう。 ただし金融店舗化の進

図２から明らかなとおり、ＪＡ職員の総合満足度は

む支所・支店のなかで、職員が新規分野に取り組むこ

50点を下回っており、一般企業に比べると10点以上低

とは容易でないと考えられる。

い。 項目別の結果を見ると、
「評価 」
「自己の成長 」

「ＪＡ地域くらし戦略」の形骸化を防ぐには、まずは
この取り組みが次代に向けたＪＡの組織基盤づくりと
しての性格を持つことについて、ＪＡ全体の共通認識
化を図る必要がある。その上で、支店長をトップとす
る各職場において協力体制を築くことが求められる。
今日のＪＡにおいては職員同士の連携が取れないタコ
つぼ

壺状態化も指摘されているが注５）、くらしの分野への取

注６）ＥＳ調査（従業員満足度調査）にハーズバーグの「動機づけ衛生理
論」を適用することについては、吉田寿『社員満足の経営』日本経団連出
版、2007年、に詳しく解説されている

【図2】職員の職場満足度の実態
80
（点）
満足

り組みは、その進め方次第で新たな職場づくりという

注５）北川太一『新時代の地域協同組合』家の光協会、2008年、35 ～
37ページを参照

意義も持つだろう。

70
60

ところで、 現在の職員はＪＡという職場をどのよう

50

に見ているのだろうか。 職員が生き生きと働いていな

40

ることはできない。職員満足度は組合員満足度の先行

56.0
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衛生要因

経営方針

要因

具体的設問
あなたは総合的に考えて、現在の当ＪＡ・仕事・職場
にどの程度満足していますか

総合満足度
動機づけ

対人関係

項目

組織風土

ついて複数の設問を設けている。図２は各項目のなか

44.0

労働条件

人関係」
「経営方針」を位置付け、それぞれの項目に

56.8

53.2

41.3

報酬水準

因）として「報酬水準」
「労働条件」
「組織風土」
「対

自己の成長

価」
「自己の成長」
、
「衛生要因」
（不満足を強化する要

61.9

長野県４ＪＡ平均
20

評価

け要因」
（満足度を強化する要因）として「仕事」
「評

60.7

64.3

33.2

30

構成要素をハーズバーグの「動機づけ衛生理論」に求
「動機づ
めて質問設計を行っている注６）。具体的には、

44.8

仕事

この調査では総合満足度を把握するとともに、その

54.5

44.9

トを展開しており、 現在までに４ＪＡが実施してい
調査の結果を示したものである。

65.3

57.0
47.5

ループでは、2010年度より職員満足度向上プロジェク
る。図２は同プロジェクトの入り口として行う職員意識

62.7

一般企業38社平均

49.8

総合満足度

指標といえる。こうした観点に立って、 長野県ＪＡグ

不満

ければ、どんなに優れた企画も組合員の満足度を高め

65.8

仕事
評価
自己の成長
報酬水準
労働条件
組織風土
対人関係
経営方針

現在の自分の仕事はやりがいがある
人事評価は公平で納得できる
当 JA にいることで自分の成長を実感している
自分の年収は業務内容や質に比べて適当だと思う
現在の労働時間は適切である
職場の雰囲気はよい
自分と上司との関係はよい
当 JA の経営方針に共感できる

注１：調 査の実施時期は2 010年～ 2 011年で、 ４ＪＡト ー タ ル2 0 61人から回
答を得ている。調査対象は全職員（臨時・パート含む）で、回答率はいずれの
ＪＡも9 5％前後となっている
注２：一 般企業3 8社のデ ー タは、職員満足度向上プ ロジェクトを進めるに当たっ
てＪＡ長野中央会が民間シンクタンクから提供を受けたデ ータであり、大企
業かつサービス業が中心とのことであるが、具体的な企業名などは不明
注３：総 合満足度は７段階尺度、その他の質問は４段階尺度による設問となってお
り、点数は加重平均により最高10 0点、最低−10 0点となるように算出
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「報酬水準」
「経営方針」において、いずれも50点を下

かがポイントといえる。図２によれば対人関係や職場

回るなど評価が低くなっている。これらのうち、 職場

の雰囲気は良好である。ただそれは一歩間違えれば緊

づくりという観点からここで特に問題としたいのは、

張感のない職場を意味することとなろう。 支所長など

「経営方針」と「自己の成長」である。

の所属長には、そのかじ取りによって職場全体に挑戦

まず、
「経営方針」についてであるが、図２によれば

的な取り組みを奨励する雰囲気をつくり出すことが求

「仕事」の評価は高くなっている。つまりＪＡ職員は、

められる。また、実際に若い職員に対して大きな挑戦

経営方針には共感できないが仕事にはやりがいを感じ

となるような仕事の場を与えることも必要といえよう。

ている。 この一見矛盾しているように感じる結果は、

すでに支所・支店単位での取り組みを始めているＪ

「経営 」と「現場 」の間にある大きな溝を示唆してい

Ａでは、 その活動を地域との関係づくりはもちろん、

る。 両者をつなぐ術としてはさまざまなものが考えら

職場の見直しの契機にもしようとしている。 以下で

れるが、その１つは「計画」であろう。各職場の事業

は、静岡県ＪＡなんすんの「１支店１協同活動」の取

計画をトップダウンや前年踏襲主義によって決めるの

り組みを見ていく注８）。

すべ

ではなく、ボトムアップ型の決定、全職員参加型の計
画作りに変えていく必要があると考えられる。
次に、
「自己の成長」についてであるが、
「人が育つ
プロセスの本質は自学のプロセスである」という教え
に従うならば

、自学を促進する環境をいかにつくる

注７）

注７）伊丹敬之・加護野忠男『ゼミナール経営学入門』日本経済新聞社、
2003年、403ページを参照
注８）ＪＡなんすんの取り組みにかかる記述は、家の光協会『ＪＡ教育文
化』
（No.141、2012年６月号）に掲載された「支所・支店発ＪＡ元気づ
くり最前線」コーナーでの拙稿に依拠している。調査の機会を与えてい
ただいたＪＡなんすんおよび家の光協会に対して、記して謝意を表す

4．ＪＡなんすんによる「１支店１協同活動」
（1）事例の概況
ＪＡなんすんは、静岡県東部の沼津市・裾野市・清
水町・長泉町をエリアとしている。管内は新幹線や高
速道路などの交通網がよく発達し、都市化が進展して

2006年度以降の経営収支を見ると、毎年10億円前後
の事業利益が計上されており、経営合理化の効果がよ
く発揮されている。
（2）
「支店行動計画」の策定

いる一方で、北部の富士山の裾野でのイチゴ、北西に

こうした経営合理化の上で、2010年度より新たな

広がる愛鷹山麓での茶、南部の駿河湾に面した地域で

支店づくりをスタートさせている。その直接的な契機

のミカンなど、多様な地域農業が展開されている。

は、静岡県ＪＡグループの方針として、2011年度から

あしたか

2011年度末の正組合員数は9012人、准組合員数は

の「次期３か年計画」のなかに「10年後の将来像」と

２万5308人、 貯金残高3264億円、 長期共済保有高

その実現に向けた「支店行動計画」を盛り込むことが

8556億円、 販売取扱高36億円、 購買取扱高28億円

組織合意されたことにあった。

などとなっている。 支店の店舗数は27で、 金融・ 共

このことを受けて当ＪＡではまず、2010年７月に

済・経済（購買）機能を持つ総合店舗が18、金融の

「10年後の将来像 」を策定するためのプロジェクトを

みを機能とする店舗が９となっている。

設置した。常勤役員、室部長、若手職員などによって

当ＪＡは1993年に４農協の広域合併によって設立さ

構成されたこのプロジェクトは、グループ別討議を通

れ、さらに2005年に１農協と合併して現在に至ってい

じて議論を重ね、農業・農協組織・地域との関わり・

る。この間、 順次支店の統廃合が進められ、2005年

役職員の４つの分野について、それぞれ「10年後の将

までに９店舗、その後さらに２店舗が廃止されている。

来像」を整理した。
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この将来像を踏まえて、 各支店は2010年11月より

代のＬＡ（ライフアドバイザ ー）が補佐役を務めた。

「支店行動計画 」の策定に取り組んでいる。そこでは

また、会議に参加するメンバー全員に情報収集係や資

MBO（Management by Objective）の手法が取り入

料整理係などなんらかの役割を与え、実際の会合では

れられた。MBOとは目標による管理のことで、ＪＡに

１人１回以上の発言をルールとするなど、各人の主体

おいてもすでに人事考課などで用いられている。ＪＡ

性を大切にした計画作りが進められた。

静岡中央会では、MBOの手法を事業計画の策定・ 実

こうしてとりまとめた計画について、各支店は2011

践にも活用することを推進しており、そのための研修

年２月に本店において役員へ報告し、そこで出された

会を開催している。 当ＪＡからは、2010年６月に課

意見を加味して計画内容を確定している。2011年度よ

長・ 支店長など66人の管理職がこの研修会に参加し

り全支店で一斉にスタートした「１支店１協同活動 」

ており、そこで学んだノウハウに基づいて「支店行動

は、この計画に基づいて展開されている。

計画」の策定に取り組むこととなった。
例えば大平支店の場合、計画の策定に当たって月１

「１支店１協同活動」の概況
（3）

～２回のペースで全正職員による会議を開き、計画の

表は、2011年度における「１支店１協同活動」の概

目標（取り組みテーマ）が決まるまでは、MBO研修を

要を示したものである。 取り組みの単位は原則として

受講した支店長が責任者を務め、その後の具体的な計

１支店あるいは１事業所とされているが、 職員数など

画内容の検討においては、30代の係長が責任者、20

に応じて共同での実施も認められている。また、2011

【表】2011年度における「１支店１協同活動」の概要
支店・事業所など
南部営農経済センター・
西浦みかん支店・静浦支店
沼津支店
山王通り支店
大平支店
大岡支店・北小林支店
金岡支店
光長寺前支店
西部営農経済センター・
愛鷹支店・東椎路支店
浮島支店
原支店
片浜支店
清水支店・徳倉支店・長沢支店
東支店

スローガン・実施内容
「三浦 美味・感動 みかんの花香り体験」
内容：西浦みかん畑ウオーキング
「地域の方々とふれあう機会を創出」
内容：11 月 27 日（日）、ＪＡなんすん沼津支店ふるさとまつり開催
「山王通りを盛り上げよう」
内容：9 月 23 日（祝日）、日枝神社祭典に参加・出店
「寒い冬を温かくする大平お花畑計画（菜の花畑）」
内容：稲刈り後の水田を菜の花畑に
「大岡コミュニティ活動に参加し、地域との絆を深める」
内容：環境美化運動（道路や河川の清掃）、大岡コミュニティ文化祭に参加・出店、
花・野菜の種・エコ植木鉢を来店者に配布（北小林支店単独）
「里芋のお化け？『大中寺芋』金岡から発進‼」
内容：大中寺芋の品評会、料理の試食会を開催
「小さな『子』とから育てよう！」
内容：園児にサツマイモのつる挿しを指導、「大好きな家族と野菜の絵」を募集し
店内に掲示
「地域に溶け込むＪＡを目指す」
内容：11 月 5 日（土）・6 日（日）、愛鷹コミュニティ祭りに参加
「ひまわりプロジェクトを通じ、地域との連携を一層強固なものにして行こう !」
内容：ヒマワリを栽培し、フォトコンテスト開催
「地域密着型店舗を目指す～地域と共に成長をしよう～」
内容：週１回支店周辺の清掃を実施、園児に「泥んこ遊び」のイベントを開催
「地域と共に楽しく！」
内容：小学生にサツマイモのつる挿し指導、秋に収穫祭を開催
「地域の絆・世代の絆を繋ぐ協同活動‼」
内容：清水町駅伝競走大会にて豚汁提供
「ひろげようふれあいの広場」
内容：9 月 10 日（土）、天翔苑清水駐車場にてフリーマーケットを開催
「農の大切さ、楽しさを体験、発信！」
内容：園児にサツマイモのつる挿し指導、秋に長泉産直市会場で収穫祭を開催

東部営農経済センター・長泉支店・
下土狩支店・中土狩支店・納米里支店
北部営農経済センター・北部 LP ガスセ
「『あしたか山麓裾野そば』を売り出そう」
ンター・農機具センター・富岡支店・裾
内容：そばの栽培、手づくりそば打ち体験
野西支店・泉支店・深良支店・須山支店
資料：ＪＡなんすん資料に基づき作成
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年度においてはＪＡ全体で200万円の予算が確保され

ども参加し、収穫作業と掘りたての芋を使った加工品

た。表に示されるとおり、活動内容はいずれも各地域

づくりが行われた。収穫祭当日は、芋の出来栄えを競

の特色を生かした個性的なものとなっている。以下で

う品評会の他、約200人の来場者に対して試食会、即

は金岡支店と清水町３支店の取り組みを見ていく。

売会などが行われた。

1）金岡支店による地元伝統野菜の普及拡大

こうした取り組みを、当支店では職員の互助組織で

だ い ちゅう じ い も

金岡支店では、地元の特産品「大 中 寺芋 」を題材

ある「職員会」を主体として実施し、取り組みのリー

とするイベント活動を行っている。この芋は、100年ほ

ダーは同会の会長である30代の職員が務めた。また、

ど前には皇室にも献上された伝統ある野菜だが、管内

各職員に対して料理係、チラシ係などの担当を与え、

の一部地区だけで栽培され、市場に出回ることはほと

支店全体の取り組みとして実施した。

んどなかった。そんななか、近年になって地元の商工

収穫祭の開催後、いもの会への加入希望者が出てき

会議所から「沼津ブランド」の認定を受けた。これを

ており、また芋を使った焼酎造りの動きが見られるな

契機に生産者22人による「大中寺いもの会 」 が発足

ど、少なからずイベントの波及効果が見られる。当支

し、 同会を中心として栽培体制やPR活動の強化が進

店では、 今後も取り組みを継続・ 強化して「大中寺

みつつあった。 当支店ではこうした動きを後押しする

芋」ブランドを確立させたいと考えている。

ために、
「１支店１協同活動 」 として「大中寺芋収穫

2）清水町 3 支店による町民スポーツ大会の支援
清水・徳倉・長沢の３支店は、同じ清水町内に位置

祭」を実施することとした。
収穫祭は11月に開催されたが、その２週間前には、

することもあり、 共同で「１支店１協同活動 」を実施

いもの会と支店職員に加えて女性部員、地元の親子な

した。具体的には、清水町教育委員会が主催する「親

業には親子連れな ど、 多くの人々が集

【写真 】大中寺芋収穫祭を前に、収穫作

まった

子体力づくりマラソン大会・駅伝競走大会」の支援を
行った。
このスポーツ大会は毎年１月に開催されており、選
手だけで2000人、応援する人も含めればおよそ4000
人の町民が集まる全町的なイベントである。毎年ＪＡ
では、男女それぞれ１チームが駅伝に参加し、大会の
前日には同町に縁のある役職員がコースの清掃活動を
行ってきた。これらに加えて、2012年１月の同大会に
おいては、
「１支店１協同活動 」として豚汁2100食の
無料配布を行った。
この取り組みに向けた準備は2011年５月からスター
トしており、 いずれも20代の若い３人の職員をリ ー
ダー（チーフリーダー・料理リーダー・宣伝リーダー）
として、 およそ２カ月に１度、 ３支店の全職員が集
まって協議を行った。
そのなかで最も心配されたのは、大量の豚汁を実際
に作れるかということであった。そこで11月の地元農
業祭で200食分を試作し、調理に要する労力・時間の
見当を立て、大会の前日・当日は３支店の全職員が協

【写真】 大中寺芋収穫祭では、芋の出来栄えを競う品評会を開催
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【写真】町民スポーツ大会では、清水町３支店が力を合わせ、2100食の
豚汁を無料で振る舞った

【写真】スポーツ大会の前日から、全職員が総出で豚汁作りに取り組ん
だ。ＪＡ女性部にも調理で応援をしてもらうなど、組合員組織との連携
も図られた

ことができた。また、取り組みを進めるなかで、材料
に用いる野菜の生産を管内の朝市部会に依頼し、女性
部員に調理を手伝ってもらうなど組合員組織との一定
の連携も図られた
こうした３支店の活動に対し、役場や参加者から大
きな感謝が寄せられている。今後は地元で協力者を募
集し、さらに充実した取り組みにしたいと考えている。

【写真】清水支店のスタッフたち

5．おわりに ――「ＪＡ地域くらし戦略」の実践を見据えて
これから全国のＪＡが取り組むであろう「ＪＡ地域

て、
「感動があるところには人が集まります。感動した

くらし戦略」においては、ＪＡなんすんの「１支店１協

人の多くは、感動を与えてくれた人に感謝したり、応

同活動 」がそうであるように、事業ではなく活動とい

援したくなります。 小さな取組みを極めることで感動

うレベルのものが中心になると考えられる。 よって、

が生じます。支店の協同活動は、組合員や地域住民に

すぐに経営面での効果をもたらすのは難しいだろう。

感動を与えることを意識して取組んでください」と文

しかし、 効果が見えないからやめる、あるいはそもそ

書に記している注９）。

も実践しないというのでは、 結局何も生み出せないこ
ととなる。

やや情緒的かもしれないが、ＪＡなんすんの取り組
みもこうした考え方がよく反映されている。 だからこ

こうした状況に陥らないためには、組織全体で高い

そ、地域のなかでの人と人のつながり、さらには地域

レベルで問題意識を共有する必要がある。ＪＡなんす

とＪＡの新たなつながりを生み出していると考えられ

んにおいては、計画策定から実践に至るあらゆる場面

る。
「ＪＡ地域くらし戦略」に求められるのは、まずは

での役割分担の徹底、若い職員に積極的にリーダーの

こうしたつながりをつくり出すことであり、それを運営

役割を与えていることなど、役職員一丸となった運動

参画の仕組みのなかに取り込むことにより、
「協同組合

とするためのさまざまな工夫が見られた。

としてのＪＡらしさ」が発揮されることとなる。経営面

また、 各支店における企画・ 活動内容も注目され

での効果はその先にあるものといえよう。

る。 いずれも容易には実現できないものとなってい
る。
「１支店１協同活動」を推進しているＪＡ静岡中央
会では、 この活動を進めるに当たっての留意点とし
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注9）ＪＡ静岡中央会「支店行動計画の検討方法について～１支店１協同
活動への取組み～」
、2010年６月、を参照
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地域をデザインする女性力

――高知県・ＪＡコスモスの女性活動に学ぶ
お

が わ

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員●小川

り

え

理恵

1．はじめに
「はちきん」 という言葉をご存じだろうか。 漢字で

行っている。

「八金」と書き、男性が４人でかかってもかなわない、

筆者は、それらの活動の仕掛け人である、ＪＡコス

向こう見ずで勝ち気な高知県の女性のことを指す言葉

モス職員の中村都子さんへ取材を行うことができた。

だという。 高知県の仁淀川中流域を管内とするＪＡコ

どのようにして「はちきん」たちは魅力ある地域をつく

スモスで、この「はちきん」たちが大活躍をしている。

香川県
り上げてきたのか。
「女性力」を生かした活動の広がり

その活動の発端となったのが「はちきん」をそのまま

の軌跡を、中村都子さんへの取材を基に報告したいと

店の名前にした、ＪＡコスモスの農産物直売所「はちき

思う。

に よ ど がわ

みや こ

んの店」だ。
ＪＡコスモスでは、この「はちきんの店 」を皮切り
愛媛県

盛り上げている。そして今や、女性活動は男性をも巻

仁淀川町

に、元気な「はちきん」たちが中心となって、地域を

JAコスモス
いの町

徳島県

高知市

佐川町 日高村

き込み、 男女共同参画ならぬ「女男共同参画 」 をう

越知町

たって、性別や年齢にかかわらず、地域の人々すべて

高知県

が生き生きと暮らすための仕掛けづくりを、 次々と

2．出発はお母ちゃんたちの「お小遣い」づくりから
「はちきんの店 」の始まりは、まだ農産物直売所が

が、 当時、 社団法人家の光協会が提唱した「50万円

ポピュラーではなかった、1986（昭和61）年にさかの

自給運動」により、農家が自家用に作ったものの、食

ぼる。

べきれずに畑で傷んでしまう野菜たちであった。この

当時、 生活指導員だった中村都子さんは、 農家の
「お母ちゃんたち」を見て考えていた。 家事や育児を

安全・安心で高品質の野菜を換金することはできない
だろうか。

全面的に担い、 その傍らで家業の農業も手伝うとい

中村都子さんは農協女性部のメンバーたちに声を掛

う、まさに一家を支える存在であるにもかかわらず、自

け、何かいい方法はないかと知恵をしぼった。そして、

分の自由になるお金を持っていない。そんなお母ちゃ

自分たちの手で直売所をつくって、この安全・安心な

んたちに、ほんの少しでもいいからお小遣いを手にし

野菜を売ってみよう、というアイデアを思い付く。

てもらえる方法はないだろうか。 そこで目を付けたの
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部員を引き連れて、 なんと組合長室に直談判に行っ

なく、直売所の建物は、借金して自分たちで建てた。

た。初めは難色を示していた組合長も、毎日組合長室

１年目の売り上げは、約3000万円だったが、２年目

までやってくる女性たちの勢いに押され、
「すべて自分

には約7000万円と倍増し、 その後売り上げは順調に

たちで運営するのなら」という条件付きで、農協の敷

伸びていった。もちろん、 畑にあるものをただ売って

地内に農産物直売所をオープンさせることを承諾した。

いて、自然に売り上げが伸びたわけではない。
「はちき

店舗名は、
「はちきん」が運営している店、というこ

んの店」開店の翌年からは「ここ掘れワンワン塾」と

とで、そのまま「はちきんの店」とすることにした。し

いう学習の場を設け、栽培技術、農薬の知識、そして

かし、その名前の陰には、
「農作物を、
『お金』ではな

売れるラッピング方法に至るまで、作り手としての良

くて『安全・安心』や『子どもを育むこと』の観点か

心に恥じない農産物を提供するための学習活動を幅広

ら捉えることができるのは女性。 だからこそ、この店

く行った。その努力のかいあって「はちきんの店」の

の運営は女性がやらねばならない」という深い意味が

売り上げは年々増加し、現在では、高知県内に５店舗

込められているという。女性目線で農家の「良心」を

の支店を持ち、東京や大阪へも出荷できるまでに規模

売る、という決意がその名称に表れている。

は拡大している。年間の売り上げは約２億3000万円に

集まった女性たちは83人。１人が1000円ずつ出資

までのぼり、直売所施設の建設費用もすでに完済し、

し、８万3000円の出資金で、 農産物直売所「はちき

支店へ配送するための専用トラック２台も自己財源で

んの店」はオープンした。ＪＡからの出資はいっさい

購入している。出荷者は約400人で、原則女性である

売る「はちきんの店」

【写真】女性目線で農家の「良心」を

が、1人暮らしの男性などで、
「はちきんの店」役員会
で承認されれば、男性でも出荷が認められている。
このように、お母ちゃんたちのお小遣いづくりをきっ
かけにして始まった「はちきんの店」は、今では地域
に欠かせないキーステーションとなり、多くの農業者
に出荷の機会をつくり、地域全体を底上げする役割を
果たしている。そして、この「はちきんの店」を皮切
【写真】自己財源で購入した「はちき

んの店」のトラック

り、出荷物が続々と集まってくる

【写真 】朝７時。 女性たちの手によ

りに、女性たちの活動は活発化していく。

3．もうけたお金で生活を楽しむために「ちいぱっぱスクール」を開校
「はちきんの店 」が成功を収め、女性たちに手頃な

の方法を学び合おう、ということで「ちいぱっぱスクー

お小遣い、場合によってはそれ以上の経済的効果をも

ル」という学習の場が生まれた。かせいだお金を家庭

たらすことができた。そこで、 次には、 せっかくお金

や子どものために使うことは大切なことだ。しかし、そ

をかせいだのだから、そのお金で生活を楽しもう、そ

れだけではなくて、女性たちが、自らの力で手に入れ
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たお金で、自らの生活を潤すことができて初めて、
本当
の意味での経済的自立といえるのではないか。中村都
子さんはそのように考えたという。

「ぶっとんだ」お母さんたちをつくりたかったからだ。
「ちいぱっぱスクール」では、テーブルマナーやウ
オーキング、料理教室、絵手紙作りなど、生活を豊か

「ちいぱっぱスクール」というネーミングは、当時は

にするための講座を数多く開催し、多くの女性たちが

やっていた「ビー・バップ・ハイスクール」という、

楽しみつつ学んでいる。そしてその学びを実践へとつ

マンガを原作とした映画のタイトルをもじったもの

なげているのが、次に紹介する助け合い組織「にこに

だ。映画の主人公は不良高校生たちで、彼らのように

こ会」である。

4．学びを実践へ 助け合い組織「にこにこ会」
ＪＡコスモスが、福祉・介護事業に参入することと

で参加できるよう、
「ホームヘルプ班」
「料理班」
「デイ

なった1995（平成７）年、
「ちいぱっぱスクール」で

サービス班」
「演芸班」などといった班分けをし、自分

は「ヘルパー養成講座」を開講し、その結果、１級・

の得意分野で活躍できるような仕組みをつくってい

２級・３級合わせて721人のヘルパー有資格者が生ま

る。
「料理班」では、町のバックアップの下、
『佐川の

れた。せっかく資格を取得したのに、そのまま放って

伝統料理』という料理本を出版、また、高知県の女性

おいては意味がない。そこで、1998年、学んだことを

会館で「佐川を味わう会」を５年連続で開催した際に

実践する場として、女性たちによる助け合い組織「に

は、 毎回400人以上の人

こにこ会」が結成されることとなった。

出があるほどの人気だっ

「にこにこ会」という名前には、お世話する側もされ

たという。

る側もにこにこしていたいね、という思いやりが込めら

「にこにこ会」では、現

れている。だから、
「にこにこ会」では、誰もが楽しん

在120人ほどのメンバ ー

期的に開催している。
「はちきん」たち

【写真 】
「にこにこ会 」では勉強会を定

の元気な笑顔がはじけている

が集い、 それぞれの得意
分野を生かしつつ、
「にこ
にこ」 しながら活躍して
いる。そしてその活動は、
今、 男性を巻き込んで次
のステ ッ プへと展開して
いる。

いず ま

【写真】
「にこにこ会」の出間緑会
長は元ＮＴＴの職員。退職後、Ｊ
Ａコスモスの女性部に入会した。
日本舞踊の師匠でもある

5．女性活動から派生した、男性だけの助け合い組織「赤い褌隊」
「にこにこ会」で助け合い活動をするなかで、サービ

家にこもってしまっている男性が数多く見られた。 特

スを受けるお年寄りのなかから、
「庭木を剪定してほし

にそれが顕著なのが、 第一線を退いた60代以上の男

い」とか、
「家具に転倒防止器具を取り付けてほしい」

性たちだ。団塊の世代は、それぞれの分野を極めてい

といった、女性だけでは対応が難しい要望が数多く聞

るのに、 それを生かすことなく、 地域に埋もれてし

かれることが分かってきた。一方、地域の男性たちに

まっていることが多い。そこで、
「にこにこ会」の女性

目を向けてみると、 余暇に何もすることがなく、 ただ

たちはそんな男性たちに目を付けた。

せんてい
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男性たちが助け合い活動に参加してくれれば、多岐

ふんどしたい

合い組織「赤い褌隊」である。

にわたるお年寄りのニーズに応えることができ、活動

隊員は、 下は48歳から上は89歳までと幅広く、 農

の充実が図れる。そして、それもさることながら、男

家はもちろんのこと、定年退職者や現役の公務員、ト

性たちに役割を担ってもらうことで、 男性も女性も、

ラックの運転手など、多彩なメンバーが名を連ねてい

この地域で楽しく暮らし、地域全体を活性化させるこ

る。2006年７月の発足当初は25人だった隊員も、 今

とができるだろう。

では50人を超えるまでになっている。

しかし、すでに120人規模に育った「にこにこ会 」

「赤い褌隊」の活動は実に幅広い。庭木の剪定、イ

に、 急に男性に入ってくれといってもそれは無理であ

ベント時の誘導や送迎などの「地域のボランティア活

る。ならば、男性だけの助け合い組織を結成してはど

動」の他に、料理教室やどぶろく造りなど、
「自分たち

うか。ここからが「はちきん」 たちの腕の見せどころ

自身で楽しむ活動」も、柱の１つとして位置付けてい

である。

る。これは「赤い褌隊」の規約の第１条に、次のよう

まずは、
「にこにこ会 」 主催で、男性だけの勉強会

に示されていることでも分かる。
「生活を楽しくするこ

を開催することとした。 各生産部会に声を掛けたり、

とや生活に役立つことを学び、男性ならではの活動の

「はちきんの店」などでチラシを配り参加者を募集した

実施と相互交流をはかり、さらに男らしい生き方を目

ところ、興味を持った男性38人が集まってくれた。講

指すことを目的とする」
。隊員たちは、活動を通して地

師は、県内の旧制中学の元校長で、家の光講師の明神

域に役立つことを実感し、地域における自分の立ち位

宏和先生にお願いした。先生には、ゆくゆくは男性だ

置を確立する。そして活動自体を楽しむことで、自ら

けの助け合い組織をつくりたい、という女性たちの思

の生きがいに活動をリンクさせている。

いを前もって伝え、作戦を練ったというから面白い。

「自分たちが目指しているのは男女共同参画ではなく

勉強会では、女性しかいない助け合い活動の現場で

て、
『女男共同参画』
」
。
「赤い褌隊」の隊長を務める中村

男手が求められているという実状が伝えられ、これか

「
『女男共同参画』とは、男
卓司さんはそう明言する。

が「本当の男は、 いざというとき情熱と信念を持って
あか ふん

行動するもの。その象徴が日本男児の赤褌だ！」とい
う講師の一言だった。 懇親会でお酒も入ったところ
で、女性たちが「男性だけの助け合い組織をつくりま
せんか？」と切り出すと、男性たちは、満場一致で賛
同。こうして生まれたのが、日本初、男性だけの助け

【写真 】 地元で開催されたえびす祭りの仮

装行列には、 韓国の人気グ ルー プ「ＫＡＲ

Ａ」の扮装で参加。見事準優勝に輝いた

【写真 】 小学校の庭の剪定作業をしている

作業が本格的だ
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【写真 】男の料理教室。三角巾姿がよく似

望が語られたが、何よりも男性たちの心を動かしたの

合っている

らは男性も地域活動へ積極的に参加すべきだという展

たか し

ＪＣ総研レポート／2012年 秋／VOL.23

基調テーマ

地域をコーディネートする

【写真】
「赤い褌隊」の中村卓司隊
長は元営農指導員

性が中心の社会へ女性が

とができた。
「にこにこ会」がきめ細やかな女性らしさ

参画するのではなくて、

を生かしたサービスを、
「赤い褌隊」が力を生かした男

助け合い活動など、 これ

性らしいサービスを提供することで、それを受けるお

まで女性が中心となって

年寄りたちは、これまで以上に快適に暮らすことがで

きた分野に、 男性が積極

きる。そして、
「にこにこ会」の会員や、
「赤い褌隊」

的に関わることで、 自立

の隊員は、活動を通して、地域に貢献できることの喜

した男になることを目指す

びを得、自分の生きがいや楽しみを実感している。

考え方のこと」だという。

それだけではない。これまで女性ばかりだった助け

地域活動では、 すでに女性の方が１歩も２歩も先を

合い活動に男性が加わることで、女性たちが口紅を差

行っている。
「会社」という鎧を脱いだ男性たちが地域

すようになったり、男性もこざっぱりとした格好に気を

と向き合うとき、すでに地域でコミュニティーを築いて

付けるようになったりと、思いも寄らぬ効果もあるとい

いる女性たちが、その先導役となり男性たちの居場所

う。

よろい

を用意する。男性と女性が本当の意味で「協同」する
姿がここにあるのではないか。

「赤い褌隊」は、他の地域との交流活動も活発に行っ
ており、この秋には高知県のお隣、徳島県のＪＡ東と

「赤い褌隊」が生まれたことで、
「にこにこ会」だけ
では手の届かなかった分野にサービスの幅を広げるこ

くしまで、男性の助け合い組織「男のまかない塾」が
発足するそうである。

6．多世代ネットワークを広げるために ――「あぐり3 スクール」

に地域づくりに参加してもらえるような仕掛けづくりも
行っている。それが、
「あぐり３スクール」である。以
下、簡単に紹介したいと思う。
（1）あぐりキッズスクール～大人になっても忘れないよ
地域の子どもたちを対象としたスクールで、農業体

たかな？ サポートするのは「にこにこ会」

つつある一方で、ＪＡコスモスでは、より多くの人たち

【写真 】 長〜いのり巻き作り。 うまくでき

やＪＡ女性部のメンバーたち

女性活動が、男性を巻き込みながら活動の輪を広げ

験や遊びのなかから、ＪＡの存在意義や農業の大切さ
を伝え、ふるさとを愛する心や、命を育む意味を知っ

催で、 入校料は教材費（月刊誌『ちゃぐりん』
）も含

てもらうことを目的としている。１期10カ月・10回の開

めて7000円。 毎期60人ほどの子どもたちが参加して

さつま芋の植え付け を す る子ど も た

【写真 】雨が降るなか、雨合羽を着て

も農家さんが頑張ってくれるからおい

ち。 このような体験から「雨が降って

とを、子どもたちが肌で感じとる

しい野菜が食べれるんだな」というこ
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いる。今年で８期目。
（2）あぐりミドルスクール～いつまでも現役
主に非組合員の団塊の世代を対象とし、帰農促進を
目的とした農業入門講座である。 人口の多くを占める
団塊の世代の人々が、 これまでの経験と知恵を生か
し、 地域で力を発揮してくれるか、それともそのまま
介護保険の利用者になってしまうかによって、その地
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【写真 】
「あぐりライフスクール」では楽し

手すき和紙づくり体験

い講座がたくさん用意されている。写真は

クール 」の受講生たち。 指導しているのは

【写真】真剣なまなざしの「あぐりミドルス

「赤い褌隊」の中村隊長

域には雲泥の差が出る。そこで、農業に関心を持って

性20人と、定員を分けて募集している。今年で６期目。

いる人たちに、農業の基礎技術を学んでもらい、地域
の活性化に一役買ってもらいたい、そしてこの地域で

生活課長として「あぐり３スクール」の立ち上げに

生き生きと心豊かに暮らしてほしい、 という思いから

関わった中村都子さんは、その目的の１つとして、
「生

始まっている。１期１年・11回の講座で、入校料は教

活指導を、事業として確立すること」を挙げた。
「生活

科書代（
『家庭菜園大百科』家の光協会刊）も含めて

部門は、不採算で、目的がはっきりしていないと言わ

１万3000円。定員は30人程度。今年で６期目。

れてしまいます。でも、地域の活性化は、経済性だけ

（3）あぐりライフスクール～今、JAがおもしろい

に目線をとらわれていては実現できません。３スクー
ルを立ち上げることにより、 生活部門を事業として

これまであまりＪＡとは関わりのなかった地域の一

しっかり確立させたかったんです。それが地域に暮ら

般の人々に、ＪＡを知ってもらい、一緒に地域を盛り

す人々のためになり、ＪＡの存在意義にもつながるの

上げましょう、というコンセプトで開催している。紙す

です」

き体験やフラワーアレンジメントなど、生活を楽しむ

「あぐり３スクー ル 」 では、 講師として、またはス

講座の他に、ＪＡの基礎知識や、食の安全・安心、救

タ ッフとして、ＪＡ女性部や「にこにこ会 」
「赤い褌

急救命の講座など、カリキュラムの内容は多岐にわた

隊」などのメンバーが、積極的に運営に関わっている

る。１期10カ月・10回の講座で、入校料は教材費（月

ことも大きな特徴である。１つ１つの活動が、 限られ

刊誌『家の光』
）を含めて１万円。定員は40人で、男

た範囲だけにとどまるのではなく、地域全体を包み込

性にも積極的に参加してもらえるよう、男性20人・女

みながら、大きく成長しているのが分かる。

7．地域をデザインする女性力
これまで見てきたように、お母ちゃんたちのお小遣

は、経済性だけにとらわれない、
「主婦 」や「母 」と

いづくりから始まった、 ＪＡコスモスの女性活動は、

いった女性独特の目線が根本にあること、２つ目は、

「実践 」と「学び」 の繰り返しのなかから徐々に成長

「はちきんの店」
「ここ掘れワンワン塾」
「ちいぱっぱス

し、それまで地域に埋もれていた男性たちの新たな活

クール」といった、おおよそ男性では思い付かないよ

動を生み出した。そして、それらの活動がさらに地域

うな、ユニークで親しみやすいネーミングを駆使する

全体の活性化へと広がっている様子は、まるで小さな

ことで、人目を引き、誰もが参加しやすい状況をつく

つむじ風が、大きなトルネードに育っていったかのよ

り出していること、また、３つ目としては、１つの活動

うである。

を次々と新しい活動へとつなげていく連続性と、女性

この活動の広がりには、 次のような女性ならではと

だけで行き詰まれば男性の手を借りようという柔軟性

いってよい特性が、大きく関係していると思う。１つ目

があることである。 そしてこれらの女性ならではの特
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基調テーマ

地域をコーディネートする

性が、活動の幅を広げ、男性活動を引き出し、ひいて

がつくり出すべきだということは言うまでもない。

は地域全体の活性化を生み出している。つまり、女性

ＪＡコスモスで、 女性活動の仕掛けづくりを行って

たちは、湧き出る「女性力」によって、
「地域をデザイ

いるのもまた、
「はちきん」の中村都子さんであるとい

ン」しているといえまいか。

うことも見逃せない点だ。 中村都子さんは「ＪＡは

「女性力」は「女性らしさ」と言い換えることができ

きっかけづくりをすればいいんです。 きっかけさえあ

る。
「男女共同参画 」の名の下、女性たちは男性と同

れば、女性たちは自分たちの力でどんどん進んでいき

等のことをやり遂げなければとやっきになる。 数の面

ます。 潜在的な女性た

だけで女性の社会参画の度合いを計られてしまう場面

ちの力を引き出せるか

も多い。 しかし、JＡコスモスの活動の広がりを見れ

どうか、 ＪＡの真価が

ば、それがとてもむなしいことに気が付く。 女性には

問われるところです 」

女性の、男性には男性の特性がある。それは変えるこ

と言う。

とができないし、むしろ財産なのである。ならば、反

そして、中村都子さん

目するのではなく、お互いがその特性を生かしながら力

のような人材を発掘し、

を合わせた方が、目的に早く到達することができる。

力を貸すこともまた、

女性は「女性らしさ」という宝を大いに生かして、そ

地域やＪＡが担うべき

れを自在にコーディネートしていけばよい。しかし、そ

役割なのではないだろ

のためには、女性たちを応援する土台を、地域やＪＡ

うか。

【写真 】
「私ははちきん」と言いなが
らも、優しく穏やかな微笑みを絶や
さない中村都子さん

たから

8．さいごに ――「はちきん」は「8つの金」
2011年３月11日に発生した東日本大震災をきっかけ

どちらかというと重視するようになった人を含め、

とし、 私たち日本人の価値観は大きく変わることと

47.5 ％にまでのぼったという。このように、私たちの

なった。経済大国といわれるこの日本で、津波にのま

価値観が「モノ」から「ヒト」へと変化するなか、お

れ命からがら助かった人々に、温かな食事を届けるこ

のずと「地域」というものがクローズアップされてくる。

とすらできなかった無念さ。 自分のことは後回しにし

今、地域を見つめ直す時が来ている。地域で助け合

て助け合う、 被災者の方々の勇姿。 大震災の経験か

いながら生き生きと暮らし、年を重ねていくこと、その

ら、 よもや経済だけでは幸せは得られないということ

幸せを地域で暮らすみんなで分かち合うこと、それは

を、私たち日本人の一人一人が実感することとなった

地域に生きる、すべての人々の願いである。だからこ

のではないか。

そ、その仕掛けづくりの役割が、地域を基盤として活

そして、
「経済性」に代わり、強く意識されるように

動するJＡに、今後より一層求められるであろう。そし

なったのが、
「絆」という言葉に代表されるような「人

てその役割を担うなかで、地域あるいはJＡに内在して

と人との関係性」という新たな幸せの尺度である。

いる「女性力」を引き出せるかどうか、それを応援す

2011年４月に、gooリサーチが1000人を対象に行っ
た「震災後の被災地支援および価値観の変化に関する

る懐の深さがあるかどうかが、 地域づくりの分かれ目
になることは間違いない。

調査」によると、震災後に「近隣住民との協力意識」

「はちきん」とは「八金 」と書く。この言葉には、

を重視するようになった人は、どちらかというと重視す

「高知の女性たちは、８つの（たくさんの）
、金（宝物）

るようになった人も含め、30.9 ％にのぼった。また、

を持っている」 という意味があるのではないだろう

「家族、友人との連携」を重視するようになった人は、
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か。筆者はそう思うのだが、うがち過ぎだろうか。
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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②
こ

ばやし

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

はじめ

元

は０であった。

1．はじめに

非常勤役員のうち94 ％は正組合員資格を持つ。 准

前回は、
「農協の組合員制度とガバナンスにかかる

組合員資格は119人、員外は272人であった。選出枠

研究会 」 が2012年１月に実施した「ＪＡの意思決定

を見ると地区選出枠が88 ％、 次いで女性枠が４％で

機関等にかかるアンケート」

注１）

のうち、
「ＪＡ役員の

あった。

概況調査票」の概観を紹介した。今回は、より踏み込

専兼別農家区分を見ると、49 ％が専業的農家、29

んでＪＡ役員の姿を、特にその地域性に着目して分析

％が兼業農家、９％が自給的農家であった。表１は、

していこう。その上で、
「ＪＡの意思決定機関等にかか

地域別に見た非常勤役員の専兼別農家区分を示してい

る実態調査票」から、ＪＡ役員の選出のシステムと特

る。 地域差が明瞭で、 北海道では専業的農家が90.2

徴を紹介する。

％に達するのに対し、 中国（31.6 ％）
、 近畿（36.0
％）
、北陸（40.8％）
、東海（42.5％）では専業的農家

2．地域差が大きい非常勤役員の属性

注１）本アンケートは、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所

まず、選出された役員の属性について、非常勤役員
と常勤役員に分けてその地域性に着目して、実態を見
ていこう。

事故の被害が大きい岩手県、宮城県、福島県を除く673ＪＡを対象とし
て調査票を配布し、役員選出のシステムと役員構成（
「ＪＡ役員の概況調
査票」
）
、ＪＡの意思反映システムの実態など（
「ＪＡの意思決定機関等に
かかる実態調査票 」
）を調査した。有効回答回収数は317部で、有効回
答率は47.1％であった。うち「ＪＡ役員の概況調査票」の有効回答数は

アンケート調査では、非常勤役員7013人、常勤役
員1438人、合計8455人（不明４人を含む）について
回答が得られた。 非常勤役員のうち、 理事が5076
人、 経営管理委員が566人、 監事が1370人であっ
た。このうち男性は6560人で94 ％、 女性は412人で

8455件、
「ＪＡの意思決定機関等にかかる実態調査票」の有効回答数は
313部であった。なお、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

【表1】地域別に見た非常勤役員の農家種別

６％であった。図１は、地域別に見た非常勤役員に占
める女性役員の割合を示している。女性役員割合は東
山で10％を超えるが、６％前後の地域が多く、北海道
【図１】地域別に見た非常勤役員に占める女性の割合

合計
北海道
東北
関東

北海道

0.0

東北

5.5

関東

5.0
10.2

北陸

北陸

3.5

東海

東海

6.8

近畿

6.5

中国

6.8

四国

6.8

東山

九州・沖縄

0

20

40
男性
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上段 : 度数
下段 :％

60
女性

80

6.5
100
（％）
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東山

近畿
中国
四国
九州・沖縄

合計
7013
100.0
369
100.0
416
100.0
1370
100.0
482
100.0
610
100.0
1095
100.0
739
100.0
721
100.0
470
100.0
741
100.0

専業的農家
3425

兼業農家
2037

48.8
333

647
29.0

3

78.8
576

6.4

18.9

8.5
44

13.8
59

20.9

18.9
61

65

155
61.7

11.1

53.5

57.9

16.8
140

46

89

457

14.3

34.0

31.6

10.8
184

82

386

272

2.5

26.4

36.0

10.6
66

157

251

228

7.1

45.9

42.5

17.3
51

15

289

266

12.8

30.3

40.8

4.8
237

34

280

465

2.6

27.8

52.1

8.4
20

176

146

249

0.5

13.7

42.0

12.9
31

11

381

251

904

2

57

不明

9.2

0.8

90.2
328

自給的農家

9.4
70

8.0

9.4
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の割合が低い。逆に、中国（53.5％）
、北陸（45.9％）

北海道（4.7％）
、関東（12.9％）ではそのウエートが

では兼業農家の割合が高い。 近畿、 東海、 関東で

低い。公務員経験者も、東山（16.9％）
、北陸（16.3

は、自給的農家とともに不明も多い。農家と判断され

％）
、近畿（19.7％）
、中国（22.0％）で相対的に高い

ない役員も一定割合を占めているようである。

割合を占める。

非常勤役員の職歴を見ると、 農業歴がある役員が

表３は、 地域別に見た非常勤役員の組織代表歴を

85.2 ％を占める。 農業に次いで多い職歴が会社員で

示している。生産部会長歴を持つ非常勤役員は北海道

23.9％である。次いで、元ＪＡ職員が17.5％である。

（19.4％）
、九州・沖縄（18.2％）
、東北（14.1％）
、東

表２は、 地域別に見た非常勤役員の職歴を示してい

山（14.0％）の農業地帯で相対的に高い割合を持つ。

る。これを見ると、中国（37.0％）
、近畿（32.5％）
、

女性部や青年部などの役員歴も同様に北海道（23.8

北陸（38.1％）で会社員経験者の割合は３割を超える

％）
、 九州・ 沖縄（21.6 ％）
、 四国（17.2 ％）
、 東山

ことが分かる。ＪＡ職員は、九州・沖縄（22.6％）
、中

（16.4 ％）
、東北（14.4 ％）で高い。逆に、関東、北

国（24.5％）の両地域では２割を超えている。逆に、

陸、東海、近畿、中国では、組合員組織の代表歴を持

【表2】地域別に見た非常勤役員の職歴（複数回答）
上段 : 度数
下段 :％
合計
北海道
東北
関東
東山
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄

合計

農業

6848

5834

363

332

410

385

1339

1200

451

401

606

498

1044

756

720

591

709

603

466

405

740

663

自営業

JA 職員

513

1197

287

7.5

85.2

連合会職員

5
91.5

2

1.4
15

93.9
89.6

8.4
16

88.9

30

3.5
50

82.2

19.3
100

8.3
87

72.4

8.3
85

82.1

11.8
77

85.0
86.9
89.6

22.0

6.7

37.0
116

14.2
50

3.1

22.6

32.5
262

66

23

5.8

19.7

7.3

19.3
167

26.1
234

156

31

4.7
43

12.3

4.7

24.5
90

38.1
273

142

52

10.9
22

16.3

3.7

17.4
174

231

128

34

27.7

16.9

3.3

19.0
125

16.6
125

99

39

12.2
222

11.1

6.7

16.5
198

4.4

76

20

3.3
50

148
3.7

12.9
87

2.2

1.7
49

23.9
12

18

16.1
173

13.0

0.6
7

3.7
113

1634

8

4.7
66

地方公共団体の

会社員

891
4.2

17.5
17

公務員

24.9
109

6.8

14.7

首長または議員
280
4.1
3
0.8
12
2.9
44
3.3
15
3.3
18
3.0
28
2.7
24
3.3
51
7.2
38
8.2
47
6.4

専門技術職
75
1.1
―
―
―
―
18
1.3
3
0.7
10
1.7
8
0.8
9
1.3
11
1.6
6
1.3
10
1.4

【表3】地域別に見た非常勤役員の組織代表歴（複数回答）
上段 : 度数
下段 :％
合計
北海道
東北
関東
東山
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄

合計

常勤理事

5825

232

320

8

334

22

1240

43

378

11

506

26

797

27

640

21

570

24

379

13

661

37

非常勤理事
4101
4.0

70.4

2.5

25.6

70.1

23.7

76.8

2.9

21.0

68.8

5.1

21.4

66.2

3.4

21.3

70.5

3.3

20.5

68.4

4.2

18.9

69.1

3.4

21.6

63.6

8.8
39

23.7
144

72.8

5.0
50

90

481

7.3
32

123

241

6.7
58

121

394

14.0
34

163

438

9.3
53

108

562

14.1
115

81

335

19.4
47

261

260

10.5
62

79

952
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21.5

63.8

3.5

610

82

234
6.6

生産部会長

1252

204

5.6

監事

10.3
120

21.8

18.2

青年部・女性部・
農政連など
668
11.5
76
23.8
48
14.4
79
6.4
62
16.4
48
9.5
67
8.4
40
6.3
40
7.0
65
17.2
143
21.6

総代
1432
24.6
65
20.3
44
13.2
223
18.0
86
22.8
88
17.4
150
18.8
253
39.5
152
26.7
133
35.1
238
36.0

地域組織代表
（総代以外）
827
14.2
72
22.5
46
13.8
229
18.5
26
6.9
107
21.1
79
9.9
67
10.5
40
7.0
40
10.6
121
18.3

その他
234
4.0
11
3.4
30
9.0
52
4.2
14
3.7
22
4.3
39
4.9
19
3.0
24
4.2
11
2.9
12
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1.8

45

組合員資格別に見れば、 正組合員資格を持つ常勤

【図2】地域別に見た非常勤役員の年齢構成
41.2

北海道
16.7

東北
関東 5.1

29.8

23.3

14.9

20.1

38.3
40.0

東山 4.7 9.5
17.0

東海 5.4

15.7

42.8

32.6

中国 4.3 9.3

38.6

四国 10.5

13.0

九州・沖縄 10.0

14.6

0

〜55 歳

の両者でほとんどを占める。表４は、地域別に見た常

35.1

勤役員の選出枠別の割合を示している。学識経験者枠

41.5
50.8

による選出が多い地域は近畿（71.6 ％）
、 関東（58.4

47.7
37.4

％）
、東海（54.6％）
、逆に地区選出枠による選出が多

39.1

40.7

20

50.7％を占め、次いで地区選出596人（42.6％）でこ

47.5

37.4

近畿 6.4 10.2

選出枠では、学識経験者枠による常勤役員が709人と

40.0

38.4

北陸 5.1

役員が77％、准組合員が18％、員外が５％である。

8.9
21.6

40

60

56〜60 歳

い地域が中国（59.8％）
、北陸（57.6％）である。

34.6

80

61〜65 歳

66 歳〜

100
（％）

職歴を見ると、 ＪＡ職員の職歴を持つ常勤役員が
929人（65.6%）
、 連合会職員歴を持つ常勤役員が

つ非常勤役員は少ないことが分かる。
年齢構成を見ると、
61 ～ 65歳が37.6％と最も多い。

【表4】地域別に見た常勤役員の選出枠

次いで66 ～ 70歳の28.7％である。図２は、地域別に

上段 : 度数
下段 :％

見た非常勤役員の年齢構成を示している。66歳以上

合計

の割合は、近畿は50.8％と半数を超える。中国（47.7

北海道

％）
、東山（47.5％）も高齢役員の割合が高い。逆に、

東北

55歳以下の非常勤役員比率は、 北海道で41.2 ％と極

関東

めて高く、東北（16.7％）が比較的高い。

東山

合計
1399
100.0
115
100.0
90
100.0
257
100.0
92
100.0
132
100.0
196
100.0
155
100.0
127
100.0
81
100.0
154
100.0

北陸

3．常勤役員の多くが元ＪＡ職員

東海

次に、常勤役員について見ていこう。常勤役員のう

近畿

ち理事が1168人、経営管理委員が13人、監事が257

中国

人、 合計1438人であった。このうち、 代表権を持つ

四国

役員は572人、39.8％であった。男性比率は99％であ

九州・沖縄

る。

注：一部複数回答あり

地区選
出
596
42.6
59
51.3
44
48.9
97
37.7
44
47.8
76
57.6
67
34.2
37
23.9
76
59.8
28
34.6
68
44.2

【表5】地域別に見た常勤役員の職歴（複数回答）
上段 : 度数
下段 :％
合計

農業

112

53.1

100.0
68

262

関東

100.0

東山

74.4

100.0

東海

58.3

100.0

35.9
69

100.0
127

中国

43.7
69

100.0
89

四国

54.3

166
100.0

1.6

44.9

70.9
67

1.1
2

65.1

15

75.3
101

1.2

60.8
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14.5

―

3.8
5

7.7
4

2.6
―

―

―
1
0.8
―
―
―

1.9

―
2

3.1
2

18.0

1.6
1

2.2
4

6.0

―
―

4

10

―
―

1.0

21.3

2.2

0.9

2.4

11.4

16

4.2

3.0
15

3

27

7

0.8

―

2.2
5

1.2

7.3

3.9

13.5
24

2.2
4

―

1.2
2

―

2

18

2

3.1
2

1

6.7
3

―

3
15.0

3.2

11.8
12

7.8
8

―

0.9
6

2.7

7.0

1.0

5

3.5

―
―

2.0
1

7

1

14

5

4.9

―
―

員外
28

4

2.1

9.5

8.7

16.5

79.1
90

1

108

26

0.1
―

7

19

2

その他
68

2

6
4.7

9.4

78.6

2.5

3.4

14.2

女性枠
1

―

10.3
25

11

18

125

2

40
100.0

九州・沖縄

2.1

10

4
12.8

60.6
151

4

9.9

18

4.5

2.1
9

11
68.6

7.9

2

組合員
組織枠
24
1.7
1
0.9
―
―
6
2.3
1
1.1
2
1.5
3
1.5
4
2.6
1
0.8
3
3.7
3
1.9

北海道 ―
2.6
―
―
7
―
東北 ―
5.5
―
関東
―
12
3
―
14.8
3.7
東山
―
5
3
3.2
1.9
北陸 ―
東海
近畿
中国
地方公共団体の
会社員
専門技術職
四国
首長または議員
150
28
10
九州・沖縄
10.6
2.0
0.7
0 1 20
40
5
―

1.8

12.4
26

77

4

3.6

63.4

4.7

2

12

59

10

69

158

近畿

4.2

3.5

11.7

51.5
166

4

74

192

50

公務員
49

4
38.4

―

48.5

100.0

65.6

―

11

連合会職員
166

43

―

64

127

北陸

2.7

70.1
127

86

929

―
57.1

100.0

JA 職員

38

64

97

東北

自営業

752
100.0

北海道

46

合計
1416

学識経
験者
709
50.7
50
43.5
35
38.9
150
58.4
44
47.8
49
37.1
107
54.6
111
71.6
48
37.8
38
46.9
77
50.0

1.1
5

2.4

3.0
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【表6】地域別に見た常勤役員の組織代表歴（複数回答）
上段 : 度数
下段 :％

合計

常勤理事

1192

合計

950

310

100.0
70

関東

100.0

東山

61
100.0
78
100.0

東海

117
100.0
113
100.0

中国

84
100.0

四国

65
100.0
114
100.0

16.2
22.2
23

81.4

4.8
1

11.1
45

―
5

18

80.2

140

九州・沖縄

16.9

22.9
9

0.7
―

17

80.0

81

21.6

7.4
24

1.9
1

23

83.1

105

21.5

14.9
10

8.1
2

32

79.1

136

近畿

25.7

28.0
22

3.6
6

23

72.9

148

20.5

27.0
30

5.1
8

19

82.4

107

北陸

22.8

26.8
20

12.2
4

46

81.3

74

14.3

44.3
60

3.9
12

18

83.5
182

19.5

56.1
35

100.0
224

47

14

71.4
66

生産部会長

26.0
55

100.0
79

東北

監事
233

79.7

98

北海道

非常勤理事

1.2
8

16.4

32.1

5.7

青年部・女性部・
農政連など
54
4.5
14
14.3
8
10.1
6
2.7
6
8.1
5
4.7
1
0.7
―
―
2
1.9
1
1.2
11
7.9

総代
95
8.0
15
15.3
3
3.8
13
5.8
5
6.8
10
9.3
6
4.1
7
5.1
5
4.8
9
11.1
22
15.7

地域組織代表（総
代以外）
79
6.6
7
7.1
2
2.5
16
7.1
1
1.4
11
10.3
8
5.4
9
6.6
3
2.9
5
6.2
17
12.1

その他
29
2.4
3
3.1
5
6.3
4
1.8
―
―
3
2.8
3
2.0
2
1.5
5
4.8
―
―
4
2.9

166人（11.7％）であった。表５は、地域別に見た常

歳の間に集中している。両者で72.0％であり、常勤役

勤役員の職歴を示している。これを見ると東海（78.6

員定年制などが敷かれているためと考えられる。図３

％）
、近畿（79.1％）では８割近くがＪＡ職員歴を持っ

は、地域別に見た常勤役員の年齢構成を示している。

ていることが分かる。

中国（26.8％）
、東山（25.3％）
、北陸（22.7％）では

非常勤理事経験を持つ常勤役員の割合は26.0 ％で
ある。表６は、地域別に見た常勤役員の組織代表歴を

66歳以上の常勤役員の割合が高い。逆に、北海道で
は若い常勤役員が相対的に多い。

示している。非常勤理事の経験がある常勤役員は、北

常勤役員、特に代表者については、ＪＡの場合農家

海道（56.1 ％）
、 東北（44.3 ％）
、 九州・ 沖縄（32.1

代表が就任することが多く、地域生協における職員を

％） で高く、 東海（14.9 ％）
、 四国（11.1 ％）
、 近畿

経由しての役員就任と好対照をなすと、考えられてき

（7.4％）で低い。また生産部会長や青年部などの組織

た注２）。しかしながら、すでに常勤役員の約66 ％がＪ

代表歴を持つ常勤役員も、 北海道（26.5 ％）
、 東山

Ａ職員歴を持ち、連合会職員歴を持つものを加えれば

（16.2％）
、東北（15.2％）
、九州・沖縄（13.6％）で

７割程度を占めるのではないかと考えられる。常勤役

相対的に多いが、関東、北陸、東海、近畿、中国、四

員の性格は、ＪＡ合併が進められるようになった1990

国ではごくわずかである。

年代以降、 組織代表から学識経験理事へと、 大幅に

年齢階層を見ると、 常勤役員の年齢は56歳から65

変わったと見ることができよう。

【図3】地域別に見た常勤役員の年齢構成
23.5

北海道

36.5

12.4

東北

関東 6.5

北陸 6.1

31.8

39.4

29.9

四国 5.7

35.2

九州・沖縄

9.7

0

〜55 歳

56〜60 歳

ＪＣ総研レポート／2012年 秋／VOL.23

表７は、理事会方式を採用するＪＡ（以下、理事会

16.4

37.8

40

理委員、監事）の選出方法を見ていこう。

15.3

38.8

32.7

20

22.7
32.1

31.6

中国 5.5

（有効回答数313ＪＡ）から、ＪＡ役員（理事、経営管

25.3

36.7

13.2

次に、
「ＪＡの意思決定機関等にかかる実態調査票」

18.5

43.7

15.8

近畿

13.4

39.6

27.6

4．役員の選出方法

7.8

44.3

35.4

東山 3.4

東海

32.2

29.9

ＪＡ）と経営管理委員会を導入しているＪＡ（以下、

26.8
43.2

15.9

41.2

16.4

60
61〜65 歳

80
66 歳〜

注2）青柳斉「日本企業のガバナンス問題と協同組合の特質」
、山本修・

100
（％）

吉田忠・小池恒男編著『協同組合のコーポレート・ガバナンス』家の光
協会、2000年、14 ～ 18ページ
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【図5】役員候補者の選出時の話し合いに参加する組合員の
姿（複数回答）

【表7】定款に定める役員の総数
経営管理委員会ＪＡ
件数
（全体）%
0
0.0
6
27.3
8
36.4
6
27.3
2
9.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
22
100.0

カテゴリ
0 ～ 9人
10 ～ 19人
20 ～ 29人
30 ～ 39人
40 ～ 49人
50 ～ 59人
60 ～ 69人
70人以上
サンプル数

理事会ＪＡ
件数
（全体）%
32
11.0
99
34.0
93
32.0
57
19.6
7
2.4
2
0.7
0
0.0
1
0.3
291
100.0

集落組織など JA の
基礎組織の代表
（および役員）

213

総代（の代表）

143

女性部の支部代表
（および役員）

経営管理委員会ＪＡ）の役員数別のＪＡ数を示してい

生産者組織の支部代表
（および役員）

る。これを見ると、理事会ＪＡでは、10 ～ 19人のＪＡ

82

青年部の支部代表
（および役員）

が34.0％、20 ～ 29人のＪＡが32.0％と、両者でおよ

0

そ３分の２を占めていることが分かる。９人以下のＪＡ
は11.0 ％である。経営管理委員会ＪＡは20 ～ 29人を

106

61

50

100

150

200

250

見てよいだろう。

中心に、その前後に分布している。理事会ＪＡで20人

次に、役員候補の選出過程について見ていこう。図

前後、経営管理委員会ＪＡで30人前後というのが平均

５は、役員候補者の選出時の話し合いに参加する組合

的な役員数であろう。

員の姿を示している。役員候補者の選出過程に最も関

また、ＪＡの組合員数規模が大きくなっても役員数

わっている組合員は「集落組織などＪＡの基礎組織の

はそれに比例して増える傾向は見られないので、大規

代表」
（213ＪＡ）である。次いで、総代（143ＪＡ）
、

模ＪＡの役員１人当たり組合員数は組合員数規模が増

女性部の支部代表（106ＪＡ）と続く。役員選出に関

加するに従って急激に増大する。図４は、役員１人当

わる人の組み合わせは多様だが、集落代表と総代、そ

たりの総組合員数別のＪＡ数を示している。 役員１人

して女性部などの役員というのが一般的なようであ

当たり総組合員数が1000人を超えるＪＡは、東海９Ｊ

る。役員候補者の選出に当たって、集落組織などＪＡ

Ａ（22.5%）
、近畿６ＪＡ（19.4%）
、中国６ＪＡ（22.2

の基礎組織が果たす役割は大きい。

%）
、九州・沖縄４ＪＡ（11.8％）と、西日本を中心に
存在している。
総代会での役員選出方法は、 選任制が圧倒的に多

5．地区選出枠を中心とする役員の選出

い。理事会ＪＡの場合で81％、経営管理委員会ＪＡで

表８は、役員選出枠のうち地区選出枠が占める割合

86％が選任制である。かつては西日本の選任制、東日

別のＪＡ数を示している。これを見ると、地区選出枠

本の選挙制といわれたが、選任制に大きく傾斜したと

の占める割合が90％以上のＪＡが約４割、80％以上だ

【図4】地域別に見た役員１人当たり組合員数規模別のＪＡ数
北海道

58.8

東北

9.5

33.3

65.4

東山
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71.0
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54.8
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25.0
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20
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40

カテゴリ
選出枠なし：0%

22.2

55.0

8.8

0

19.4
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〜100 人未満

100〜500 人未満

500〜1000 人未満
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5.0
11.8

80

100
（％）
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選出枠あり

四国

次に、役員選出における選出枠の設定状況を見てい
【表8】役員選出枠に占める地区選出枠の割合別ＪＡ数

22.5
22.6

14.8

九州・沖縄

いえるだろう。

3.8

25.8

32.5

近畿 3.2

ると、ＪＡの役員の選出は地区選出枠が基本であると

50.0

北陸 3.2

中国

8.8

57.1

関東 5.8
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32.4

と８割弱であることが分かる。 配分される役員数を見

0.1 ～ 70％未満
70 ～ 80％未満
80 ～ 90％未満
90 ～ 100％未満
100%
サンプル数

地区選出枠割合
経営管理委員会ＪＡ
理事会ＪＡ
件数
（全体）%
件数
（全体）%
0
0.0
0
0.0
22
100.0
276
100.0
2
9.1
10
3.6
5
22.7
49
17.8
7
31.8
103
37.3
5
22.7
80
29.0
3
13.6
34
12.3
22
276
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【表9】理事会ＪＡの役員選出枠構成
上段 : 度数
下段 :％
地区選出枠
女性枠
青年部枠
生産部会枠
学識経験者枠
その他枠

集落組織
単位
76

支所支店
単位
105

27.5
6
1

38.0

1

7.2
5

4.7
22

1

10

11

1

8.0

0.4

6.2

1.8

38.0

0.0

0.4
17

16.3
105

0

1

20

28.3

0.4

0.7

管内全域
45

13
1.8

0.4
2

地域本部
単位
78

5
2.2

【図6】地域別に見た学識経験者枠の設定状況別ＪＡの割合

3.6
164

4.0
0

0.4

59.4
20

0.0

7.2

各選出枠が
あるＪＡの
割合
276
100.0
129
46.7
24
8.7
14
5.1
212
76.8
25
9.1

注：対象ＪＡの母数2 7 6に対する割合（複数回答あり）

北海道

19.4
40.9

地区選出枠
女性枠
青年部枠
生産部会枠
学識経験者枠
その他枠

集落組織
単位
3

支所支店
単位
3

13.6
0

13
13.6

0
0.0

0

東山

0.0

0.0
0

0.0
0

0

0
0.0

63.6
7

4.5

31.8
7

9.1
0

0.0
0

22.7
14

2
0.0

0.0

管内全域

13.6
1

31.8
6

0.0
1

0.0

27.3
2

4.5

81.0
41.9

北陸

58.1

東海

26.3

73.7

近畿

26.7

73.3

中国

37.0

四国

63.0

40.0

60.0

35.3

九州・沖縄

64.7

20

40

60

なし

5

3

89.8

19.0

0

59.1

0.0
0

0

地域本部
単位

59.1

関東 10.2

【表10】経営管理委員会ＪＡの役員選出枠構成
上段 : 度数
下段 :％

80.6

東北

9.1

各選出枠が
あるＪＡの
割合
22
100.0
17
77.3
8
36.4
9
40.9
6
27.3
3
13.6

注：対象ＪＡの母数2 2に対する割合（複数回答あり）

こう。表９は理事会ＪＡ、表10は経営管理委員会ＪＡ

80

100
（％）

あり

【図7】地域別に見た女性枠の設定状況別ＪＡの割合
北海道

100.0

東北

59.1

関東

53.1

東山

42.9

北陸

40.9
46.9
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四国
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63.0
60.0
61.8

40

なし

の選出枠の設定状況を示している。

60

80

あり

100
（％）

地区選出枠設定の状況を見ると、理事会ＪＡでは、

識経験者枠を設定するＪＡは全体で218ＪＡ、71.9

「集落単位」が27.5％、
「支所支店単位」が38.0％、

％、設定しないＪＡは85ＪＡ、28.1％である。学識経

「地域本部単位」が28.3％、
「管内全域」が16.3％で

験者枠を設定しないＪＡの割合が高い地域は、
北陸
なし
あり

あった。経営管理委員会ＪＡでは、地域本部単位の割

19.4
80.6
北海道 、東北（40.9％）
（41.9％）
、四国（40.0％）である。

合がより高く59.1 ％を占める。 支所ないし地域（ブ
ロック）を単位に役員定数が設定されている場合がほ

東北

40.9

59.1

関東は設定するＪＡの比率が約９割に達する。
関東 10.2

89.8

図７は、地域別に見た女性枠の設定状況を示してい
東山
19.0
81.0
41.9
58.1
北陸
る。女性枠を設定していないＪＡは北海道（100％）
、

とんどと見てよいであろう。
理事会ＪＡにおいて、役員選出に当たり、女性枠を

東海
北陸（64.5％）
、東北（59.1％）が高い。逆に設定す

設定しているＪＡは129ＪＡ、46.7 ％であった。 役員

るＪＡの割合が高い地域は東海（65.8％）
、中国（63.0

選出に当たって女性枠を設定するＪＡは半数近くに達

％）
、九州・沖縄（61.8％）
、四国（60.0％）である。
40.0
60.0
四国

する。青年部枠は24ＪＡ、8.7％、生産部会枠は14Ｊ

35.3
64.7
九州・沖縄
青年部枠、生産部会枠を設定するＪＡには顕著な地域

Ａ、5.1％にすぎない。これに対して、学識経験者枠を

性は確認されない。地域主義を基本とする役員選出シ
（％）

設定するＪＡは、76.8 ％、212ＪＡに達する。 学識経

ステムは、学識経験者枠、女性枠の設定というかたち

験者枠設定は、明らかに多数派である。また、女性枠

で徐々に修正が加えられており、それは西日本を中心

設定も１つの流れといえるであろう。

に進行していると見ることができよう。

役員選出枠設定にも地域性が存在する。図６は、地

近畿
中国

26.3

73.7

26.7

73.3

37.0

0

20

63.0

40

60

80

100

（以下、次号に続く）

域別に見た学識経験者枠の設定状況を示している。学
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中国における農地流動化の最新動向
――江蘇省の農地株式合作社に着目して
に い

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 倪

じ ん

鏡

制度の下、 請負耕作権の貸借による農地流動化は長

Ⅰ はじめに

年親戚や知人などによる相対にとどまっており、 遅々

近年中国では、
「三農（農業・農村・農民）問題」

として進まなかった。また、たとえ他産業に移転して

を解決するため、さまざまな改革が進められている。

も、都市戸籍を取得しない限り、医療、年金などの社

そのなかで、特に農地流動化の促進と農業経営組織の

会保障制度を受けることができないため、農家は簡単

育成が重要課題として位置付けられている。2008年

に農地を手放さない。その結果、農地集積による農業

の中国共産党第17期三中全会では「農地利用権の流

経営の規模拡大はなかなか実現されなかった。

動化による大規模経営の育成」と「合作組織（協同組

しかし近年、経済発展に伴い、出稼ぎや兼業化など

合的組織）の設立による農民の組織化」があらためて

の農業から他産業への労働力移動が進み、 農地流動

提起され、それを実現するための政策が打ち出されて

化も次第に進み始めている。さらに、1990年代以降農

きた。そのため、これらの取り組みが全国各地で進め

民専門合作社をはじめとする農民合作組織の普及が農

られるなど、一定の効果を挙げており、注目を集めて

地流動化を促進する形となった。その結果、農地の流

いる。

動化が進み、 農民合作組織などへの利用集積面積が

そこで、本稿では、まず第１に中国における農地流

拡大した。

動化の背景と動向について簡単に整理を行う。 次い

注３）
中国農業部の調査
「農村経営管理情況統計年報」

で、農地の流動化が進んでいる江蘇省を対象に、省政

によれば、2011年末までの中国全土における「家庭

府の組織に対する各種支援政策の内容および効果を分

請負耕地」の流動化面積注４）は1520万haで、総家庭

析する。さらに、農民合作組織のなかでも、近年急増

請負耕地面積の17.8 ％を占め、 前年対比で3.1ポイン

について、江蘇省南京市高

ト増えている。地域別に流動化率を見れば、他産業就

淳県の事例を通じて、 その実態と課題を明らかにす

業機会の多い上海（58.2 ％）
、 北京（46.2 ％）
、 江蘇

る。農地株式合作社は、現時点で特定の地域に限定的

、重慶（38.2％）が上位を
（41.2％）
、浙江（40.3％）

している農地株式合作社

注１）

じゅん

こう

に存在しているにすぎないが、経済発展の著しい地域

せっこう

注１）全国的に正式な名称がなく、地域によって「土地株式合作社」と呼

では活発な動きを見せている。それに関する考察は農

ぶ場合もあるが、本稿では「農地株式合作社」に統一する。いわゆる農

地流動化のみならず、 農業経営の展開方向や農民合

地株式合作社は、
「家庭請負経営制度のもと、法律遵守、自由意思、有

作組織のあり方に重要な示唆を与えるものと思われる。

償などを原則とし、農家が農地請負権（使用権）を株として出資し、共同
経営を行い、利益を追求する協同的組織である」と定義されている。一
般的に仲介組織型、独自経営型と混合型の３パターンに分かれている。

Ⅱ 進む中国の農地流動化
1．農地流動化における農民合作組織の役割の強まり
中国の農業問題は一言でいえば農業経営規模の零
細性にある

。その結果、個別農家の農業生産額が

注２）

少なく、 農業所得が非常に低い。 一方では、 集団
（村）土地所有制を基礎とした「家族請負制」の農地
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また、社区株式合作社は集団（村）が所有する財産（土地、生産的固定資
産、貯金、現金および投資利益など）を株として農家に割り当て、定期
的に配当を行い、共同的利益を追求する組織である
注２）中国の農家１戸当たりの平均規模は60aで、日本（1.7ha）の約３分
の１に当たる。なお、江蘇省農家１戸当たりの平均規模は12aと全国水
準を下回る
注３）中国農業部農村経済体制与経営管理司、農業部農村合作経済管
理総合ステーションによって、毎年実施される調査である
注４）本稿に記述する農地流動化面積は、いずれも「家庭請負耕地」の
流動化面積で、国営農場や集体（村）が所有する農地は含まれない
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占めており、大都市部と沿海部を中心に農地流動化が

【図1】農民合作組織と関連法令

進んでいる。また、面積ベースで借り手の内訳を見る

農民合作組織

と、農家が67.2％、各種農民合作組織13.4％、企業
8.4 ％、その他10.6 ％であり、 農家が３分の２を占め
る。ただし、前年と比べて、農家割合が1.6ポイント減
なのに対し、合作組織と企業はそれぞれ1.5ポイントと
0.4ポイント増加している。 つまり、 農地集積の主体
が、個別農家から合作組織や企業に移行する傾向にあ
る。

農民専門合作社

農地株式合作社

社区株式合作社

農民専門合作社法
（2007年施行）

全国
江蘇省

江蘇省農民専門合作社条例
（2009年施行）

資料：筆者作成

そこで、農民合作組織による借り入れ面積割合の高

専門合作社条例 」が承認され、全国で初めて、農地

、江蘇（28.9％）
、上
い地域を見ると、青海（33.4％）

株式合作社や社区株式合作社も一般の農民専門合作

海（28.3％）
、湖南（19.6％）
、安徽（18.6％）などで

社と同様に位置付け、株式方式の合作社も関連政策の

ある。これらの地域では、農家とともに各種農民合作

対象となった。

せいかい

あん き

組織が大きなウエートを占めており、今後の農業の担

2008年、 江蘇省は農地流動化促進を目的として、

い手を考える上で重要な地域となっている。そこで、

財政支援政策（
「江蘇省財政扶持農村土地流転実施意

次節では江蘇省における農地流動化の実態を検討する。

見」
）を打ち出した。その主な内容は、賃貸契約期間

2．補助政策の下で急拡大を見せる江蘇省の
農地流動化

が３年以上、かつ、まとまった農地（基本的に行政村
を単位に申請面積１件につき、 下限面積を1000ム ー
〈約66.7ha〉とする）注６） の貸し手（複数農家 ）に対

江蘇省における2009年の流動化面積（累計）は80

し、１ムー当たり100元の補助金を省の予算から支払

万2000haであり、総家庭請負耕地面積の20.5％だっ

うというものである。ただし、農地株式合作社が農地

たが、2011年には41.2％と急速に増加している。その

を集積する場合、 その下限面積を1000ム ー（約

背景には、 経済発展に伴って、 農業労働力が他産業

66.7ha）から300ムー（20ha）まで引き下げることが

へ移動したこととともに、2008年以降に実施されてき

できる。また、対象となる農地株式合作社について、

た農地流動化と合作組織設立を促進する補助政策が

地代は設定金額が貸し手である農家の平年生産物販

極めて大きな影響を与えていると思われる。

売収入を上回ることや毎年増額するなどの条件が課さ

2010年末、省内各種農民合作組織は計３万2000あ

れている。

り、うち農民専門合作社が2万8000で、その他4000

この補助政策は2008年度に開始され、初年度の予

組織はほとんど農地株式合作社と社区株式合作社であ

算が2000万元であったが、その後、2009年度に5000

る注５）。農地株式合作社は一般の農民専門合作社と違

万元、2010年度と2011年度に7000万元、さらに2012

い、加入（出資）農家は利益配当を受けるものの、農

年度には１億元にまで膨らんでおり、その金額は2011

業経営には直接関与しない、もしくは雇用労働力など

年度の江蘇省農業総生産額の0.03％となる（図２）
。

の形で、 一部しか関与しない。 農業経営は多くの場

また、2012年にその補助条件の見直しが行われ、

合、農地企業、あるいは合作社の生産部隊によって行

申請面積１件の下限面積がこれまでの1000ム ー（約

われる。

66.7ha）から500ムー（約33.3ha）まで引き下げられ

また、 図１に示したように、2007年に施行された

た。さらに、借り入れた農地を穀物生産に利用する場

「中華人民共和国農民専門合作社法 」
（以下「農民専

合、補助の下限面積を300ムー（20ha）とするとの条

門合作社法」とする）では、農民専門合作社のみに法
的地位が与えられた。一方、江蘇省では2009年に江
蘇省人民代表大会常務委員会において「江蘇省農民

ＪＣ総研レポート／2012年 秋／VOL.23

注５）江蘇省農業委員会主任・祝保平氏の講演資料「江蘇省農民専門合
作社発展概況」
（2010年11月）による
注６）15ムー＝１ha（１ムー≒6.7ａ）

中国における農地流動化の最新動向◆研究ノート

51

進策は、 補助金誘導政策という特徴がある。 とりわ

【図2】江蘇省財政による農業関連補助金の推移
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20000

農地流動化

家と一般農民専門合作社より優遇的な措置が取られて

農民合作組織

きた。そのことは後述する農地株式合作社の急増に直

15000

接つながった。
10000

10000

10000

9000
7000

前述した政策の下、 安い農地貸借取引費用と補助
金獲得可能などのメリットから、各地域で村民委員会

2000

2008年

Ⅲ 急展開を見せる農地株式合作社
1．2年間で2.5倍に増えた農地株式合作社

7000

5000

5000

0

け、農地株式合作社に対し、補助基準を下げるなど農

2009年

2010年

2011年

2012年

資料：
「 江 蘇 省 財 政 扶 持 農 村 土 地 流 転 実 施 意 見 」（2 0 0 8年 ）、江 蘇 省「 財 政 恵 民
政 策 匯 総 」（2 0 0 9年～2 011年 ）および江 蘇 省 財 政 庁「 農 業 処 支 持 実 施
“八項工程”財政政策」（2 012年）

（村の自治組織 ） が積極的に農地株式合作社を設立
し、農地流動化を促進する動きが急速に活発化してい
る。その結果、2008年以降、合作社数と農地集積面
積は大幅に増加した。

項も付け加えられた。その背景には、これまでのよう

図３に示すように、2008年末農地株式合作社数は

なまとまった大規模面積の農地流動化が困難となって
20000

680組織だったが、2009年に1130、さらに2010年に

きていることと、 中央政府によって義務付けられてい

は1800に上り、２年間で2.5倍以上となった。その結

る穀物生産を確保するためであることが推測される。

果、農地株式合作社が集積した農地は2008年末の３

15000
また、農地株式合作社を優先的な支援対象とするが、

万1000haから2010年末の６万2000haに倍増し、 省

その運営の健全化や加入農家利益の確保を図るため、

の流動化総面積の約５％を占める。なお、全体の7割

補助を受けられる農地株式合作社は以下の条件を満た

近くが工業の発達した江蘇省南部に集中しているとい

10000
さなければならない。①工商登録を行ったこと、②政

われている。

農民合作組織
農地流動化

府の補助金を個別加入農家に割り当てていること、③

そこで、2011年11月に調査した南京市近郊にある

純収益の60 ％以上を出資農家への二次配当に使用す

高淳県の事例を通じ、急速な展開を見せている農地株

ること、5000
④自主的な経営が図られていること。以上の

式合作社の実態を考察することとしたい。

ように、2008年以降、 江蘇省では農地流動化を推進
するに当たって、農地株式合作社に対して、大幅な優

0
遇措置を行ってきたのである。

【図3】江蘇省農地株式合作社数と累積面積の推移
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2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

80000
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加えて、2009年から農地株式合作社を含めた、 所

定条件を満たした各種農民合作組織を対象に、１組織
当たりに設立資金として15万元を交付している。さら

62000

1500

に、新規事業が生産･加工･販売などに関する事業拡大
を図るものと認定された場合、１件の申請につき５万

れている。その総額は、図２のように2009年の9000

42000

1000

40000

31000

～８万元の補助金が支払われる。この補助政策も農地
流動化促進補助金と同様に、江蘇省の予算から拠出さ

60000

累積面積
（右目盛り）

合作社数
（左目盛り）

500

20000

万元から毎年増加し、2012年には２億元にも上ってい
る。

0

このように、2008年以降の江蘇省の農地流動化促
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資料：江蘇省農業委員会資料
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吉林省

遼寧省

る。その多くは近年設立されたものである。

北京市

また、 表１のように、 農村労働力は1999年から
2009年の10年間、全体としてわずか2.5％減少したの

天津市

に対し、 農林牧畜漁業の従事者は14万8700人から6

河北省
山西省

万300人へと、６割近くも減少した。一方、工業、建

山東省

築業、小売りと飲食業をはじめとする他産業は、1.2倍

江蘇省

南京市

河南省
安徽省

南京市

湖北省

Ⅳ 義保農地株式合作社

浙江省

壮族自治区

溧水県

江西省

湖南省

から3.5倍となっている。この間、急速に農業から他産
業へ労働力が移動していることが分かる。

中心市街

高淳県

福建省

1．義保村の概況と農地株式合作社の設立
ぎ

ぼ そん

しょ が

義保村は高淳県の南部、 胥河の南岸に位置する。
行政村として、10の自然村（集落）と18の村民小組を

広東省

2．農業労働力の流出に伴う農地株式合作社の誕生

管轄している。 総人口は3067人である。 村内には耕
地2908ムー（約194ha）の他、水面が約900ムー（60

南京市は、 江蘇省の南西部、 長江下流の中部に位

ha）ある。2010年に村民1人当たりの年間収入は１万

置し、11の区と２つの県（溧水県、高淳県）を所轄す

945元で、江蘇省農民年間平均収入の8980元を大き

る。総面積6582㎢、戸籍人口が約800万人。2010年

く上回る。

りっすい

海南省

に農地株式合作社数は207組織で、 加入農家は５万

2008年に南京市農業資源開発局の主導の下で、補

7000戸、加入面積は16万ムー
（約１万670ha）である。

助事業を利用し、 農地基盤整備が行われた。 それを

農業地帯は主に南部の溧水県と高淳県に集中してい

きっかけに、農地利用の団地化と農地株式合作社の設

る。そのなかで、高淳県は市の最南端に位置し、南部

立が計画された。 約２年間の試験的運営を経て、

と西部は安徽省と隣接している。 県下に８つの鎮、

2011年３月に「高淳県義保農地株式合作社 」として

163の行政村がある。 総人口は42万5000人で、うち

工商行政機関で登録し、正式に設立された。

農業人口が73.4 ％を占める。 高淳県の総面積は802

2011年11月現在、 加入農家が386戸である。 組織

㎢、そのうち30％が水面である。伝統的に穀物生産、

構成は、合作社の規約によって、１戸当たり１人の株

水産養殖、畜産（主に家禽類 ）など、農業が盛んな

主を設け、10戸ごとに１人の株主代表を選出すること

地域である。

になっているため、 株主代表計39人が社員代表大会

か きん

2011年現在、高淳県では各種農民合作組織（農民

を構成している。さらに、社員代表から理事会（５人）

専門合作社と農地株式合作社の合計）は計151組織あ

と監事会（３人）を選出する。現在、義保村共産党支

り、うち農地株式合作社は21社で、全体の14％を占め

部の書記が合作社の理事長を兼任し、理事のうち、１
人は農業技術普及員が兼任している。

【表1】産業別に見た農村労働力の変化（1999年～ 2009年）
地域

年次

高淳県

2009年
1999年
増減率

農村
労働力
農林牧
工業
建築業 その他注
（万人） 畜漁業
22.35
6.03
5.13
6.88
2.41
22.93
14.87
1.83
3.1
0.53
−2.5% −59.4% 180.3% 121.9% 354.7%

注：2 0 0 9年の「その他 」は、統 計 上の卸 売 業と交 通 運 輸、倉 庫 業など、２つの
項目の合計とする。19 9 9年は統計上で「卸売業と飲食業」の１項目のみなの
で、それを「その他」としている
出典：
『江蘇統計年鑑』
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義保農地株式合作社の出資方式は現物（土地 ）と
貨幣（現金）の２種類ある。設立時に出資された土地
は1245ムー（83ha）と義保村総農地面積の約４割を
占める。また、農家による現金出資は計1307万2500
元であった。なお、合作社の規約に、現金出資の場合
に１株700元とし、上限を設けないとされている。
設立に当たり、
「農民専門合作社法 」と「江蘇省農
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民専門合作社条例」に基づき、規約が作成された。そ

分に分かれている。

のなかで、合作社の活動は、
「自主経営、独立採算、

有機稲作のうち、250ムーの農地は同村の２戸の大

民主的管理、利益の共同分配という原則のもと、協同

規模農家に貸し付け、残った150ムーは合作社が直接

の精神を発揮し、共に発展することを目指す」とされ

生産・販売を行っている。また、江蘇省の農地基盤整

ている。それとともに、
「加入と脱退が自由」との趣旨

備事業と大規模園芸施設建設事業を利用し、 約500

も書かれている。また、経理・会計制度を導入し、独

ムーのハウスを建設し、今後イチゴやブドウを栽培す

自の財務会計を確立することや、加入農家による帳簿

る計画が立てられている。その借り手については、理

管理組織を設けることなど、制度的に組織の独立性を

事長によれば、加入農家にこだわらず、村外の農家や

保とうとしている。

企業も視野に入れて、経営者を募集し、最終的に競争

利益分配については、加入農家に毎年地代としての

入札方式で決める予定だという。なお、有機稲作の作

最低配当と二次配当を支払わなければならないことに

付け地として、現在約345ムーの農地の転換を図って

なっている。最低配当は政府から公表された穀物の買

いる。今後２年間掛けて（合計３年間が必要 ）
、順次

い付け価格と照らし合わせ、毎年調整して決めること

有機認証を取得することになっている。

や、実額が相場を上回り、かつ毎年増額しなければな

義保農地株式合作社の直営農場は、品種選択、育

らないことも規約によって定められている。 二次配当

苗、肥培管理、収穫まで一貫した共同経営を行ってい

は合作社の収益によって変動するが、50元を下限とさ

る。栽培管理の責任者は、理事長が直接任命する。そ

れている。 なお、 最低配当の実績は、2009年に１株

の責任者の下で、肥培管理チームがつくられたが、そ

700元だったが、2011年は１株800元に増えた。

の構成員の大半は加入農家である。 彼らは平均年齢
55歳以上、ほとんど他産業に従事した経験のない人で

2．農業生産活動と直営農場の経営

ある。なお、肥培管理の雇用について、加入農家と非

義保農地株式合作社は農地集積事業と農業経営事
業を両方行っている。集積した農地は直営農場の他、

加入農家が競合する場合は、加入農家を優先すること
になっている。

大規模農家や村外の企業（予定 ） などに貸し付ける

販売は、 国の環境保護局から有機認証を受けた後

（図４）
。また、その農地の具体的利用状況は図５のよ

の2011年9月から正式に開始した。販売先は、社員へ

うに、有機稲作、施設園芸と有機転換中との３つの部

の福利厚生として購入する大手企業や公的機関が多
い。中国では、食の安全や有機食品に対する関心の高

【図4】義保農地株式合作社
大規模農家

直営農場

企業など

まりによって、 最近こうした高所得層の大口顧客によ
る共同購入が増えている。販売価格は１kg 20元で、
慣行栽培の米の５倍以上であるため、単位面積当たり

貸し付け

の収益も通常よりかなり高い。

農地株式合作社
（1245ムー）

2011年の収支状況を見ると、表２のように、肥料、
自然農薬、 輸送費用などが含まれる物財費は計16万
5865元で、育苗・田植え・整地・水管理・肥培管理

加入農家
（386戸）

などの労働費は８万5500元、 そして地代が12万元、

資料：筆者作成

二次配当が7500元、 支出計37万8865元となった。
一方、収入は予約販売を含めて、販売高は80万7300

【図5】義保農地株式合作社農地利用状況
有機稲作
400
0

施設園芸
500
500

54

元であるため、当期純利益は42万8435元となる。こ

有機転換中農地
合計
345
1245ムー
1000
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1500
（ムー）

の純利益から直営農場以外の農地の二次配当などの費
用が支払われる。
なお、この農地合作社では、直営農場の他、周辺農
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【表2】2011年合作社直営農場の収支
収入

項
目
販売済
販売高
予約済

支出
注

単価（元） 数量 単位 金額（元）
20 22,500 kg
450,000
20 17,865 kg
357,300
計（A）
807,300
豚糞
300
50 t
15,000
ナタネガス
1,900
30 t
57,000
有機肥料
400
65 t
26,000
物財費 鴨
―
1,500 羽
20,000
自然農薬
50
150 ムー
7,500
梱包・輸送費用
1 40,365 kg
40,365
小計①
165,865
育苗･田植え作業
130
150 ムー
19,500
整地作業
120
150 ムー
18,000
水管理作業
50
150 ムー
7,500
労働費
肥培管理
200
150 ムー
30,000
収穫作業
70
150 ムー
10,500
小計②
85,500
地代（小計③）
800
150 ムー 120,000
二次配当（小計④）
50
150 ムー
7,500
計（B）=小計①＋小計②＋小計③＋小計④
378,865
当期純利益
（A）－（B）
428,435

注：有機農場認定費用や外部専門家による技術指導費用などが含まれていない
資料：義保農地株式合作社資料より作成

確保できる。農家によっては最低配当、二次配当、雇
用賃金、と３つの収入が得られる。加入農家が他産業
に従事する場合は、地代と同額の最低配当が得られ、
その上二次配当が上乗せされる。2011年の実績を見
れば、出資割合によって、１株800元の最低配当と50
元の二次配当が加入農家に配分された。
また、 他産業従事が困難な加入農家（60代前後を
中心）は、配当の他、直営農場で働く場合に雇用賃金
が支払われる。こうした有機稲作による高付加価値農
業の実現が、農家の所得向上につながっている。

Ⅵ 残される課題
義保農地株式合作社のように、 他産業への就業機
会が多く、そして兼業や土地持ち非農家が急増してい
る農村地域において、 農地株式合作社は農地利用集

家や借り手農家に対して、要請があった場合、種子、

積、 農業経営規模の拡大、 さらに農家所得の確保の

農業資材、防除、技術指導などの有償提供を行ってい

面で一定の効果を発揮している。しかし、いくつかの

る。また、有機認証を取得した、しかも直営農場と同

課題も残されている。

様な生産基準で栽培した有機米については、合作社の
ブランドとして共同販売できることになっている。

1．補助金・村民委員会依存の運営体制
前述したように、農地株式合作社の急増は江蘇省政

Ⅴ 事例から見た農地株式合作社の効果

府による補助政策の影響が大きい。 義保農地株式合
作社調査で、 受けた補助金の総額は明らかにされな

南京市近郊のように、経済発展によって他産業従事

かったが、 筆者の試算では、 基盤整備、 農地流動化

者が増え、 農業労働力が減少し、 農地利用が低下す

促進と合作社設立の３者を合わせて、 計90万元以上

るなか、農地株式合作社が登場してきた。事例から見

の補助金収入があったと推測される。合作社の運営に

れば、以下のような効果が見られる。

は村民委員会が深く関与している。 そのことによっ

1．農地流動化の促進と大規模経営の形成
農地株式合作社の設立によって、村の約４割の農地

て、農家から農地貸借の同意が得やすいものの、協同
組織としての独立性が乏しく、農家の意見が反映され
にくいといった欠点も否めない。

が集積された。 そのうち５分の１となる農地は農家に

実際に、事業開始後３年経過したが、
「社員大会 」

貸し付けられ、大規模経営の形成に大きく寄与してい

は開かれたこともなく、重要事項はすべて39人の株主

る。 現在有機稲作だけでも、10ha以上の農家が数戸

代表農家による「社員代表大会」で決められている。

ある。さらに、基盤整備と団地化によって、農業生産

今後、このような状態が長期的に続いた場合、代表大

性が高まり、今後新たな大規模経営が確立される可能

会、理事会と監事会が形骸化する恐れがある。

性も高いと思われる。

2．農家の所得確保
加入農家は農地株式合作社から一定の安定収入が
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2．不確定な利益分配
義保農地株式合作社の規約には、 最低配当は毎年
増額とともに、 二次配当の下限を１株50元としてい
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る。しかし、合作社の利益をどう確保するかについて

農民と農地株式合作社が対立する可能性すらある。

は、明確に書かれていない。
実際に近年加入農家への配当が年々増えてきた最も
大きな要因は地代の上昇である。これは政府の買い付

Ⅶ まとめ

け価格が一貫して上昇したためであると考えられる。

中国では「三農（農業・農民・農村）問題」の解決

買い付け価格が低下した場合、 合作社は十分な利益

に当たって、農業の生産性と農民の所得を向上させる

が確保できず、地代や配当の支払いに支障をきたすと

ことが急務である。そのため、経営規模の拡大や協同

予測される。また、有機米の市場がまだ未熟で価格も

組合組織の普及が進められるなか、 農民合作組織へ

販路も不安定であり、長期的に高い収益性を維持する

の農地の集積面積が増えている。特に、大都市部と沿

ことは困難である。このような状況のなか、経営環境

海部の経済が発達した地域を中心に、 農地株式合作

が悪化し、地代と配当の増額が確保できなくなった場

社の設立が盛んになってきている。その典型的な地域

合、合作社と農家が対立する恐れがあると思われる。

である江蘇省の調査を行った結果、農地株式合作社は

3．不完全な加入と脱退の自由

農地流動化や農家所得向上などの面では、 政策効果
が実現されているものの、長期的に見た場合、協同組

加入と脱退が自由であると規約に書いてはいるが、

織としての運営方式や加入農家の利益と権利の確保な

その詳細に関する記述がない。そもそも中国では農地

どにおいて課題が多い。今後、利益追求を目標とする

は集団所有制で、 農家が持つのはあくまでも使用権

株式経営方式と農地集団所有などを含めた中国の現行

（耕作権 ）である。そのため、農地をいったん農地株

制度をどう回避しながら持続的に発展していくかが注

式合作社に出資すると、農家が個別経営を再開するこ
とは難しい。 実際に、 農地が団地のなかにあるもの

目される。
【付記】

の、 株式合作社に加入意志のない農家が、 団地外の

本稿は京都大学地球環境学堂の運営交付金による

交換農地を受け入れざるを得ない例もある。また、脱

調査研究（代表者 京都大学伊藤順一准教授）の一環

退時の農地返還は明文化されていないため、事実上脱

である。調査に当たり、江蘇省社会科学院農村発展研

退は非常に困難である。つまり、農家によっては農地

究所、 南京市農村工作弁公室にもご協力をいただい

株式合作社に加入することで不利益が生じる可能性も

た。記して感謝申し上げる。

ある。
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消費者は好んで安い米を
買っているわけではない

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員
ふ じ も と

米の消費行動に関する調査
〜 2012年調査〜から

や す ひ ろ

藤本 恭展

あろう米を好んで買っているのだろうか。当研究所の

1．はじめに

Web調査「米の消費行動に関する調査〜 2012年調査

ＪＣ総研が2012年３月に実施した「米の消費行動

〜」の結果を基に、検証を試みる。

に関する調査」の結果を見ると、米を主食とする食数

2．世帯年収が多いほど、

は１週間21食中12.75食と、 前回2011年調査よりも

主に購入する米の値段は高くなる

0.13食増加した（表 ）
。2011年調査の12.62食では、
2010年調査の12.49食に対して0.13食増加したが、東

図１は、通常購入する米の価格帯と世帯（税込み）

日本大震災の影響もあり継続的なものかどうかは2012

年収とをクロス集計したものである。世帯年収は実際

年調査で検証する必要があった。

にはより細かい単位で集計できるが、見やすくするた

この結果、 米を主食とする食数は２年連続で増加

めに、およそ300万円単位でくくっている。

し、一過性のものではないことが分かった。この要因

これを見ると、トー タルでは５kg当たり「1700 ～

としては、継続するデフレ経済のなかで、比較的安価

2000円未満」の価格帯が27.0％で最多だが、世帯年

に食事を取ることができる「米食 」 にシフトしている

収「300万円未満」の家庭では「1500 ～ 1700円未満」

ことが考えられる。

の価格帯が28.3％と最多価格帯になっている。また、

ただし、米を主食とする食数のなかで「家庭で炊飯

「1500円未満」の米を通常購入すると回答した割合も

した米」の食数は微減であり、
「調理済みの米」すな

15.4％と、それ以上の世帯年収の家庭より高い割合と

わち中食の伸びが目立っている。昨今、コスト削減の

なっている。 国税庁の「平成22年分民間給与実態統

ために外食産業が外国産の米を採用する事例が多く見

計調査」によると、１年を通じて勤務した給与所得者

られるなか、中食の原材料である米が国産米のみで賄

の平均給与は412万円となっており、 図１では「600

われる保証はない。また、一部大手量販店が中国産米

万円未満（300万円以上 ）
」 の階層がほぼ該当する。

を販売するなどの動きもあり、
「家庭で炊飯した米」す

世帯年収と個人の給与所得ではベ ー スが異なるもの

ら自給率に寄与しない事態が危惧される。

の、この階層の購入する米の価格帯の割合がトータル

ところで、消費者は安い、安ければ安いなりの味で

とおおむね一致することから、この階層を平均的階層

【表】1週間の食数の推移（朝食・昼食・夕食合計）
【米】が主食
調査年次（人数n=）
2012年（1,220）
2011年（1,221）
2010年（1,553）
2009年（1,360）
2008年（1,493）
11年→12年増減

12.75
12.62
12.49
12.67
13.22
0.13

炊飯
10.53
10.55
9.98
10.08
10.52
▲ 0.02

加工食品 調理済み食品
0.26
1.08
0.29
0.92
0.29
1.17
0.32
1.06
0.46
1.11
▲ 0.03
0.16

（単位：食）

外食
0.88
0.86
1.05
1.21
1.13
0.02

【米以外】が主食
パン類
7.06
4.19
7.14
4.02
7.20
4.23
7.28
4.17
6.93
4.00
▲ 0.08
0.17

めん類
1.96
2.03
2.28
2.29
2.25
▲ 0.07

その他
0.91
1.09
0.69
0.82
0.68
▲ 0.18

【食べなかった】
1.19
1.25
1.31
1.06
0.86
▲ 0.06

注：項目の例
①炊飯：家庭で炊飯した米の食数

②加工食品：パックご飯、レトルトお粥、冷凍ピラフ、餅など加工食品の米の食数

③調理済み食品：弁当、おにぎりなど、調理済みの米の食数
⑤めん類：うどん、そば、ラーメン、パスタなどの食数
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④パン類：食パン、菓子パン、サンドイッチ、ハンバーガーなどの食数

⑥その他：シリアル類、果物やヨーグルトなどの食数
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【図１】世帯年収別 主に購入する米の値段
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ＴＯＴＡＬ
（n=1,717）

21.8

11.6

27.0

9.0

6.5

0.1

4.9

5.4
0.3

300万円未満
（n=371）

28.3

15.4

22.4

10.5

2.7

7.8

5.7

1.9

0.5

600万円未満
（n=734）

20.8

13.8

21.0

11.7

900万円未満
（n=376）

29.6

10.8

29.3

6.3

10.1

8.6

8.8

3.8

10.1

5.1
0.0
5.9

0.5

0.0

4.5

4.0

0.0

900万円以上
（n=236）

15.7

7.2

22.9

0

18.2

20

40

9.7

10.2

60

7.6

80

1.7

6.8

100
（％）

1500円未満

1500〜1700円未満

1700〜2000円未満

2000〜2200円未満

2200〜2500円未満

2500〜3000円未満

3000〜4000円未満

4000〜5000円未満

5000円以上

わからない・非売品で値がつかない

と見ても差し支えないと思われる。 この平均的階層

る米）
」
「自然農法等（の表記がある米）
」
「
（コウノトリ

（600万円未満）では、通常購入する米の価格帯は
ＴＯＴＡＬ(n=1717)

米やトキ米など）環境（や生物）などに配慮（した表

「1700 ～ 2000円未満 」 の価格帯が29.6 ％と最多に
３００万円未満 (n=371)
なっている。
これが「900万円未満」
の階層では、
「1700
６００万円未満 (n=734)
～ 2000円未満」の価格帯は29.3％と、平均的階層と
９００万円未満 (n=376)
ほとんど差がないものの、それ以下の価格帯の割合が

記のある米 ）
」といった付加価値の高い、言い換えれ
ば価格の高い米は、 世帯年収が上がるほど購入割合
が高くなっている。ただし、有機米のみ、
「300万円未
満」の階層が10.8％と高くなっている。これは、図１

減少し、
「2000
～ 2200円未満」以上の価格帯の米を
９００万円以上
(n=236)

の同階層で3000 ～ 5000円未満の米を購入する割合

購入する割合が目に見えて増加している。
0 「900万円以 20

が高くなっていることと連動していると思われる。すな
40
60
80

上 」の階層ではそれがさらに顕著になっていることが

わち、世帯年収は低くとも、米にはこだわりたいという

分かる。

層が一定割合存在するためと推測されるのである。お
おむね月に１回しか購入しない米は、１日当たりに換

3．世帯年収が多いほど、こだわりのある

算すれば決して高いものではなく、他の支出を抑えれ

米の購入割合が高くなる

ば十分捻出できる金額である。購入頻度については、
図３の「通常１回の米の購入・ 入手量を使い切る期

図２は、図１同様、主に購入する米の栽培方法と世
帯年収をクロス集計したものである。これを見ると、

間」を参照されたい。

「有機（栽培）米」
「特別栽培米」
「生産履歴（が分か

とはいえ、やはり家計の厳しい世帯年収「300万円

【図2】世帯年収別 主に購入する米の栽培方法
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49.6
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環境などに配慮

80
通常栽培

その他

100
（％）
意識しない
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【図3】通常１回の米の購入・入手量を使い切る期間
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ＴＯＴＡＬ
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約１週間（７日）

１週間（７日）未満

その他

100
（％）

未満」の階層は、価格を重視するために、
「
（栽培方法

％）
」の合計4.0％もトータルの3.3％より0.7ポイント高

はほとんど）意識しない」で低価格の米を購入してい

くなっている。これは世帯年収「900万円以上」の階

る（と思われる）割合が62.3％と最大になっている。

層の「やや不満（1.3％）
」および「不満（0.4％）
」の
合計1.7％と比較すると、2.3ポイントと、より差がある

4．低価格帯の米を購入する割合の多い

ことが分かる。 同様に「満足 」 と「まあ満足 」 を

階層の満足度は高くない

「900万円以上 」 の階層で合計すると66.5 ％となり、

それでは、これらの米を購入しての満足度はどうだ

「300万円未満」の階層よりも12.0ポイント高くなるの

ろうか。

である。

図４は、主に購入する米の満足度のうち、おいしさ

また、価格に関する満足度と世帯年収をクロス集計

（味）についての設問と世帯年収をクロス集計したもの

したものが図５である。これを見ると、比較的低価格

である。これを見ると、世帯年収「300万円未満」の

の米を購入している割合が多い世帯年収「300万円未

階層は、味について「満足」だと回答した割合が18.1

満 」の階層の満足度が「満足（12.7％）
」と「まあ満

％、
「まあ満足 」 だと回答した割合が36.4 ％であり、

足（32.6 ％）
」を加えて45.3 ％と半数を割っており、

合計54.5％となっているが、これはトータルの62.0％

トータルの（14.2％＋36.0％＝）50.2％より4.9ポイン

と比較すると、7.5ポイント低い割合となっており、他

ト低いことが分かる。すなわち、低価格の米を購入し

の階層よりも味に関する満足度が低いことを表してい

ていても、それでも高いと思っている層が多く存在す

る。その裏返しで、
「やや不満（3.5％）
」と「不満（0.5

るということである。この階層には有機米など比較的

【図4】世帯年収別 主に購入する米の満足度〈おいしさ（味）
〉
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【図5】世帯年収別 主に購入する米の満足度（価格）
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価格が高い米を買っている層も存在するので、 一律

安い米を食べられるように、安い海外の米を輸入すれ

に、とはいえないが、経済的事情から、さらに安い米

ばいいではないか」という主張はいささか乱暴ではな

を求めている可能性がある。この調査を実施した2012

いだろうか。

しゃ か

年３月は、2011年に発生した東京電力福島第一原発

すでに承知している方々には釈迦に説法だが、ここ

の事故の影響で低価格米が不足しており、前年と比較

であえて、わが国で売られている米が実際に高いのか

すると米の小売価格が全体的に上昇していることも、

どうか、 他の食品などと比較できるように計算してみ

価格に対する満足度が下がっている要因の１つと思わ

よう。
米の小売価格は地域や品種によって異なるが、東京

れる。
これらの結果から、世帯年収が低い階層に属する消

都区部で2012年６月の「コシヒカリ（単一原料米 ）
」

費者の多くは、 おいしい米が食べたいと思いながら

は５ kg当たり2568円、
「コシヒカリ以外（単一原料

も、経済的事情により低価格の、言い換えれば味のラ

米）
」が同2177円であった（総務省小売物価統計）
。

ンクが若干低い米を購入していることが分かる。さら

ここで茶碗１杯のご飯を精米65gとする。 茶碗１杯

に、デフレ経済からの出口が見えないなかで、やむを

のご飯が約140 ～ 150gといわれるが、ここでは140g

得ずではあるが、より低価格の米を求めている層があ

で計算する。 精米は炊くと水分を吸収して2.1倍程度

ると推測される。しかし、世帯年収「300万円未満」

に膨らむ（文部科学省・ 重量変化率の表中、 水稲め

の階層のなかでも、
「有機米 」 など安全な、あるいは

し・精白米の重量変化率）ので、精米ではおよそ65g

おいしい米を求める層が少なからずあることは一筋の

という計算になる。

光明といえよう。

5．おわりに……茶碗1杯、
約「30円」の米は高いか安いか

「コシヒカリ」で計算すると、
2568（円）÷5000（g）
×65（g）＝約33.4（円）
、すなわち茶碗１杯のご飯は
30円強ということになる。 これを上記の「コシヒカリ
以外」で計算すると、茶碗１杯約28.3円になる。実際

これまで、 世帯年収別の米の購買行動や通常購入

には2012年の当研究所の米の消費行動調査において

する米に対する満足度などを見てきたが、最後に、購

も、米の最多購入価格帯は５kg 当たり1700 ～ 2000

買行動の最大の要素となっていると思われる米の価格

円となっており、
「コシヒカリ以外 」よりも低くなる計

について整理をしてみる。

算である。

日本の米は高い、と報道されることが多い。国際価

この茶碗１杯約30円という価格が高いかどうか、で

格と比較すると高いのは事実だが、
「だから消費者が

ある。缶コーヒーを自動販売機で買えば約120円、特
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売を除けば100円ショップでも100円ないし105円であ

の年間米消費量が58.5kg（農水省公表資料）なので、

る。これを買うのを高いからとためらう人はそう多くは

58500（g）÷365（日）＝160.27（g）
。160.27（g）

ないだろう。実際に自動販売機のコーヒーやペットボ

÷65（g）＝2.47（杯）
、つまり１日平均2.47杯である。

トルの飲料（おおむね150円 ）は、よく売れているの

すると、１日当たりのご飯代は2.47（杯）×30（円）

である。

＝74.1円となる。この値段は高いだろうか？

ご飯同様に、主食である食パンでは、６枚切りで120

春から初夏にかけて田植えをし、 秋に収穫するま

円程度がスーパーでの平均的な価格である。１枚当た

で、生産者が「米」の文字どおり八十八の手間をかけ

りにすると20円だが、２枚食べればすでに茶碗１杯の

て作るといわれる米が、この値段で食べられる、とい

ご飯より高くなる。また、６枚切り食パンを２枚食べる

うのは大変な幸せだと筆者は考える。

とカロリーも茶碗１杯の米より高くなるのである。実際

そして、田んぼは、保水機能や洪水を防ぐ天然のダ

にはメーカーによって異なるが、食パン100g当たりの

ム機能、 生物多様性を守る機能、 景観の保全、 夏の

カロリーは264kcal、ご飯が100g当たり168kcalであ

気温が上昇するのを防ぐ機能など、なくてはならない

る。６枚切り食パン約67gを２枚では134gで約354

多くの機能、いわゆる多面的機能を持っている。最近

kcal、ご飯140gで約235kcalとなる。ほぼ同じ重量を

大手量販店で販売された中国産の米は、低価格であり

摂食すると、 食パンの方が高くて太りやすいことにな

家計の厳しい消費者に貢献するかもしれないが、前述

る（各々のカロリーは文部科学省・日本食品標準成分

したわが国の多面的機能には貢献しない。食料全体の

表から引用）
。

自給率がカロリーベースで39％と先進国中最低レベル

米は５㎏や10㎏単位で買う場合が多いので、高いと

の日本で、数少ない自給できる作物、かつ主食である

感じる人が多いと思われるが、 買うのはせいぜい月１

米は、いかなることがあろうとも国産で100％自給する

回である。３食１膳ずつ食べても１日約90円、というの

べきではないだろうか。

が米の値段である。2009年のわが国の国民１人当たり
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《プロフィール》

す ず

心理学博士●鈴木

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。

『共に生きる心の躍動法則
――貢献する喜びのパワーのメカニズム』

「メンタル・マネジメント」の重要性は、いまさら言う

つのポイント「共生、 共存、 共有 」 で構成されていま

までもありません。しかし、あらためて「メンタル・マネ

す。私たちが、現在このように成長と発展を続けながら

ジメント」とは、具体的にどういう意味ですか？ 何を

生きていくための基本です。

するのですか？と問われたら、明確に答えられるでしょう
か？
分かっているつもりでも、 意外なほど、きちんとした
説明ができません。
なんとなく「ストレス解消」とか「心の安定化」
「意欲
づくり」というイメージ的な答えが多いのです。

な

①「共生」は、相手に為すべき支援の自覚
「ここが変わった」と具体的に認められるような変化が
起きるように、 行動で示す支援策を実施することです。
その支援づくりの役割の中心となることです。
共に「求める利益」を感じ合い、与え合うことでの支
え合いの実践です。

1．生命の躍動の構成 3ポイント

②「共存」は、相手と隣り合う自覚

「メンタル・ マネジメント」とは、
「心の躍動を促し、

共に同じ時を生きて、この環境の場で生きている調和

日々の活動を最善に推進させる」ことなのです。部下や

を促す行動をすることです。率先して、こちらが先手を

自分にはもちろんのこと、 関わっている地域やお客さま

とり、和みづくりをすることです。

など、すべての方々の心の躍動を促すことです。
実存心理の立場から僕は、
「農」の営みは、生命を育
み、生命を連鎖させていく活動だと思っています。それ

共に「同じ舞台意識」でいたわり合い、補い合い、主
役である役割を実践することです。
③「共有」は、相手を認め合い信じきる自覚

は、まさに、
「メンタル・マネジメント」の活動のように

共に目指す目標を設定し、保持して実現のために知恵

「心の躍動」を感じさせるものであり、
「生命の躍動」を

を発揮できる行動をとることです。あらゆる情報や資源

つくり出すものです。
だから、
「メンタル・マネジメント」は、あらためて特
別なテクニックを必要とするものでも、技巧的に操ろうと

を活用する基礎づくりをすることです。
共に所有する資源を「分かち合う」信頼関係の確立へ
の実践です。

するものでもありません。日ごろから「できることを自分
なりにできるようにする！」ことなのです。家庭、職場そ

この３つのポイントを自覚の基本にすることで、
「貢献」

して、地域で求められる状況に従って実行するのです。

への役割や行動指針がひらめいてきます。自然に生きる

ただ、実行するときにはちょっと勇気を奮わなくてはなら

ことは、地域貢献にもつながります。
「貢献する躍動の喜

ないかもしれません。

び」を自らつくり出せるのです。

私たちは、実存心理の考えを基本として日々、躍動し
ています。
「共に、よりよく生きていく」ための躍動は、実存の３
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2．貢献を喜ぶ5つの実践
実存心理では、貢献の喜びを、周囲の方々に対して常
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メンタル・マネジメント

メンタル・マネジメントの実践

家庭

職場

心の躍動を促し、日々の活動

地域

奉仕の起点

を最善に推進させる

できることを自分なりに、
できるようにする！

貢献を喜ぶ５つの実践
生命の躍動の3ポイント

①共生

②共存

③共有

３つの自覚の基本が支え

に為すべき５つの努力を提案します。喜びは、
「希望、激
励、教育、祝福、そして休息」を与えていく実践から獲
得すると明言します。

①希望…明日の結果を「共に語る」こと
②激励…「今、共にできることを示す」こと
③教育…「価値観を共にする」こと
④祝福…「喜びを共にする」こと
⑤休息…心に「ゆとり」を与えること

きを導き出すための基礎づくりです。
状況の変化に対しても迅速な適応ができ、 誰がリ ー
ダーになってもブレることのない力強さを付けます。
④「祝福」は、
「喜びを共にする」こと

①「希望」は、明日の結果を「共に語る」こと

賞賛を成果だけにこだわるのではなく、試行錯誤を繰

今がどんなに不都合で厳しく、心が折れそうな現状で

り返した努力の過程や工夫の緻密さ、粘り強さをねぎら

あっても、 実りある思いを語ることです。 この努力が

う思いやりです。 ためらいや迷いにも「さぁ！ 始めよ

「必ず成功する」と、不安の入り込む隙がないほど、語り
掛けることです。環境は、人を助けもするし、むしばみ
もします。

う！」と勇気を奮い立たせることが不可欠です。
私たちは、その時々の最善を実行しています。褒める
意味を交わし合うことです。

小さな変化や可能性でも効果を認めて、目標に向かい
前に進んでいることを喜ぶのです。

⑤「休息」を促すこと
私たちは、立ち止まる決断をしにくいものです。反対

②「激励」は、
「今、共にできることを示す」こと

にどこまでもやり続けようとしてしまいます。
「共に余裕」

実力ギリギリのことをさせようとするのではなく、簡単

を与え合うことが大切です。お茶を飲み、一服して穏や

にできることから始めます。すべての行動には、結果が

かに過ごすひとときをつくるのです。足跡を振り返り、周

つきものです。それは、検討さえすれば、必ず継続に向

囲を見渡す「ゆとり」を蓄えましょう。再生する力は、こ

かいます。努力を途絶えさせないこと、孤立させないこ

こから生まれてきます。
食事の「おいしさ」を味わうように、心に「ゆとり」を

とが重要です。
さまざまな情報や新鮮な話題、過去の実績を工夫して

与えるのです。

目先の手立てを示すのです。
③「教育」は、
「価値観を共にする」こと
やや強制する傾向もあります。共通のルールやマニュ
アルを設定します。円滑で順調な展開をするための制約
もあります。全体の流れを把握し、新しい発想、ひらめ
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地域へ貢献し、地域を活性化するために、私たちの心
を躍動させましょう。そして、そのまま家庭や職場に生
かすのです！
「メンタル・マネジメント」は、
「奉仕」の起点です。

共に生きる心の躍動法則――貢献する喜びのパワーのメカニズム◆Dr.ジョージのメンタル・マネジメント
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水卜と書いてミウラですけど……
2012年度より小誌発行責任者の任に就かせて
いただきました。

ところが、 次のハ ー
ド ル は 貸 し 出し 禁 止

某テレビ局にもアナウンサ ーがおりますので、

（館内での閲覧のみ可）

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、

という事実と著作権の

「水」にカタカナの「ト」のような漢字を書きまし

問題でした。250ペ ー

て、
「みうら」と読みます。今後ともより一層の誌

ジを超えるカラ ー写真

面の充実に努めてまいります、 どうぞよろしくお

入りの図書、 転記困難

願いいたします。

で館内でのコピ ーを試

当コラム「某年某月」は、どうしても硬（難）

みますが、50％以上の

くなりがちな総研レポートのなかで、肩の力を抜

複写禁止ルール。そこで絞り出した知恵が、友人

いてお読みいただく閑話提供と心得、自己紹介も

に事情を話して協力を得、冷や汗ものでしたがな

兼ねまして失礼します。

んとか必要な箇所のモノクロ複写版を手に入れる

い

そ

じ

小職五十路半ばの身にもかかわらず、人に自慢

ことができました（後に知ったことですが、 私は

できる趣味も特技も持ち合わせませんが、唯一お

コピ ー版しか持っていませんが、 定価2500円の

話しできることに「水生植物」への思い入れがあ

『水辺の草花』は中古市場で、7000円～２万円で

ります。そのきっかけは思い出せませんし、花を

取引されているようです）
。

愛でる心があるでもなく、またモネの絵が特に好

そんなこんなで得た知識を基に、最も情熱を注

きだったというわけでもないのですが、30代半ば

いだ時期には自宅の狭い庭に大小の睡蓮鉢を13

のころ睡蓮などの「水生植物」を自らの手で育て

個並べて、睡蓮、蓮に始まり、ありとあらゆる水

てみようという気になりました。

生植物を育ててきました（皆さん、 睡蓮と蓮は

すいれん

はす

まずは、
「水生植物 」 とは何？ そしてその育

まったく種の異なる植物なのをご存じですか？）
。

て方は？を基礎から学ぼうということで、 文献探

興味はこれにとどまらず、自宅近くに「ジュン

しからスタートしました。関係の書籍はあまたあ

サイを育てる池 」 に集う平均年齢70歳超の水生

りましたが、これをおいて他にないと行き着いた

植物クラブ（老人クラブですね⁉） があることを

のが、 京都大学農学博士の故・ 立花吉茂先生が

知りそこにも名前を連ねまして、当時まだ40代前

著した『水草 栽培と楽しみ方』
（文研出版）
、
『水

半の私は若手ホープとして大歓迎され、ジュンサ

辺の草花』
（淡交社）という書物でありました。

イ池に入り雑草取りやザリガニ捕りなどの重労働

たち ばな よし しげ

ところが、いずれも絶版になって久しく、特に

を託されました。

前者については、古本屋はもちろん図書館にも蔵

話せば尽きませんが、この辺で。私のことを知

書がないありさまで頭を抱えていたところ、 当時

る周囲の者は、
「なんでお前が水生植物なのか？」

永田町の近くに勤務していたこともあり足を運ん

と首をかしげます。唯一優越感を持って語れるこ

だ国立国会図書館、さすがちゃんと蔵書のなかに

の世界ですが、その仲間はいっこうに増えません

ありました。

……。

（社）JC総研 理事・基礎研究部長●水卜

祐之
E
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今回のＪＣ総研レポートの基調テーマは「地域をコーディネートする」としている。これは第26回ＪＡ全国
大会議案の主題「次代へつなぐ協同」のなかでも重要な戦略である「地域くらし戦略」と密接に関係する
テーマである。今村前所長の論説「活力ある地域を興す４ポリス構想」では、広島県の世羅高原６次産業
ネットワークを紹介するなかで、総括と展望において、地域に対する現状のＪＡの関わりが希薄であることを
指摘し、ＪＡが地域の活性化のために従来より積極的に関与することを期待している。また、
（社）長野県農
協地域開発機構の西井研究員の「支所・支店を核にした地域との新たな関係づくり」は、長野県での調査に
基づいたＪＡの評価およびＪＡなんすんの「１支店１協同活動」の事例紹介を通じて、今後のＪＡの、さらに
ＪＡの支所・支店のあり方、求められるものについて示唆に富んだ論説となっている。合併による合理化が進
んだ支店の体制では、新しいことを行うのは楽ではないと思う。とはいえ、大会議案の実践事項である「ＪＡ
支店を拠点に地域コミュニティの活性化に向けたＪＡ地域くらし戦略の実践」は重要な事項であり、看板倒れ
にならないよう実行されることを、また、本誌の論説がその実行に当たっての参考になることを期待したい。
（基礎研究部 主席研究員 藤本恭展）



私は「言い間違い」が実に多い。それは今に始まったことではなく、若いころから、
「発する言葉が雑‼」
と、家族や友人から指摘されていたものである。
よくある間違いが「逆転言葉」である。なかでも頻発してしまうのが「どこそこ」の「誰それ」というとこ
ろが「誰それ」の「どこそこ」とひっくり返ることで、例えば「千葉の小川さん」というところが「小川の千
葉さん」となってしまう。電話口などでやっては、1人赤面するのはしょっちゅうだ。
この「逆転言葉」は、私に限らず誰にでもよくあることらしく、れっきとした心理学用語もある。
「スプーナ
リズム」とか「頭音転換」といい、人間の「言語算出プロセス」に関わるさまざまな原因によって起こるそう
だ。しかし小難しいことはさて置き、驚くのはこの「スプーナリズム」が言葉遊びとしても歴史が深いという
ことで、ネットの世界でも、
「スプーナリズム」ネタを集めたブログが数多く存在するなど、かなりの市民権を
得ている。
代表例を挙げると、
「ジャイケル・マクソン（マイケル・ジャクソン）
」
「カマラーゾフの兄弟（カラマーゾフ
の兄弟）
」など。なかでも膝を打ったのは「ラーク・ワイフ・バランス（ワーク・ライフ・バランス）
」で、お
父さんたちがタバコと奥さんの間にはさまれ、
「タバコか妻か」と悩んでいる姿が頭に浮かび、妙に笑える。
この「スプーナリズム」の存在を教えてくれた、隣の部署の先輩によると、
「ス
プーナリズム」は、なんと天才肌の人間によく見られる現象だというではないか。
「新しい秩序をつくろうとする積極性こそが天才をつくった」のだとか。その情報を
う

の

鵜 呑みにしないまでも、これからも悩まされ続けるであろう「言い間違い」癖のな
かに、ひそかに明るい未来を夢見る私であった。
（基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉
）
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