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社団法人ＪＣ総研は、 公益法人改革で2013年４月よ
り「一般社団法人ＪＣ総研」として再スタートすることと
なりました。これまで、その手続き関係、規程規則の整備、
会計基準対応などを進めてきましたが、2012年10月12
日に公益認定等委員会から、当研究所が「一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及

ＪＣ総研の機能強化に向けて

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第
117条に規定する認可の基準に適合すると認めるのが相当である。
」との答申が内
閣総理大臣あてに出されております。
ＪＣ総研は、一般社団法人への移行を節目としてその機能役割を高め、会員の皆
さま、ＪＡグループの皆さまの期待に応える組織にしていかなければならないと考
えています。シンクタンクとしての調査研究を基本として、
人事・労務やＦＭ
（ファー
マーズ・マーケット）のコンサルティング・労務関係相談・出講、また、セミナー・
研修会・研究会の開催など、事業の内容をこれまで以上に充実させていくことも同
様です。
ところで、ＪＣ総研は、2006年にＪＡ総合研究所として発足後、財団法人協同
組合経営研究所と2011年１月に合併し、誕生しました。ＪＣ総研となって２年足ら
ずですが、現時点では必ずしも知名度が高いとはいえず、ＪＣ総研のことをよくご
存じでない方もグループ内には多くいらっしゃいます。今後、情報発信力を上げて
いくこと、広報宣伝活動を強化していくことはもちろんですが、そのためには人材
育成を図り、新たな取り組みにもチャレンジしていきたいと考えています。

１．ＪＣ総研レポート

季刊（年４回） 担当部署：基礎研究部

２．人事管理ＲＥＰＯＲＴ

月刊

３．協同組合経営研究誌 にじ

季刊（年４回） 担当部署：協同組合研究部

担当部署：経営相談部

上記はＪＣ総研が発刊している定期刊行物ですが、これらをお読みになったこと
があるでしょうか。このうち、
『ＪＣ総研レポート』は、2013年春号より、ＪＣ総研
より親しみやすく、検索しやすい内容を目指して画面やコンテンツのリニューアル
を行うなど、情報発信力を高めるべく内部検討を重ねているところです。
総研に課せられたミッションは、情報の的確な収集・分析・発信、内外の人材育成、
相談機能の強化だと考えています。あらゆる可能性をとことん追求する姿勢をモッ
トーに、精いっぱい頑張っていく所存ですので、よろしくお願いします
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（こんの としゆき）

私がＪＣ総研に着任したのは2012年の５月末です。まだ短い期間ですが、ＪＣ

俊幸

の総合情報誌として再スタートする予定です。また、当研究所のホームページも、
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論争の「場」
としてのイギリス農村
あ ん ど う

東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授●安藤

み つ よ し

光義

1. 農村をめぐる政治的対立
日本では「農村」は伝統と文化の象徴であり、守ら

挙げることができる注１）。①BSE問題によってMAFFが

れるべきものというコンセンサスが広く成立しており、

大きな痛手――生産者を「顧客」とした省庁の体質に

農業政策のあり方をめぐる意見対立はあっても、ある

対する社会的批判が高まっていた――を被っていたこ

べき農村の姿、それ自体をめぐって深刻な政治的対立

と、②相次ぐ危機対応のため農業財政が火の車となっ

が生じるようなことは、これまでなかったように思う。

ていたこともあり、これまでのEU敵対的な姿勢を改め、

しかしながら、イギリスは日本とはまったく異なり、農

共通農業政策が掲げた「第２の柱」を積極的に取り込

村のあり方をめぐって論争が行われ、それが政治的対

んでいくという方向転換を図ったこと、 ③地方分権推

立、すなわち、保守党と労働党の政治的な争点となる。

進のための地方制度改革が「第２の柱」の農村開発規

例えば、農業漁業食料省Ministry of Agriculture, Fi-

則とオーバーラップし、制度機構改革の引き金を引い

sheries and Food（MAFF）が解体されて、環境食料

たこと、④狩猟存続を主張する社会的政治的勢力を、

農 村 省 Department of Environment, Food and

ニューレーバーが掲げる「近代化」推進に対する農村

Rural Affairs（DEFRA）となったのは労働党のブレア

の「抵抗勢力」として演出したことである。

政権の下であった。この改革は、例えていうなら霞が

このうち③と④は現在も引き続いている問題であり、

関の省庁から「農業」の２文字が消えたことを意味する。

特に③については、2010年に労働党が政権を失い、

DEFRAのRuralを「農村 」と訳しているためそのよう

保守党と自由民主党の連立政権に移行した途端、大変

に感じられないかもしれないが、 英語で見ればAgri-

革が行われることになった。本稿では、この③と④の

cultureもFarmingも省庁名から消え去っていることは

問題についてのイギリスの現状を簡単に紹介する。た

容易に理解することができる。

だし、話の分かりやすさを考えて順序は逆にし、最初

ブレア率いるニューレーバー（新しい労働党）は「近

は「狩猟」をめぐる対立から始めることにしたい。

代化」を旗印に掲げて改革を推進した。ただし、農村
政策は1997年時点の選挙公約では重視されておらず、
この分野に労働党が力を注ぐようになったのは政権に
就いてからのことである。 その理由として次の４点を

2

論説◆論争の「場」
としてのイギリス農村

注1）安藤光義『イギリス農村政策の生成と変容―MAFFの解体からＲＰ
Ａの失策まで―（のびゆく農業980）
』農政調査委員会、2009年、１～
２ページを参照
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2. 狩猟をめぐる対立
イギリスでは狩猟をめぐる対立は根深いものがある。

被害は甚大だが、産業革命以降、ウサギはペットになっ

強力な動物愛護運動の存在――毛皮を着てロンドンの

てしまった。 子どもたちは農村との接点を失い、 食べ

地下鉄に乗ると切り裂かれるというまことしやかな話

物の由来を学ぶ場がないのである」というコメント付き

がある――、活動的な菜食主義者の存在――ビートル

で、捕獲したウサギを袋に入れて首の骨を折って殺す

ズのポール・マッカートニーは「地球温暖化防止のた

――この殺し方が一番苦痛が少ないという説明が入る

め肉食を控えるべきだ」とし「月曜日は肉なし」とす

―― シ ーンを繰り返し流していたのはいかにもイギリ

べきだと主張している――などは、まさにイギリスらし

ス人らしい。
「食育とは狩猟であり、と畜だ。それを残

さの象徴でもある。

酷だというのは不誠実だ」という主張でもある。また、
。BBC3には、 狩

「猟獣・ 野生動物保護トラストGame and Wildlife

猟愛好者から菜食主義者を一堂に集め、 シカやライ

Conservation Trust」のメンバーは「狩猟ができなく

チョウ、ウサギなどの野生動物の捕獲、処理、調理を

なると、現在、そこから得ている4000万ポンドの収入

実際に体験してもらい、狩猟に関して意見を戦わせる

がスコットランドから失われてしまう。狩猟は農村の

「殺して料理して食べる（Kill it, Cook it, Eat it）
」と

文化と地域の生態系の維持に貢献している」と述べる

いう番組があった。イギリスではウサギは農業に被害

のに対し、
「残酷なスポーツへの反対同盟League Aga-

をもたらす害獣として認識されており、 狩猟の対象と

inst Cruel Sport」 のメンバ ーは「狩猟は血にまみれ

されてきた。日本でも人気のあるピーター・ラビットは

たスポーツBlood Sportとして殺りくを合法化するもの

マクレガーさんの農場に忍び込んで野菜を食べたため

だ」と真っ向から非難する。こうした社会的争点をブ

――読者の方々はピーター・ラビットの愛くるしい姿を

レアは巧みに政治的言説として取り込んだということ

想像されるだろうが、これは農家にとっては単なる獣害

である。

それをあおるテレビ番組もある

注２）

でしかない――追い回されているし、ピーターのお父さ

翻ってイノシシやシカ、サルなどの獣害に悩まされ

んはマクレガ ーさんに捕まってミ ートパイにされてし

ている日本の農村はどうだろうか。獣害駆除をめぐって、

まっている。この番組では「ウサギが農作物に与える

このようなイギリスで見られるような争点が生じるだろ
うか。当然のことかもしれないが、
『日本農業新聞』に
そうした記事を見いだすことはできないし、 大手一般
紙でも、獣害被害と動物愛護との対立をあおるような
記事は管見の限り見られないように思う。この問題に
ついて日本社会は一枚岩のように見える。とはいって
も安心はしていられない。もし、社会的認知度を確立
したかわいらしい小動物が、農作物や家畜に被害をも
たらす病原菌の媒体として疑われ、それが駆除の対象
となった場合、世論はどのような方向に向かうだろうか。
そこには農村と都市との分断、対立は生じないで済む
のだろうか。

注 2）この項は、前掲（注１）で記した内容に加筆修正を行ったものとなっ
【写真】この美しい田園風景の背後に激しい論争が……

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

ている

論争の「場」
としてのイギリス農村◆論説

3

3. アナグマ狩りをめぐる論争
イギリスでは再び世論を分かつ論争が現在進行中で

本で獣害軽減のためイノシシ・シカ・クマ狩りを行う

ある。増殖するアナグマがウシ結核症Bovine Tuber-

と政府が表明し、それについて世論調査を行ったとし

culosis（bovine TB）の原因であり、その対策として

ても、 推測ではあるが、これとはまったく逆の結果と

政府が提案したアナグマ狩りBadger Cullをめぐって

なるのではないだろうか。だが、イギリスの状況はまっ

論争が繰り広げられている。すでに試験的にアナグマ

たく異なり、これが政治的な争点にもなるのである。

狩りを行うことが決定されているが、現在も反対意見

しかしながら、
ウシ結核症の被害は甚大なものとなっ

は根強いものがあり、例えばクイーンのブライアン・

ている。農業者連盟National Farmer’s Union（NFU）

はBBCのラジオ番組「Farming today」 に出

の代表ピーター・ケンダルは「場所によってはすでに

演し、
「これは市民戦争だ」 として強硬な反対姿勢を

制御不能な状態にある。1998年当時、年間約6000頭

示して物議を醸した。

の家畜が病気によってと畜されたが、2010年にはその

メイ

注３）

BBCの世論調査によると（2011年時点の状況）
、都

数は３万2737頭にまで膨れ上がっている」とし、 被

市部および農村部の両者でウシ結核症対策のためのア

害の大きい地域において一刻も早いアナグマ狩りを求

ナグマ狩りに反対する意見が多数を占めている。63％

めている注５）。実際、ウシ結核症がイギリス農業に与え

が反対の意向を示しており、賛成は31％にすぎない
（残

ている被害額は年間１億ポンド（１ポンド＝130円と仮

りは「分からない」
）
。地域別に見ると、都市部は賛成

定すると130億円 ）に上り、イングランド南西部での

33％に対して反対57％、農村部は賛成37％に対して

被害が特に著しい。アナグマ狩りに代わるものとして

反対59 ％、 両者の中間に当たる地域では賛成はわず

ワクチン接種という対策が考えられるが、非常に費用

か26％にすぎず、反対は68％と７割近くに上る。近郊

がかさみ、また、まだ商業化されておらず使用のめど

農村はカウンター・アー バナイゼ ーションCounter-

が立っていないという問題点を抱えている。動物愛護

urbanization（逆都市化）――豊かで「進歩的」な考

という点から反対はあったとしても、 他に選択肢はな

え方を持つ中産階級を中心とする都市から農村への移

いというのが農業サイド、ならびに、現在の保守党・

住という社会現象――の影響を受けた結果であると推

自由民主党の連立政権の見解である。

測されるが

、 反対意見の多さには驚かされる。日

注４）

当然、労働党は反対意見を出している。影の環境大
臣であるマリー・クリーは「ウシ結核症は恐るべき疫
病だが、アナグマ狩りを行うという政府の計画は農業
者にとっても、アナグマにとっても、納税者にとっても
よくない。科学的な知見に基づく政策で、家畜の移動
を制御し、ウシ結核症のワクチンの開発に努めるべき
である。にもかかわらず保守党が主導する政府は、労
注 3）クイーンはイギリスの人気ロックバンド。リード・ボーカルのフレ
ディ・マーキュリーは残念ながらエイズのため亡くなり、あの高い透明
な歌声を聞くことはできなくなってしまった。ギターを担当していたブラ
イアン・メイは天体物理学博士でもある
注 4）カウンター・アーバナイゼーションについては、安藤光義『高齢化
するイングランド農村（のびゆく農業974）
』農政調査委員会、
2008年、
２～５ページを参照されたい

【写真】イギリス農村を支える畜産

4
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注 5）Agra Europe（2011年6月24日）
、28ページ
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働党が提案したワクチン接種の実験をたった１回に押
しとどめてしまった」と攻撃の姿勢を取っている

。

注６）

まう。アナグマをわなで捕獲してワクチンを接種し、２
年間放置するというのは非現実的であり、非常にコス

また、アナグマ・トラストBadger Trustは高等法院

トも掛かる。 経口ワクチンはまだ実用可能なものとは

にアナグマ狩り差し止めの提訴を行ったが認められず、

なっていない。もし仮に有効なワクチン接種計画があ

結局、政府はウェスト・グローセスターシャー West

ればそれを即座に採用していたはずである。アナグマ

Gloucestershireとウェスト・サマーセットWest So-

狩りをしたいような人は誰一人としていない。 ……家

mersetの２カ所でアナグマ狩りの実験を2012年秋以

畜へのワクチンも作られていないし、 それがあったと

降に行うことを決定、ナチュラル・イングランドNatu-

してもワクチンを接種した家畜と感染した家畜とを見

ral Englandがアナグマ狩りのライセンスを発行するこ

分ける方法が必要であり、それはEUの制度を大きく変

ととなった。

えなくてはならないし、 イギリスの肉類の輸出に大き

この間、環境食料農村大臣はデビッド・ヒースに代

な影響を与えることになってしまう。はっきりしている

わったが、政府の方針に変更は見られず、新大臣はア

のは、 今の時点ではワクチンを提供することはできな

ナグマ狩りに対して強い支持を表明している。
「ウシ結

いということである。 現在の状況がさらに悪化し、ウ

核症は深刻な問題をもたらしている。世界中のどこを

シ結核症がイギリス中に広がるのを見過ごすことはで

探したとしても、野生動物の数の制御なしに、この問

きない」とする注７）。

題に対処できる国などありはしない。……アナグマ狩

アナグマ狩りをめぐって再燃した
「狩猟」
「動物愛護」

りは解決策の一部にすぎず、家畜の制御や農場の生物

に関係する対立は今後も火種としてくすぶり続けるだ

多様性を向上させなくてはならないが、ワクチン接種

ろう。

はアナグマ狩りに対する別の選択肢とはなり得ないし、
それが効果的な対策になるまでには数年間を要してし

注6）Agra Europe（2011年8月26日）
、13ページ
注7）Agra Europe（2012年10月２日）
、15ページ

4. 政権交代によって大きく変わった地方制度① ―― 労働党政権の下での改革
1997年に政権を奪取した労働党は地方分権改革を
スコットランド

推進し、スコットランド、ウェールズには議会が設置
された。イングランドについては、共通農業政策の農
北アイルランド

村開発規則に基づく農村開発政策を遂行する単位とし
て９つの地域Regionを設定し、 地域開発政策を推進
するための組織として地域開発機関Regional Deve-

施される体制が整えられたというのが労働党政権の下

③

ウェールズ

進の裁量性が与えられ、地域の特徴に応じた施策が実

②

⑤

イングランド

1999年以降、この９つの地域開発機関に地域政策推

アイルランド共和国

lopment Agency（RDA）が設置されることとなった。

①

①ノース・イースト
②ノース・ウェスト
③ヨークシャー・ハンバー
④イースト･ミッドランド
⑤ウェスト･ミッドランド
⑥イースト･イングランド
⑦ロンドン
⑧サウス･イースト
⑨サウス・ウェスト

④
⑥

での地方制度の改革であった（図）
。
その結果、中央省庁のさまざまな予算が地域開発機
関に注ぎ込まれて１つのつぼsingle potとなり、それを

⑨

⑧

⑦

どのように使うかは各地域の判断に任せられるという
革新的な状況が誕生する。この地域開発機関の権限は、
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【図】労働党政権下で設定された９つの地域Region
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着実に拡大し、EUの2007年から2013年にかけての

地方制度改革は、EUの政策を取り込みながら、 地域

農村開発規則に当たるイングランド農村開発計画

への権限委譲を大胆に進め、各地域が自己裁量性を発

Rural Development Programme for England
（RDPE）

揮し、選択と集中によって必要な施策を主導的に実行

の予算を握り、LEADER（農村地域における経済活動

できるような体制を整えたものとして高く評価すること

連携）を含む経済社会施策の実施についても責任を負

ができる。

うようになる。最終的に環境食料農村省は、地域の政

ただし、この地域という単位は中央政府と地方政府

策に対してまったく干渉することなく、 全体的な活動

の中間に位置するものであり、地域を操る組織は選挙

を調整するとともに、その活動をモニタリングし、EU

による裏付け（議会による承認）を得ておらず、民主

の求めに応じて報告を行うだけの存在となっていく。

主義に基づく組織でないという批判を保守党からは浴

そして、地域への権限委譲により地域開発機関の自律

びていた注９）。 また、 地域の裁量性が高まる一方で、

性は高まり、イングランド農村開発計画は各地域で大

地域内は同質的なものと想定され、地域内の差異は考

きく異なるものとなっていったのである。例えば、イー

慮されず、権限委譲は地域レベルまでにとどまってい

スト・ミッドランド地域East Midlandsでは職業訓練に

るという批判、その結果、リージョナリズムRegiona-

予算全体の７％が用いられたのに対し、ウェスト・ミッ

lismに積極的に参加する人々、気は進まないが実現し

ドランド地域West Midlandsやサウス・ウェスト地域

たい施策の予算獲得を最優先に考えて参加する人々、

South Westでは予算全体の40 ％が充てられたという

わが道を行くという人々に地域の内部は分裂しており、

違いがあり、共同での新製品開発に充てられた予算の

社会関係資本や人間資本への投資が十分にはなされ

割合もイースト・ミッドランド地域では６％だったのに

ていないのではないか、という批判的な分析も登場す

対し、サウス・ウェスト地域は21％、ノース・イース

るようになっていた注10）。

ト地域North Eastは24％というように大きく異なって
いた。また、LEADERのローカル・アクション・グ

注8）Sally Hewitt and Nicola Thompson (2012) Regionalism and

ループLocal Action Group（LAG）の活動も地域に

Rural Policy. pp.253-268 in Mark Shucksmith, David L. Brown,

よってさまざまで、ノース・ウェスト地域North West、
ノース・イースト地域、サウス・イースト地域South
Eastでは、ローカル・アクション・グループは15ある

Sally Shortall, Jo Vergunst and Mildred E. Warner eds., Rural
Transformations and Rural Policies in the US and UK. Routledge, こ
こで記した地域による違いは260ページの記述に従った。また、この項
を執筆するに際して、参照したことをお断りしておく
注9）これはイングランドの９つの地域についての批判であり、スコット

施策の選択肢のどれを選んでもよいとされた一方、そ

ランド、ウェールズ、北アイルランドは議会を有しており、状況は異な

れ以外の地域では選択肢が限定され、 例えばヨ ー ク

る。あくまでイングランドに関する問題点であった点に注意されたい。

シャー・ハンバー地域Yorkshire and the Humberで
は実施できる施策は３つに限定されるという差異が生
まれることになったのである注８）。
以上のようにニューレーバー政権の下で進められた

その意味で労働党政権の下で進められたイングランドでの地域への権限
委譲は、日本でいわれるところの地域主権とは大きく文脈が異なってい
るし、歴史的に異なる国としてのアイデンティティーを有するスコットラ
ンドへの権限委譲も非常に特殊なものであることにも注意する必要があ
る
注10）前掲（注８）の分析結果を参照されたい

5. 政権交代によって大きく変わった地方制度② ―― 保守党・自由民主党連立政権の下での改革
日本であれば、これだけの成果を残した改革ならば、

北し、2010年５月に保守党と自由民主党による連立政

たとえ政権が交代したとしても手を触れることはない

権が誕生した途端、 地域開発機関の廃止が宣言され

と思うのだが、イギリスはそうではなかった。驚くこと

たのである。 代わりに出されたのが地方分権法Loca-

にすべてがリセットされてしまう。労働党が選挙で敗

lism Act 2011であった。
この地方分権法のポイントは

6
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「大きな社会Big Society」にある。コミュニティー・地
方 政 府 省 Department of Communities and Local
Governmentによれば、それは「社会を強化するため
の最良の手段は中央政府がすべての権力と権限を一手
に集めようとするのではなく、 人々と彼らが選んだ地
方の代表者が自ら望むことを実現する手助けを行うこ
とである。それこそが大きな社会Big Societyである」
とする。地域に代わり、それよりも小さい地方自治体
Local Governmentやコミュニティー Commu-nity、
さらには近隣関係Neighbourhoodを基礎として文字
通りボトムアップ型の取り組みを推進するという一大
変革が行われたのである。
だが、実際のところはどうだろうか注11）。この改革は

【写真】荒涼とした景観もイギリスの象徴

権限や予算を地方政府に委譲するものではあるが、同

が持つ能力の不平等という考え方は余計なお節介であ

時に2011年から2015年にかけて現行の地方自治体の

り、能力開発のために国が果たす必要のある役割は何

予算の27％が削減され、人員や提供するサービスが

もない」と回答している注13）。

カットされることが政策アジェンダとして掲げられてい

そこで、この古典的ともいえるコミュニティー起点

る。地方自治体は責任ばかり増加して、それを裏付け

のボトムアップ型の発展を正常なものとするために、

るための予算は減らされてしまうというのが実際のよう

ニューカッスル大学のマーク･シュックスミス教授は、国

だ。

による最低限の下支えを維持した上でコミュニティー

そして、こうした状況の下では農村地域のコミュニ

の能力開発Capacity buildingに力を注ぎ、
「ネット

ティー間の格差が一層拡大することが予想される。村

ワーク化した発展Networked Development」を推進

のパブや郵便局の閉鎖を防ぎ、バス路線の廃止を代替

する必要があるとする。この能力開発は２つから構成

するようなコミュニティービジネスの立ち上げなどさま

される。１つは、無力感に打ちひしがれている個人に

ざまな努力が行われ、熱心なボランティア活動が展開

自信を取り戻させ、必要な力と技を身に付けてもらい、

されているものの、それも限界に来ており、 多くの農

地元社会に活動的な市民として参加してもらうことで

村地域のコミュニティーは草の根からの活動だけでは
立ち行かなくなっている。その結果、もともと豊かなコ
ミュニティーやすでに成功を収めているコミュニティー

注11）以下のこの項の叙述は、2012年9月に明治大学農学部の小田切
徳美教授とニューカッスル大学の農村経済研究センター Centre for
Rural Economy（CRE）を訪問し、マーク・シュックスミス教授からヒ

はますます発展するが、貧しいコミュニティーや、知

アリングした内容と、後日、頂いた調査報告書「農村開発の将来の方向

識やネットワーク、そうした資源を動員する能力のな

性Future Direction in Rural Development ？」に依拠したものである

いコミュニティーは発展のための行動を起こすことが

注12）
「パートナーシップがコミュニティーの勇気付けに成功を収めた
地域は、 地域再生活動に積極的になり、予算を得ることができる事業

できず、サービス水準は低下し、社会資本も劣化して

にどんどん申請を行い、その経験と安定的な構造を生かして新たな予算

しまいかねないのである。こうした状況を放置すれば、

の獲得が可能となっている」とシュックスミス教授は記している。Mark

農村地域のコミュニティー間の格差は拡大する一方と
なってしまう

。だが、連立政権の地方分権・計画

注12）

大臣The Minister of Decentralisation and Planning
であるグレッグ・クラークは「そうしたコミュニティー
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Shucksmith(2000) Endogenous development, social capital and
social inclusion: perspectives from LEADER in the UK, Sociologia
Ruralis, 40(2), 208 〜 218ページを参照
注13）2011年に開催されたCouncil for Protecting Rural Englandの年
次講演会でのグレッグ・クラークの回答。前掲（注11）の報告書、
33ペー
ジからの引用
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あり、もう１つは、 活力の乏しい場所に新しい組織や

法を明確に打ち出していくことである注14）。

団体を立ち上げるのを認め、全員が一緒となって地元
の再生のための展望とそれを実現するための最善の方

注14）前掲（注11）の報告書、33ページ

6. おわりに
「狩猟をめぐる対立」という点では日本とイギリスは
まったく異なる社会ではあるが、農村地域のコミュニ
ティーの発展という点では、もちろん、コミュニティー

距離が少し縮まったような気がする。
【追記】

が意味する内容やその歴史的社会的実体はまったく異

予定されていたアナグマ狩りは、2013年に延期さ

なるものだが、 そこで述べられていることは驚くほど

れることになった。これに対してNFUは、悪天候など

類似している。
「誇りの再建 」 を起点に、 新しい「参

のため計画の70％しか達成できないので、やむを得ず

加の場づくり」を進めていくと言い換えてもいいように

延期したと話している。

思う

。

注15）

地域単位からコミュニティー単位での地域再生にイ
ギリスが転換した結果、 イングランド住民にとっての
その正否はともかく、伝統的な農村集落を基礎とした
活性化の取り組みを追求してきた日本との間の比較研
究の展望の可能性は広がったことは間違いない。イン
グランドの情勢は相変わらず複雑だが、わずかながら、

8

論説◆論争の「場」
としてのイギリス農村

注15）ここでのワーディングは、小田切徳美「農山漁村地域再生の課
題」
、大森彌ほか『実践 まちづくり読本』公職研、2008年、からの引
用によるが、シュックスミス教授と小田切教授の論文は言語こそ違え、
共鳴し合う部分がかなりあるように感じている。
例えば、Mark Shucksmith and Katrina Ronningen(2011) The
Uplands after Neoliberalism?: The role of the small farm in rural
sustainability, Journal of Rural Studies 27, 275 〜 287ページで用い
られている「potential」という単語は「ものさしづくり」の「ものさし」と
訳して差し支えないように思う
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フランスの提携運動と地域流通施策の背景
――「ローカル」の意味を問い直す
さかき

だ

農業ジャーナリスト●榊田

みどり

2001年、
フランスで始まった提携運動AMAP（Asso-

法のなかで、
「短いサーキット（Circuits Courts:ショー

ciations pour le Maintien de l’Agriculture Pay-

トサプライルート）
」を「振興すべき流通」として位置

sanne:小規模農家を維持するアソシエーション）の急

付け、推進に乗り出した。その背景には何があるのか。

速な広がりと並行して、 政府も2010年、 農業近代化

1. フランスの提携運動「AMAP」
（1）BSEで高まった食への関心

には161頭と、急速に感染牛の確認が増えていた。し
かも、2000年11月、複数の大手スーパーで販売され

AMAPが誕生するきっかけとなったのは、2001年２

た国産牛肉が、 食肉処理場での検査の結果、 後に感

月、南仏プロヴァンスの地方都市オーバーニュで開催

染牛だったことが判明。消費者パニックが広がってい

された集会だった。 集会のテ ー マは「マルブ ッ フ

た。

（Malbouffe）
」
。ジャンクフードをはじめ、
「健康に害を
及ぼす恐れのある質の低い食品」という意味だ。
集会の主催者は、小規模農家を中心に組織する「農
民同盟（Confédération Paysanne）」と、市民団体
「ATTAC（Association pour la Taxation des
Transactions pour l'Aide aux Citoyens）
」の、オー
バーニュのグループだった。ATTACは、金融グローバ
ル化による世界的な格差拡大を批判し、 ト ー ビン
税注１）の導入を主張して1998年にフランスで結成され
た反グローバリゼーションの市民運動団体で、現在は
日本にも支部を持つグローバルな団体に成長している。
当時、フランスに限らずEUでは、｢食｣ に対する関
心が急速に高まっていた。最も大きな衝撃は、1996年、
イギリス政府が、BSE感染牛と人間のクロイツフェ ル
ト・ヤコブ病発症の関連を認めたことだ。
すでにフランスでも、1991年に最初のBSE感染牛が
確認されていた。しかし、1999年には31頭、2000年
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【写真】AMAPの公式サイト
http://www.reseau-amap.org/
注1）アメリカの経済学者ジェームズ・トービン（ノーベル経済学賞受賞）
が1972年に提唱した税制度。 投機目的の短期的な取引を抑制するた
め、すべての外国為替取引に対し、低率の税を課すというもの
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当時の状況について、INRA（国立農業研究所）の

AMAPがモデルにした直接の対象はアメリカのCSA

研究員クリスティーヌ･オーブリー氏は、
「20年以上前

運動だが、このCSA運動は、もともと日本で1970年代

から、スーパーやハイパーマーケットの食品は安全な

に広がった提携運動をモデルとしている。つまり、

のか、どこから来ているのかという消費者の疑問はあっ

AMAPの基本的な仕組みも、日本の当時の提携運動と

たと思います。 それが1990年末、BSEの発生で食の

よく似ている。

不安が広がりました。1995年ごろから、 農産物直売

INRAに勤務する社会学者のクレール・ラミン氏は、

所や農場、あるいはマルシェでの直売など、“ショート

著書のなかで、AMAPの原則を以下の６点と指摘して

サプライルート（Circuits Courts）
”の考え方が、特に

いる。

都市部近郊農家から出てきました。そのなかにAMAP

１）近
 隣農業を維持することを目的にした、 消費者グ

もあったということだと思います」と分析する。
都市近郊農家を中心にショートサプライルート志向
が広がっていた背景には、後に詳述するが、既存の市
場流通のなかで、小規模農家の経営が厳しさを増し、
離農が相次いでいる現実がある。オーバーニュでの集
会が、 消費者中心のATTACと農民同盟の共催だった

ループと１人のローカルな生産者による相互の社会
参加
２）環
 境と健康を尊重する実践
（化学合成された農薬・
肥料を使用しない）
３）各
 消費者と生産者の契約による、一定期間の事前
予約購入
４）リ
 スクの共有（天候・病害）と収穫の共有（収穫の

理由もそこにある。
店頭に並ぶ食品が、どこでどのように生産された物
なのか知りたいという消費者、食のグローバル化に反
対し、小規模な家族農業を維持すべきだという農業者

多寡を問わない）
５）季
 節ごとに消費者が農場を訪れる。毎週の配達時
には生産者から消費者が直接受け取る

と市民運動家。集会で出会い議論した彼らの結論が、

６）消
 費者グループは、会計などの事務処理、配達時

小規模生産者と消費者が直接契約し、 農産物を年間

の農産物の仕分け、時には援農などの責務を負う

予約で共同購入するAMAPという産消提携運動だった。
モデルになったのは、集会参加者のヴィヨン夫妻が、

実際のシステムを具体的にイメージしてもらうため

である。集会

に、今年３月に取材したAMAPの１つ、パリ５区の「フ

から2カ月後に、そのヴィヨン夫妻がプロヴァンス地方

イヤンティーヌのAMAP（AMAP des Feuillantines）
」

にある自らの農場周辺の消費者とともにAMAPを設立。

を紹介する。

アメリカを訪れた時に見たCSA運動

注２）

これがフランスで最初のAMAP誕生になった。

パリ５区は、パリのほぼ中央にあるセーヌ川南岸の

翌2002年にはプロヴァンス地方に17件のAMAPが

文教地区。2006年に結成されたこのAMAPの消費者

誕生。2003年には、プロヴァンス地方のAMAP連合

会員は、現在44人。毎週水曜日の夕方７時ごろに、提

会も組織され、｢AMAP憲章｣ も作成された。同じ年、

携生産者のバティスト氏の野菜を受け取りに集まる。

パリのあるイル・ド・ フランス地方でも、AMAP第１

野菜の受け取り場所には、会員の1人のつてで、商工

号が誕生するなど、この運動は急速に全国に広がった。

会議所の１室を借りている。

2012年現在、AMAPの件数は、 フランス全土で

バティスト氏は、まだ30歳の若い有機栽培農家で、

1200件を超えている。2009年には、各地方の連合会

パリから約250㎞離れたローブ県から毎週水曜日、夜

が 加 盟 す る 全 国 組 織「MIRAMAP（Mouvement
Inter-Régional des AMAP）
」も結成されている。
（2）AMAPの基本的な仕組み
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連携して、食料生産に積極的に関わることで、地域の農業を支えていく
運動のこと
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地栽培で、朝市での直売、流通業者への販売を経て、

パリの行政区
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AMAPでの販売に移行した。
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ドイツ ルクセンブルク

8

オランダ

「一定期間の契約があり、 決まった金額が計算でき
るので経営が安定しました。市場に出すよりも収入が
高い。今、新たにハウス２棟を増設しています」と言う。
一方、消費者リーダーのラファエル氏は、2007年、

パリ

イル･ド･フランス

AMAPの記事を読んで、地元にあるAMAPを探し、
「フ

ローブ県

イヤンティーヌのAMAP」に入会した。

フランス
スイス

「一番の目的は、生産者と消費者のショートサプライ
ルート（Circuits Courts）を発展させたいから。バティ
ストさんの野菜以外に、牛肉やオリーブオイルも、会

イタリア

員の注文を取りまとめて、特定の生産者と提携し、産
直購入しています」と話す。
（3）AMAPの多様化

スペイン

AMAPについて、リヨン農科大学のパトリック・マ
ンドラー氏は、
「地理的な流通距離の短さ（Proximité
Géographique）
」
「ショートサプライルート（Circuits

７時ごろまでに、自分で野菜を運んで来る。日本でい

Courts）
」
「連帯経済（Solidarité）
」 という3つの要素

えば、東京の消費者グループに、西なら静岡県浜松市、

を持つ運動ではないかと分析する。

東なら福島県白河市あたりの農業者が直接配達してい

ただし、誕生から10年を経て、ラミン氏によるAMA

ることになる。フイヤンティーヌのAMAPの他に、隣

Pの原則が、 消費者サイドでも生産者サイドでも、 必

接するパリ４区でも、１つのAMAPと契約している。

ずしも当てはまらなくなりつつあるらしい。

毎週の配達は、市内の友人宅に１泊して、２日がかり
の作業だ。

まず、消費者サイドでいうと、
「相互の社会参加」と
いう意識を共有しておらず、
援農に出掛けないメンバー

消費者に配布する野菜セットは、毎週５〜７品目。

が少なからずいるという。フイヤンティーヌのAMAP

バティスト氏は、コンテナに詰めた状態のまま、トラッ

でも、事情は同じで、
「25 〜 30%は、単においしい野

クで野菜を運び込み、消費者会員が、はかりで１人分

菜がもらえればいいという個人的関心しかないメン

の分量を量り、キャベツなどはナイフで分割して自分

バー。社会運動として参加しているコアメンバーは25

の購入分を取り分け、持ち帰る。

%程度。なかなか主流にはならない。農場で援農すれば、

価格は１回分18ユーロ（約1800円）
。半年契約なの
で、１人24週分432ユーロ（約４万3200円）を前払

農業で働くことの意味が分かる。消費者教育が必要で
す」とラファエル氏は言う。

いしている。ちなみに、パリ近郊のヴェルサイユで出

また、
「環境と健康を尊重する実践（化学合成され

会ったAMAPも１回分18ユーロ、南仏のローヌアルプ

た農薬・肥料を使用しない）
」という点でも、AMAPご

州で出会ったAMAPは12ユ ーロだった。 運搬距離や

とに意見は分かれる。特に、大消費地のパリを抱える

地域によって、相場があるのかもしれない。

イル・ド・フランス地方では、有機栽培農家どころか、

バティスト氏は2003年に父親の農場の一部を借り

AMAPに参加する農家を見つけるのも至難の業だ。フ

て就農し、経営面積は、現在約３ha。ハウス２棟と露

イヤンティーヌのAMAPと契約するバティスト氏は、
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シュタイナー農法注３）を実践する「ビオ（有機栽培）

者とAMAPを結成していたが、生産者がAMAPとの契

以上のビオ」
（ラファエル氏）だが、慣行栽培に近くて

約件数を増やして経営規模を拡大。毎週の配達を雇用

も「近隣性（ローカル）
」を重視しているAMAPもある。

者に任せるようになったため、
「AMAPの理念と離れて

３年前、南フランスにあるローヌアルプ州のAMAP

いる」
との理由で契約を解消。これをきっかけに、
グルー

州連合会を訪れた時も、
「ビオとローカルと、どちらを

プ内の消費者も２派に分かれ、ラファエル氏たちは、

重視するのか」という質問に、取材に応じてくれた消

バティスト氏と新たなAMAPを立ち上げた経緯がある

費者会員２人の間で意見が割れた。この点については、

という。

地域の事情も絡み、だんだん解釈が拡大しているらし
い。

もともとAMAPは、 各地で自発的に誕生し、2009
年に全国組織MIRAMAPができるまで、各州の連合会

さらにもう１つ、AMAP憲章に盛り込まれている「消

も独自に活動していたこともあり、 全国一律の活動規

費者グループと１人の生産者」という原則も、あいま

約がなかった。AMAP憲章も、あくまでローヌアルプ

いになりつつある。AMAPのなかには、複数の生産者

州で作成されたもので、全国のAMAP運動を拘束する

と契約して品目をそろえているケ ー スが増えている。

ものではなかった。MIRAMAPも、地域の独自性を尊

全国組織MIRAMAPの広報担当者の１人も、
「この点

重するスタンスを取っている。

は、いずれ憲章の変更を議論する必要がある」と話し
ていた。

AMAP州連合のなかには、耕作放棄地を借りて新規
就農者に提供する組織を立ち上げるなど、活動の幅を

一方、農業サイドも多様化している。市場低迷の下、

広げているところもある。イル・ド・フランス地域では、

新たな販路としてAMAPに注目した農業者が増えてい

農地転用への反対運動も、AMAP連合会の主要活動

る。なかには、
５つも６つもの消費者グループとAMAP

の1つになっている。AMAPの多様性は、 今後も広が

を結成し、その直売で経営を拡大する大農場も登場し

るかもしれない。

ている。こうなると、
「価格が低迷する既存流通とは違
う、新たな流通としてAMAPを利用する販売戦略」と
でもいうべきか。
フイヤンティーヌのAMAPも、実は以前、他の生産

注3）人智学のルドルフ・シュタイナーによって提唱された有機栽培の一
種。土壌と植物、動物の相互作用だけでなく、太陰暦に基づいた「農業
暦」を取り入れた農業のことで、バイオダイナミック農法とも呼ばれる

2. 政府の進める「Circuits Courts」
（1）政府による地域流通の位置付け

と言い換えてもいい。
Circuits Courtsには、AMAPに限らず、農場での直

一方、フランス政府も、2009年、
「ショートサプラ

売・農家運営の直売所などさまざまなルートがある。

イルート（Circuits Courts）
」の施策研究チームを設置。

最も古い歴史を持つのが、フランスの風物詩にもなっ

翌2010年に制定された「農業近代化法」で、振興す

ているマルシェだ。しかし、実は、フランスのマルシェ

べき流通として位置付けた。

に出店している大半は、ランジスなど市場から農産物

政府は、
「Circuits Courts」を「生産・消費間が直

を仕入れた流通業者だ。生産者から直接買い付けてい

結する産直か、多くとも仲介業者が１業者のみの流通」

る流通業者もいるが、生産者自身がマルシェに店を出

と定義し、中間業者を省くだけでなく、生産現場と消

すケースは、非常に少ない。

費現場の地理的な距離も短い ｢ローカル｣ 性も重視し

また、マルシェ自体も、場所によっては衰退し始め

ている。その意味では、日本流に「地産地消の推進」

ている。若い世代が多い都市部ほど共働きが増え、平
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日の日中にマルシェで買い物ができる消費者が減少し

50以下となり、1日の売り上げとしては厳しいため、出

ているからだ。後述するように、フランスでもスーパー

店を見合わせている。

マーケットやハイパーマーケットが増加している。
政府によるCircuits Courts推進を機に、近年、フラ

駅での夕市以外に、農場直売の拡大にも力を入れて
おり、
無人直売できる自動販売機への補助も出している。

ンス各地では、自治体や農業会議所などを中心に、さ

日本でもおなじみのロッカータイプで、36ボックス型

まざまな地域流通システム確立の動きが登場している。

が8000ユーロ程度。３割助成があるので、希望農家は、

その1つとして、イル・ド・フランス地方の農業会議所

5600ユーロ（約56万円）で設置できることになる。

の取り組みを紹介する。
ちなみに、フランスの農業会議所は、日本のような

（2）地域流通重視の背景

行政機関ではなく、農業者が結成した職業団体だ。す

フランスが、Circuits Courtsの推進に動き始めた背

べての県に農業会議所があるわけではなく、イル・ド・

景の１つに、2007年に開催された、フランスの環境施

フランスの場合、農業会議所があるのは、８県のうち

策を話し合う円卓会議「環境グルネル会議」がある。

２県のみだ。

この会議をきっかけに、Circuits Courtsは、
「最も環境

農業会議所には、国や県から予算が出ているが、農

負荷の低い、持続可能な消費の発展に貢献する」と位

業者も出資して運営されており、農業者を代表して、

置付けられた。この会議では、
有機農業の振興とともに、

国や県と交渉する立場にある。土地問題や農業技術、

学校給食や市役所などの公設食堂で、 使用食材の

法律面などで加盟農業者を支援しており、職員には、

20%を有機農産物に転換するという目標も掲げられて

営農指導員やマーケティングのアドバイザーなどもい

いる。

る。

ただし、前出のINRAの研究員クリスティーヌ･オー

イル・ド・フランス農業会議所が、現在力を入れて

ブリー氏によると、
「給食で有機農産物20%という目標

いる取り組みの1つは、
フランスの国鉄SNCFと連携した、

を達成するには、大量の輸入農産物を使用しなければ

駅前での夕市。 午後４時30分から７時30分という３

ならないことが判明し、
現在は、
“ビオ”よりも“ローカル”

時間だけのマルシェだ。日中のマルシェでは購入でき

の使用比率を上げることが目標になっている」という

ないなら、 仕事帰りの駅で購入してもらおうという試

から、AMAPでの議論と同じことが、 ここでも起こっ

みだ。2007年、パリから約１時間のニュータウンにあ

ているらしい。

るセルジ駅で試験的に始まったこの“夕市”は、今やイ

2010年現在Circuits Courtsに取り組む農場は、フ

ル・ド・フランス地方の駅約50カ所にまで広がってい

ランス全体の21%。 特に、 養蜂経営51%、 野菜経営

る。

46%、 果樹経営26%などの直売比率が、 穀物や畜産

農業会議所の営農指導員が、 駅周辺の農業者に呼
び掛け、１駅１農業者による週１回の直売を仕掛けた。

に比べて高い。
しかし、環境問題だけが地域流通の推進の狙いでは

販売するのは、AMAPと同じ野菜セット。価格は販売

ない。BSEをきっかけに、消費者が“顔の見える関係”

農家が決めるが、
だいたい10 〜 15ユーロが相場になっ

を求め始めたこともあるが、 農業施策の視点からも、

ているという。

「ローカル」を重視する地産地消が、グローバル化に

この取り組みを進めている営農指導員、ステファン・

対する生き残り策の１つの武器になると見られている。

ロラン氏は、
「駅の乗降客数から、野菜セットの販売数

フランスは、今も世界有数の農産物輸出国ではある

を推測し、採算の成り立ちそうな駅を選んでいる」と

が、2000年以降、ブラジルなどの新興国だけでなく、

話す。今までの経験では、乗降客数の1%が顧客にな

ドイツやオランダなど他のEU加盟国にも農産物輸出額

るという。乗降客が5000人以下の駅では、販売数が

で追い越された。特に、野菜・果樹では、フランスは、
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10年以上前から、恒常的な輸入国だ。エジプト、モロッ

ヤンセル氏は、
「スーパー・ハイパーマーケットの増加

コなどの新興国だけでなく、スペイン、イタリア、ドイ

で、今は、国内で流通する青果物の７割が、そこで購

ツなどEU圏内からの輸入農産物とも競合が激しく、現

入されるようになりました。こうなると、小規模な農業

在、野菜の自給率は７割程度まで落ちている。

者は、大手流通の販路にアクセスできず、消費者も、

穀物生産では、グローバル化に対抗すべく、さらな

小規模農家との接点が失われた現状を考えるように

る規模拡大が進んでいるが、野菜・果樹農業は、それ

なった。それが、Circuits Courtsの支持につながった

もままならず、廃業に追い込まれるケースが続出して

と考えています」と言う。

いる。
「特に、イル・ド・フランス近郊では、ここ数年

もともとイル・ド・フランス地方は、小麦やナタネな

で野菜農家が半減しています」と、前出のオーブリー

どの穀物農家が多く、廃業した野菜・果樹農家の農地

氏は言う。

を穀物農家が借り、さらなる規模拡大を進める傾向が

さらに、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、

あるという。しかし、EUの政策転換で、面積比率に応

さらにディスカウント店が、小売業界で大きな力を持

じた直接支払いが2010年から減額され、穀物大規模

ち始めた。1973年、大規模店舗の出店を規制するロワ

農家にも将来の経営への危機感が広がっているという。

イエ法が制定され、売り場面積1000 ㎡以上の新規出

そのため、
「新たに有機栽培に取り組んだり、品目を一

店が規制されたが、その規制をかいくぐるように、既

部転換して露地野菜を生産し、学校給食や公設食堂

存大型店の規模拡大によるスー パーのハイパーマー

に販売するなど、Circuits Courtsの施策を活用する穀

ケット
（売り場面積2500㎡以上）
化が増えた。アルディ

物農家も登場しています」
（前出オーブリー氏）
。

やリドルなど、ドイツ資本のディスカウント店も、

駅でのマルシェを仕掛けたイル・ド・フランス農業

1000㎡未満という法規制をくぐり抜け、700㎡規模で

会議所のステファン・ロラン氏は、
「フランスには、２

の出店を増加させた。

つの農業がある。グローバルな競合のなかで規模拡大

そこで1996年には、 新規出店規制を1000 ㎡から

する農家と、ローカルな販売を重視する農家。この２

300㎡まで一気に下げるラファラン法も制定された。
し

つを一緒に考えては困る。ただ、どちらの経営が厳し

かし、2007年に誕生したサルコジ政権下で、 大規模

いかといえば、グローバルな競合を選択した農家の方

店舗の出店規制や日曜営業規制が緩和され、 規制下

が、今は厳しい」と言う。

でさえ増え続けていたハイパーマーケットやディスカ
ウント店の拡大が、スピードを上げて進み始めた。
「10年前、 家計支出の20%が食費でしたが、 今は
15%まで落ちました。今の消費行動は、
貧困化のなかで、
量と価格を重視する動きと、新鮮でよりよい食を求め
る動き、その２つが並行して進展している」と前出の
オーブリー氏は言う。格差の拡大と消費の２分化は、
日本だけに限らない。
問題は、スーパー・ハイパーマーケットの増加が、

農業大国といわれるフランスと日本では、経営規模
も農業の位置付けも異なるが、グローバル化の下で農
業が直面する課題、そのなかで、地域流通の持つ意味
の重要性は、共通しているのではなかろうか。
【付記】
本レポートの一部は、筆者が研究協力者として参加
した2009 〜 2011年度科学研究費補助金「ローカル
フードシステムの社会的意義の実証研究 」
（代表者・
ますがた

農業、特に野菜・果樹農業に大きな影響を及ぼしたこ

桝潟俊子）を受けて実施したフランス調査（2009年、

とだ。野菜・果樹農家の廃業が著しいイル・ド・フラ

2012年）に基づく。

ンス地方の農業会議所の研究員、フランソワーズ・シ
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EUの共通農業政策に見る農業の公共性
――次期共通農業政策のグリーン化をめぐって
い

ず

み

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員●和泉

ま

り

真理

2012年はEU（欧州連合）の共通農業政策（CAP）

役割への比重が高まっている。 本稿では、このEUで

が発足してちょうど50年に当たる。 また、2014年か

の農業の公共サービス機能をめぐる背景や論点を、農

らの次期CAPをどのような姿にするかとの議論は、現

業の提供する環境保全サービスを中心に紹介し、農業

在最終ステージを迎えつつある。CAPはこの50年の間

振興・ 地域振興の方向性や問題意識について日本の

に、食料供給という当初の役割から、環境やエネルギー

農業が参考にできる諸点を示すことにする。

といった農業の食料供給以外のサービスの提供という

1. CAP の 50 年の変遷
現在27の加盟国で構成されるEUは、幅広い分野で

内の農業生産の拡大を支え、その結果1980年代には

国の枠を超えたEU全体としての共通政策を営んでい

「バターの山、ワインの湖 」と揶揄される農産物過剰

るが、 そのなかでもCAPはEUの共通政策の最長かつ

状態を招いた。過剰農産物を処理するための補助金付

最重要なものの１つである。CAP予算のEU予算に占め

き輸出はアメリカなどとの貿易摩擦も激化させた。

る割合は、以前は最大で７割近くあり、今でもEUの歳

CAPはこの状況の打開のために行われた1992年のマ

出全体の約４割

を占める。

や

ゆ

クシャーリー改革およびそれに続く一連の改革で大き

注１）

2012年はEUのCAPが発足してちょうど50年に当た

く姿を変え、従来の価格支持政策を、生産実績から切

る。表1は、EUの欧州委員会が、CAPの50年のなかで、

り離された（デカップル）政策である単一支払いに徐々

その時々の政策の関心事の変化をまとめたものだ。

に置き換えていき、今では単一支払いがCAP予算の過

1960年代に、第２次世界大戦後の食料不足のなかで
発足したCAPは、 作目別の価格支持制度によりEU域

注1）European Commission「The Common Agricultural Policy
Explained」

【表1】共通農業政策の歴史的な展開
生産性
競争力
持続性
初期
食料安全保障
生産性の向上
市場の安定化
作目ごとの支援

危機的時期
生産過剰
予算過多
国際間の摩擦
構造政策

1992年改革
過剰の削減
環境
所得の安定化
予算の安定化

アジェンダ2000
改革プロセスの深化
競争力
農村振興

2003年改革
市場志向
消費者の関心
農村振興
環境
簡素化
WTO整合性

2008年ヘルスチェック
2003年改革の補強
新たな政策分野
リスク管理

出典：European Commission ウェブサイト “ 50 Years of CAP ”
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半を占める主要政策となっている。同時に、環境に優

で構成されるEUにおいては、 農業振興だけでは地域

しい農業の推進、農村振興、特にBSE発生を機に急速

振興には結び付かず、地域の他産業に予算を配分する

に高まった消費者の食の安全や品質に対する要求への

方向、すなわちCAP予算を削減し地域振興予算に振り

対応など、従来は含まれなかった政策分野へCAPは次

替えようとする流れとなりつつある。

第に対象を拡大していった。具体的には、農業環境支

このような変遷を経て、当初の産品別の価格支持と

払い、条件不利地域助成、農業投資助成などのいわゆ

それを可能にする国境での可変課徴金、 余剰農産物

る構造政策予算が少しずつ拡大していった。さらに、

処理の手段となった輸出補助金というCAPの主要な政

最新の2008年に行われたヘルスチェックに掲げられ

策は、現在ではほんの一部を残すのみとなり、現在の

た「新たな政策分野」に含まれる、気象変動、生物多

CAPの政策は、大きく２つの柱に分けられる。

様性、水質保全、エネルギー供給という政策分野は、

第１の柱：EUの予算のみで賄われる政策で、 現在で

そのまま現在検討中の次期CAPでも引き継がれる予定

は、生産量から切り離されて支払われる単

だ。食料の安定供給、農業者の所得保証というCAPの

一支払いがほとんどを占める。従来型の作

政策目的は、この50年間で非常に多様化してきたので

物別の価格支持政策も規模は小さいながら

ある。

残っており、ここに含まれる。

また、当初EUの前身であるEEC（欧州経済共同体）

第２の柱：構造政策と呼ばれる農業経営の競争力、環

が６カ国で発足して以後、EUの加盟国は次第に増加し、

境と生活の質の向上を支援するための一連

現在の加盟国は27カ国、さらに加盟申請している国が

の施策。 農業環境支払い、 条件不利地域

いくつもある。経済状況、農村や農業の姿が異なる国

支払い、農業投資助成、青年農業者支援、

がEUに加わることで広がる地域間格差を是正するため

食品の品質改善、農家の経営多角化など幅

の地域政策の重要度が増しており、それはCAPのあり

広い政策が含まれる。これらの政策は、EU

ようにも大きな影響を及ぼしている。地域政策の重要

がその枠組みを決め、加盟国は自国の実態

性の高まりとCAPとの関係を要約すれば、１つは、EU

に合わせてそれを具体化する。 財源はEU

の政策のなかで大きな比重を占めるCAP自体が、地域

と加盟国とで分け合う。

格差是正に貢献するような内容を取り込んできている

このような50年間にわたる政策分野と政策手法の変

ことで、 条件不利地域政策や農業投資助成など構造

化の上に、現在、EUでは2014年からの次期CAPの内

政策がこれに該当する。もう１つは逆説的になるが、

容についての議論が行われているのである。

そもそも地域経済に占める農業の比率が低い先進諸国

2. 次期 CAP の検討における「農業の役割」
EUでは７年ごとに策定される中期財政計画に基づ

項である。

いて政策が進められており、 現在は2007 〜 2013年

まず問題となるのは、CAP予算全体の規模である。

財政期間の最中である。CAPについても中期財政計画

EU予算の約４割を占めるCAP予算を減らして、前述し

のなかで全体の歳出枠やその内訳が決められており、

た地域振興予算のような他分野に振り替えようという

さらに関連する各国や地域別の農村開発計画も2007

プレッシャーは強い。特に、現在EUが陥っている深刻

〜 2013年という期間で実施されている。次期の2014

な経済・ 金融危機に対して多大な財政投入の必要性

〜 2020年の中期財政計画の検討のなかでも、EUの

が見込まれるなか、実際には次期CAP予算について拡

歳出の約４割を占めるCAP予算の行方は大きな関心事

大の選択肢はなく、現状の予算規模が維持できるのか、

16

論説◆EUの共通農業政策に見る農業の公共性

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

基調テーマ

ＥＵの地域振興と地方自治

もしくはどの程度減らされるのかが焦点となっている。
このような状況をにらんで、EU委員会がCAP予算
の確保の必要性を市民に訴えるべく作成したプレゼン
テーション注２）は、EUにおいて農業部門が一般市民に
対しどのように農業の必要性を訴えるのか、という点
が濃縮され、興味深い。
「あなたの農業」というタイトルのこのプレゼンテー
ションでは、農業に期待されている役割として、
「良質
で適切な価格の食料を十分供給する」と「エネルギー

【表 2】EUのエネルギー供給構造の変化
単位：MTOE（石油換算 10 0 万 t ）

エネルギー総消費量
石炭
石油
ガス
原子力
再生可能エネルギー
水力
風力
太陽光
バイオマス
EUのエネルギー自給率

2000年
1724.9
221.2
661.2
393.9
243.8
97.0
30.3
1.9
0.4
59.6
54.7%

2010年
1759.0
189.0
617.1
441.8
236.6
172.1
31.5
12.8
3.7
118.2
47.6%

出典：European Commission “ EU Energy Statistics ”

とその他の産品を供給する」
「私たちの環境を管理す

需要の拡大見込み、気象変動の影響を背景に、EU委

る」
「活力ある地域を支える」ことを挙げる。そして、

員会が次期CAPの方向性を示した文書「2020年に向

農業が直面する新たな課題として、
「変化しながら拡

かうCAP」では、CAPが対応すべき課題として「食料

大する世界の人口に対応し」
「持続的な方法で」
「少な

安全保障の確保」を第一に揚げているが、
「食料安全

い水、少ないエネルギーを使って」
これらの産品・サー

保障 」が政策目的として言及されることはこれまで見

ビスを供給することが求められているとしている。しか

られなかったことである。

し、これだけの役割を果たし、期待されていながら、

また、
「エネルギー」については、EUは2020年まで

農業者の受け取る収入は他産業よりも低い。EUの農

のエネルギー戦略として、
「全エネルギーに占める再生

業者はEU社会が求める多様なニ ー ズに応えているの

可能エネルギーの比率を2020年までに20%に拡大す

だからEUは農業者を政策的に支援しているのだ、との

る」を目標に掲げている。背景には、温室効果ガスの

ストーリーだ。

削減目標の達成や、2006年に起こったロシアからの

このうち「良質で適切な価格の食料を十分供給する」

天然ガス提供の停止などがある。EUにおける再生可

については、CAPの創設当初からの目的であるともい

能エネルギー利用は急速に伸びているが、なかで最も

えるが、
「変化しながら拡大する世界の人口に対応し」

量的に大きいのはバイオマスエネルギーであり、しか

の部分が新しい。これに関連して、近年の穀物価格の

。穀物価格高騰の原因とも
も急速に伸びている（表 2）

乱高下、世界の人口増加と食料消費の変化に伴う食料

なる農産物のエネルギー使用ではなく、家畜糞尿や麦

ふ ん にょう

わらなどの利用が進められている。
特に農業が食料安全保障、さらには環境保全やエネ
ルギー、地域振興といった食料供給以外の分野に果た
す役割を強調することは、日本の従来の主張と重なる
ところが多いが、EUの場合はそれを具体化させるさま
ざまな政策がEUレベル、 各加盟国レベルで次々と打
ち出され、次期CAPの検討のなかでも議論されている
のである。
EUの政策検討手順は、まず、EUの行政機関に相当
するEU委員会で原案を示し、それを各国政府代表が
議論する理事会と欧州議員で構成される欧州議会とが
【写真】ドイツのバイオマスプラント。EUの再生可能エネルギーの過半
はバイオマスエネルギーである
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検討・修正提案を行い、最終的にEU委員会と理事会

が進められているところである。

と欧州議会の３者の合意に持ち込んで成立させる。次

次にその議論のなかから農業による環境保全の取り

期CAPについては2011年10月にEU委員会が一連の

組みに関連する単一支払いの「グリーン化」提案に関

規則案を提示し、現在は欧州理事会と欧州議会で議論

わる議論を見ていきたい。

3. 次期 CAP 検討のなかのグリーン化の議論
EU委員会が提示した規則案には、従来のCAPの内
容を変更する多数の要素が含まれているが、そのなか

【図】環境に優しい農業の振興のためのCAP政策の構造
（イギリスの例）

で現在大きな論点の１つとなっているのが、現行の単

CAP の第 2 の柱の事業
農業環境支払い

一支払いの一部のグリーン化（greening）
、すなわち

支払いは、過去の助成実績を基に決められた固定額が
個々の農業者に支払われるもので、EUの農業者にとっ

次期CAPではこの一部に

算の６割近くを占める、最も重要な政策である。単一

環境保全型管理条件も

しようというものである。 単一支払いは今ではCAP予

環境価値の高い農地に対しオーダーメードの
加わる可能性

単一支払いの対象としてより環境保全的な農業を支援

モデルになった政策でもある。単一支払いの受給に当

CAP の第 1 の柱の事業

保全などに関するEUの法令順守の規定が含まれる他、

支払い単価は取り組み内容によるがかなり高い

農業環境支払いのうち一般事業
申請すれば誰でも参加できる、
取り組み内容は比較的易しい
支払い単価は１年１ha当たり30ポンド

単一支払い受給の条件としての
クロスコンプライアンス
水質保全、生け垣の管理など、環境に優しい
農業管理が含まれる
単一支払いの単価は、イングランドの耕種農

たっては、 クロスコンプライアンスと呼ばれる一連の
条件を守る義務があり、そのなかには水質保全・土壌

高度な環境取り組みを行う

有機農業、条件不利地域農業支援もここ

て、 農業所得の50 〜 100%をも占める、 経営維持に
欠かせない補助金である。日本の戸別所得補償政策の

農業環境支払いのうち高度事業

場で１年１ha 当たり約 226 ポンド 注）
注：筆者聞き取りによる
※ 1 ポンド＝約 13 0 円（ 2 012 年 12 月現在）

各国別に定められた「模範的農業環境条件」
（GAEC）

垣の管理、遊歩道の保全、動物福祉、記帳といった事

に従うことになっており、例えばイギリスであれば生け

項が含まれる。単一支払いの受給が農業経営にとって
必須である以上、クロスコンプライアンスはEUの農業
者が守るべき最低限の義務を示したものともいえよう。
一方、クロスコンプライアンスで設定された水準以
上に環境に優しい農業に取り組んだ場合には、CAPの
第２の柱に含まれる農業環境支払いが行われる。イギ
リスの農業環境支払い制度を例に取れば、農業環境支
払いはさらにすべての農業者を対象とした支払いと、
環境価値の高い農地に対する高度な環境管理に対す
る支払いに分けられ、全体として、農業における環境
保全への助成は、図のような３段階の制度になってい
るといえる。
今回EU委員会が提案した単一支払いのグリーン化

【写真】オランダでの放牧風景。集約的な畜産経営による水質汚染が問
題となり、飼養密度や農地への糞尿散布が規制されている
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して、EU委員会は、
▶既存の永年牧草地の維持（永年牧草地のうち５％
までは転換してもよい）
▶それ以外の農地面積の７％を環境用地として、休
閑地、緩衝帯、林地などに使う
▶残りの耕地について、 最低３作目を生産すること

ものではない」
。COPA-COGECAはEU各機関に対し、
グリーン化の内容について国や地域が適切なやり方を
選べるメニュー方式にするように、また、すでに環境
保全的取り組みを行っている農業者がきちんと評価さ
れるようにするよう働き掛けているとのことであった。
このような一方で農業予算を環境保全的に変化させ

で作物の多様化を図る

ていくことで農業者への助成を確保し、他方でこの農

という３点を提示している。

業予算の環境保全的な部分を活用して、 地域全体の

このようなCAPのグリーン化の提案について、ヨー

環境改善とそれによる地域振興を図ることについて、

ロッパの農業者はどのように考えているのか、EUにお

イギリスでの具体的な取り組みを見ていくことにする。

ける農業者と農業協同組合を代表する団体である
COPA-COGECAにその点を尋ねてみた。
先方は、まず「この提案はCAP予算を正当化させる
ためのものだ」と答え、EU予算に大きな比率を占める
CAP予算を削減せよとの圧力に対し、予算確保のため
には市民の求める方向に予算の姿を変えていく必要が
あることが背景にあり、
「その政治的必要性は理解して
いる」とした。しかし、それでも「農業者は食料生産
が仕事であり、それに規制をかけられ、畑での作業よ
りもいろいろな書類作成に多くの時間を割かれるよう
な状態は好まない。われわれはこのグリーン化は好ま
ない」と言う。
「われわれは伝統的なやり方で農地の環
境を守ってきたし、どういうやり方をすれば環境が守
れるかを知っている。そのやり方は国や地域によって
異なるものであり、EU全体で統一したやり方でやれる

【写真】イタリア北部の見渡す限りのリンゴ畑。EUへの統合により、各
国の小規模産地は淘汰が進み、大規模な単作地帯が出現している

4. EUにおける地域振興の実際（イギリスの環境保全対象地域を例として）
イギリスはEU全体で進む農業政策のグリー ン化、

の接点は少ない。都市住民にとって、農村とは散歩な

すなわち助成の対象を農業の持つ環境保全サービスに

どをして楽しむ場所であり、農地の持つ食料生産とい

対し行うことを、EU加盟国のなかでも熱心に推進して

う役割よりも、農地における生物の保護、美しい景観

きた国である。

の維持、遊歩道の維持への関心が高い。このような農

イギリスは日本に比べてはるかに平坦な国土を持ち、

村における環境保全への関心の高さを反映し、イギリ

国土の72％が農地として利用されており、農業が野生

スでは、CAPの「第２の柱」といわれる構造政策（地

生物の生息地の提供や景観保全、 国民のレクリエ ー

域政策や投資助成政策）のほとんどを農業環境支払い

ションの場の提供といった環境に関わる度合いはとり

に充てている。

わけ高い。他方、農村から都市に人口が集まったのは、
約200年前の産業革命以降であり、都市住民と農業と
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力のある経営を行って食料を生産すると同時に、農地
やその周辺の環境を保全し向上させる」ことの両立を
求められ、実行しているのである。
イギリスでの農村の環境保全のための政策・制度は、
土地や農地全般を対象とするものと、自然生息地や景
観など特に保全すべき地域を対象とするものとに大別
できる。
土地や農地全体を対象とするものとして、まず基本
となるのは、土地利用開発規制である。イギリスでは、
都市と農村とが一体的な土地利用開発規制の網のなか
にあり、例えば個人の庭に倉庫を建てるにも開発許可
が必要となる。特に農村部での景観を重視した開発規
制は、統一の取れた美しい農村を維持し、農地のスプ
ロール化注３）を避ける。土地利用開発許可の権限は地
方自治体が持つが、国立公園内では、その権限は国立

【写真】 AONB地域に指定されているイギリス南西部デボン州の農村。
農業環境支払いや条件不利地域支払い、ナショナル・トラストによる管
理など、官民の連携によって石垣に囲まれた農地での伝統的農法が維持
されている

公園管理協議会に移行する。
また、農地全体を対象とする制度として、水質保全

る 特 別 科 学 拠 点 地 区（Site of Special Scientific

などに関する一連の規制措置と、農業環境支払いのな

Interest：SSSI）は、 生物生息地として特に価値の高

かの初級レベル事業による奨励事業がある。

い土地を指定したもので、数haレベルの面積のものも

一方、自然生息地や景観など特に保全すべき地域を

含まれるが、イングランドの全体の７％をカバーする。

対象とするものとしては、さまざまな地域指定制度が

このSSSIの保全が、イングランドの自然保全の最もコ

ある。なかでも国立公園と自然景観特別地域（Area of

アな取り組みである。SSSIは国立公園やAONB内にも

Outstanding Natural Beauty：AONB）については、

数多く設定されている。

広範な面積を対象に、自然資源や景観の保護のみなら

国立公園やAONBは自然保全に限らず、例えば伝統

ず、それを活用した地域の経済・社会振興も担当して

的な景観保全技術の講習会の実施、 地域内の公共機

いる。このうち国立公園は、広範な地域を対象に自然

関の整備計画の考案、 遊歩道の保全など幅広い事業

や景観の保全やレクリエーションの場としての特徴を

を行うが、その職員や予算は限られている。2012年に

保全するもので、イギリス全体で15カ所、イギリス国

国立公園に指定されたばかりのサウス・ダウンズ国立

土の６％を占める。一方、美しい景観と自然を保全す

公園の職員が約90人、年間予算が1000万ポンド（約

るためのAONBは、イングランドとウェールズで38カ

13億円）
、AONBとしては最大のコッツウォルズAONB

所指定されており、
これら２地域の面積の18%を占める。

が約10人の職員、年間予算がおよそ100万ポンド（約

例えば日本人観光客に人気のあるコッツウォルズ地方

１億3000万円）である。それを補完する１つが、農業

の多くは、AONBに指定されている。 国立公園は自ら

環境支払いである。

が地域内の土地開発許可権限を持つ点で、AONBより
も、よりコントロール力が強いといえよう。

これらの指定地域の多くは農地であり、自然・景観
の保全は実際には農業者が取り組むことになる。 自

これら２地域制度が、広い地域を対象に、自然・景

然・景観保全に有効とされる、耕作地を草地に転換す

観保全から関連する地域振興まで多様な取り組みを行

る、農地の縁に生物生息地用の緩衝帯を設置する、伝

うのに対し、イングランド内で4100カ所指定されてい

注3）まとまった農地が虫食い状態に宅地などに転用されていくこと
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統的な石垣を維持管理する、生物の移動を可能とする

就業人口に占める農業者の割合が特に低いイギリスに

ような土手や水路を整備・管理する、といった取り組

おいては、農業者レベルでも公共性のアピールの必要

みは、農業環境支払いによって可能となる。特にSSSI

性を非常に強く意識しているのである。

に指定されているような農地の場合、公的機関側が農
業環境支払いの高度事業への参加を管理する農業者
に積極的に働き掛け、生物生息地としての価値を損な
わないような管理がなされるように誘導している。
イギリスでは大規模な専業農家が農地の過半を管理
しており、このような農家は民宿経営やキャンプサイ
ト経営などをサイドビジネスとして行うことはあっても、
観光客の増加が彼らの経営に大きなプラスになるわけ
ではない。農業環境支払いにより指定地域の自然は保
全されているのである。また、イギリスの農業者にイ
ンタビューすると、
「次世代に良好な国土を残すのがわ
れわれの役割だ」
「農業者の適切な管理があってこそ
農地での環境は守られる」というコメントが聞かれる。
同時に、
「環境に優しい農業をすることは、一般の国民
に農業を応援してもらうためにとても重要だ」とも言う。

【写真】1839年から続いてきたイギリスの王立農業祭は、2009年が最
後の開催となった。人々の農業に対する関心は変化し、従来のアピール
の方法は魅力がなくなってきている。写真は2009年の王立農業祭での
家畜の共進会の様子

5. EU およびイギリスの取り組みから ―― 食料以外を提供する農業へ
EUと日本とでは自然条件も違い、 農業の内容、 規

経済に占める割合は低く、農業所得は低迷し、食料を

模なども異なるが、共通点も多い。EUも日本も農業が

めぐる生産者と消費者の距離は離れてしまっている。
また、長期的な食料需給の見通し、気象変動への対応、
限られた農地や水、エネルギーといった世界共通の課
題に、共に直面しているのである。従来の食料生産へ
の支援、という枠を超えて農業や農業政策の意義がど
のように広がる可能性があるかについて、EUの模索は
日本の農業に多くの示唆を与えてくれる。辛口にいえば、
創設50年を経ても「十分な農業所得の確保 」という
当初のCAPの目的が達成しきれていないなか、農業者
助成を維持するには納税者のニーズに応える形で農業
や農業政策を変えていかなくてはならないのである。
EUにおいてそれを政策から農業者レベルまで含めて

【写真】スーパーの、BIOマーク（有機認証）のついた農産物コーナー。消
費者の食の安全や環境志向は、有機食材の市場拡大に結び付いている
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木質バイオマス発電による山間地域の活性化

――岡山県真庭市の地域内協同による取り組み
つ ち

や

（社）ＪＣ総研 理事長●土屋

ひろし

博

1. はじめに
2011年３月11日の東日本大震災に伴う東京電力福
島第一原子力発電所の事故は、発電電源の自給率が水

ベルからの動きは、屋根に設置する太陽光発電装置を
別にすれば、まだまだこれからのように見える。

力発電を中心に10％強（エネルギー全体では４％）に

地域には、太陽光、風力、水力、地熱、森林バイオ

すぎないなかで、原発依存度を高めようとしていた日

マスなどの資源すなわち再生可能エネルギーがその地

本のエネルギー政策の見直しを迫った。この環境変化

域特性に対応した態様で豊富に存在している。特に、

の下で、2012年７月１日に「再生可能エネルギー特別

過疎や高齢化に悩む農山漁村にこの資源は豊富に存

措置法 」
（電気事業者による再生可能エネルギー電気

在している。しかし、これまで、その多くは十分に利

の調達に関する特別措置法）に基づく再生可能エネル

用されてこなかった。これらの再生可能エネルギーを

ギー電力の全面的な固定価格買取制度が施行された。

有効に活用することは、農山漁村の活性化にプラスに

固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー（太陽

なると考えられる。

光、風力、水力、地熱、バイオマス）を電源として発

再生可能エネルギーを電力として活用することを可

電された電力を、国が定める価格で一定の期間、電気

能にする固定価格買取制度は、 大企業に利益獲得の

事業者に買い入れを義務付けるものである。すでに、

チャンスを与える制度ではなく、農山漁村の地域や市

ヨーロッパをはじめ海外では、再生可能エネルギーを

民が自らの地域の資源を活用して地域の活性化を実現

拡大するための最も有効な政策として採用され実績を

するチ ャンスを得ることができる制度になるかもしれ

挙げているものであり、日本の制度はこうした海外の

ない。

取り組み

を参考にした。

注１）

本稿は、岡山県真庭市で取り組まれようとしている、

固定価格買取制度の導入に対して、 大企業は敏感

地域の豊富な森林資源のうち、間伐に付随する未利用

であった。特にメガソーラーに対して動きが集中して

木材を燃料とした木質バイオマス発電に焦点を当て、

おり、ソフトバンクが京都府、群馬県、徳島県
（２カ所）

再生可能エネルギーによる電力の固定価格買取制度が

で合計１万2200kWの太陽光発電所を建設することを

地域のエネルギー資源の活用に与える影響と展望を探

決めたのをはじめ、化学・重機・電気・商社・リース

ろうとするものである。

会社など多様な業種が各地で取り組みを表明している。
一方、再生可能エネルギー源を有する地域や市民レ

注1）調達価格等算定委員会では、ドイツ、スペイン、イタリア、フラン
スの固定価格買取制度の資料が示された

2. 再生可能エネルギーによる電力固定価格買取制度の仕組み
大企業がメガソーラーに一斉に動き出したのには、

22

論説◆木質バイオマス発電による山間地域の活性化

この制度の仕組みに理由がある。

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

拡大を目的としている。例えば、ドイツでは1991年に
その後、買取価格の引き上げを行い、再生可能エネル
発電量に占める再生可能エネルギーによる発電量の比
大した。2011年で再生可能エネルギ ーによる発電で
次いでバイオマス発電である。太陽光発電については、
急激に増加したが第３位である。
買取価格水準自体は、電源ごとに発電コストを積み

バイオマス

最も大きな位置を占めているのは、風力発電であり、

地熱 中小水力

率が、2001年の6.1 ％から2011年には19.9 ％へと拡

（参考）ドイツ（2012年）
区分
価格 期間
1,000kW以上
20円
10kW以上
40円 20年
100kW以上1,000kW未満 24円
20年
30kW以上100kW未満
26円
10kW未満
42円 10年
30kW未満
27円
陸上風力 0 ～ 5年目
10円
20kW以上
22円
陸上風力 6年目以降
5円
20年
20年
洋上風力 0 ～ 12年目
17円
20kW未満
55円
洋上風力 13年目以降
4円
1.5万kW以上
26円
15年
28円 20年
1.5万kW未満
40円
1,000kW以上3万kW未満 24円
2,000kW以上5,000kW未満 7円
200kW以上1,000kW未満 29円 20年 500kW以上2,000kW未満 9円 20年
200kW未満
34円
500kW未満
14円
5,000kW以上2万kW未満
7円
メタン発酵ガス化バイオマス 39円
500kW以上5,000kW未満 12円
未利用木材
32円
20年
一般木材
24円 20年 150kW以上500kW未満 14円
廃棄物系（木質以外）バイオマス 17円
150kW未満
16円
リサイクル木材
13円

風力

ギーの導入拡大を進めた。その結果、ドイツでは、総

2012年度固定価格買取制度
区分
価格 期間

太陽光

買取制度を導入し、2000年に固定価格買取制度とした。

【表】電源別買取価格および買取期間
電源

固定価格買取制度は、 再生可能エネルギ ーの導入

注 1：価格は 1kWh 当たり、消費税を含めていない
注 2：ドイツの価格は、1 ユーロ＝ 110 円で円換算した

上げて算定され、リスクに対応した内部収益率
（ＩＲＲ）

注 3：ドイツは、ソーラー パ ネ ルの価格低下などのコスト低下を反映させており、

７％を上乗せして決定している。コストを基礎にして

資料：第 1 回調達価格等算定委員会「資料 6 ． 欧州の固定価格買取制度について」

買い入れ価格を決定するという考え方であるため、同
種の電源であっても、発電規模によるコスト格差も考

例えば太陽光発電の買取価格は、当初の 2 分の 1 以下に引き下げている

（ 2 012 年 3 月 6 日）、
「平成 2 4 年度調達価格及び調達期間に関する意見」調達
価格等算定委員会（ 2 012 年 4 月 27 日）を基に、筆者作成

慮されることとなり、 規模によって異なる買取価格が

で保証されているのである。仮に、建設費などを標準

設定されている。

よりも低く抑えることが可能であれば、 収益はさらに

日本においても、ドイツなどの例を参考にして、調

大きくなる。収益面で再生可能エネルギーによる発電

達価格等算定委員会で買取価格が検討された。
「平成

を優遇し、その普及を強力に推進することが固定価格

24年度調達価格及び調達期間に関する意見 」
（2012

買取制度の目的であり、その効果は、ヨーロッパ各国

年４月27日）によれば、調達価格（買取価格）は、電

で実証済みである。

源ごとに「通常要すると認められる費用＋適正な利潤」
で算定されている。
費用の内訳は、建設費
（接続費用、廃棄費用を含む）
、

買取価格で特に目を引くのは、いわゆるメガソーラー
の40円／ kWh（税込み42円／ kWh）という価格で
ある。 調達価格等算定委員会のヒアリング（2012年

運転維持費（地代を含む）
、租税（固定資産税、法人

３月19日）で社団法人太陽光発電協会は、規模別に

事業税）である。また、適正な利潤として、税引き前

コストに大きな差がなかったとして買取価格に規模の

内部収益率が電源ごとの事業リスクに基づき設定され

差を設けないよう要請し、税込み42円／ kWhの試算

た上で、施行後3年間は利潤に配慮し上乗せ措置が取

を示した。この試算には、地代（借地料）が15万円／

られた。

10ａで盛り込まれている

また、調達期間（買取期間）は、電源・規模ごとに、
耐用年数などを参考に10年から20年に設定された。
電源別区分ごとの買取価格と買取期間は、表のとお
りである。これは、標準的なコストをカバ ーした上で

。

注２）

注 2）10ａ当たり15万円という水準は、農地の地代の実に10倍という水
準である。決定された買取価格には地代を含むとされただけで、その内
訳は不明だが、太陽光発電協会の要請額と同じ42円で決定された。調
達価格等算定委員会に先立って再生可能エネルギーの発電コストを検
討した「コスト等検証委員会報告書」
（2011年12月）では、地代はコス

利潤を付加した買取価格であって、かつその買取価格

ト計算に含めなかったが、メガソーラーについては、参考例として12万

が減価償却期間を通して確約されている。すなわち、

～ 18万円／ 10aを示した。

再生可能エネルギーによる発電を行う場合、標準以上
の効率性と事業運営を行っている限りは、必ず投資額
以上の回収が可能な仕組みである。事業を行う場合、
通常最も不確実性の高い将来の販売価格が20年先ま
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また、岡山県の瀬戸内市の錦海塩田跡500haに25万kWの国内一の
メガソーラーが計画されている。ここでも地代は4万円／ 10aと田畑の
賃借料水準よりも相当高いが、それでも十分に収益が見込まれている。
太陽光発電に大企業が熱心なのは、広い土地さえ確保できれば、確実
に高い収益が挙げられる非常に魅力のある事業になっているためと考え
られる
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3. 真庭市の木質バイオマス発電
（1）真庭市のバイオマスタウンの取り組み

鳥取県

真庭市は、岡山県の北部、鳥取県に隣接する中国山
地の中央に位置し、森林資源に恵まれた木材産地であ
り、西日本有数といわれる木材集散地である。

真庭市

真庭市の山林面積は、６万5000haで市の面積の約
80％を占める。うち市有林と国有林は合わせて１万
8000haであり、民有林が4万7000haと山林面積の中

兵庫県

心となっている。 林家が4000戸を超え、多数の小規
模の林家による山林所有になっているのも特徴である。
また、人工林率が57％と高く、そのうちヒノキが7割

岡山市

広島県

を占めている。
市内には原木市場が３市場、さまざまな特色を持っ
た製材所が約30社、 製品市場が１市場ある。 原木市
場の取扱量は年12万㎥、 製材業は、 他地域からの原
木や集成材用などの輸入木材などを含めて20万㎥仕
入れ、12万㎥の製品を出荷している。
真庭市のウェブサイトを見ると、
「バイオマス政策課」

と

し

「環境杜市・真庭 」を目指しているが、以前から先進
的に取り組んできている地域である。

があり、
「バイオマスタウン」
「バイオマスツアー」とい

2005年に、 真庭市は、 真庭郡から新庄村を除く８

う言葉が見える。現在、真庭市は、再生可能エネルギー

町村と旧上房郡北房町の町村合併により誕生したが、

の利用率を高めるとともに、省エネルギーにも取り組み、

合併前からバイオマスタウンに向けた取り組みが始
まっていた。1993年に始まった、真庭地区の若手リー
ダーによる地域振興を目指した勉強会「21世紀の真庭
塾」が継続されてきた。その中心人物が、現在の銘建
工業株式会社の中島浩一郎社長である。2001年には、
「木質資源活用クラスター構想」を取りまとめ、林業・
木材産業を基盤として、製材端材や林地残材などの未
利用木材を活用した産業を起こして地域の活性化を図
ろうという構想が示され、木片コンクリートやストーブ
用ペレットの製品化などに取り組んできた。真庭市誕
生直後に「真庭市バイオマス利活用計画」の策定に着
手し、2006年には、市長をトップに行政、議会、産業、
市民が加わった「バイオマスタウン真庭推進協議会」
が設置され、さまざまなバイオマス事業の推進を図っ
ている。
「バイオマスツアー真庭」は、市と真庭観光連盟が
連携して2006年から取り組んでおり、 市内のバイオ

【写真】真庭市のホームページ（http://www.city.maniwa.lg.jp/）
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マス利用の取り組みや施設を見学するツアーで、県内
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オマス発電が一気に具体化した。真庭地域では、伐採
した木のうち良質部分の５割程度が用材として原木市
場に出荷されている。 残りの５割をどう利用するかが
大きな問題である。木１本を全部使い切ってお金にな
るようにすると木の価値も上がり、山の価値も上がる。
そうなれば、適切な間伐も進み、森林の再生産が持続
できる。発電は、真庭地域の林業にとって大きな支え
になる」と言う。
地域では、この発電のために新たな企業を立ち上げ
ることとしており、そこには、銘建工業が中心となり、
森林組合や木材事業協同組合、 真庭市など、 地元の
多くの団体や企業が関与する方向で作業を進めている。
まさに、地域ぐるみの発電事業になろうとしている。
2012年８月末に、井手紘一郎真庭市長を会長として、
鳥越康生木材事業協同組合長、梶岡森林組合長、中
島銘建工業社長が副会長となった「真庭バイオマス発
【写真】バイオマスツアー真庭のホームページ（http://www.biomasstour-maniwa.jp/）

電事業推進協議会」が発足し、準備が進められ、すで
に発電所の設置場所も産業団地内に決定している。

外から毎年2000人以上が参加している。
（2）新たに始める木質バイオマス発電

市行政がこの発電に深く関わっていることについて、
バイオマス政策課の長尾卓洋統括参事は、
「この事業
は、地域のさまざまな立場の団体などが連携･協力しな

真庭市では、新たな木質バイオマス発電の取り組み

いと成立しない。市は発電施設建設や燃料価格設定に

が2015年4月の営業運転開始を目指して始まっている。

ついてはあまり関与せず、あくまでも地域の調整役と

これは、 伐採された間伐材

注3）

材

注４）

のうちいわゆる林地残

と称される、 製材として利用されていなかった

部分を主たる燃料とする発電である。
発電規模は１万kWで、年間330日・24時間稼働で

しての機能を担うことになる」と話す。
木質バイオマス発電は、ドイツなどにおいても固定
価格買取制度の対象となっており、 多くは熱電併給
（コージェネレーション）で進められている。しかし、

７万9000MWhの発電を行う。この発電量は、真庭市

日本の再生可能エネルギーについての検討のなかでは、

の家庭用電力の全消費量に匹敵する規模である。燃料

風力発電や太陽光発電と比べて、木質バイオマス発電

となる木材原料は12万ｔで、林地残材など未利用木材
を８万ｔ見込み、 残り４万ｔを製材端材などで見込ん
でいる。
真庭森林組合の梶岡知幸組合長は、 この発電事業
に地域の森林生産を下支えする役割を期待している。
「地域では、 間伐材の用材以外の利用についていろい
ろな取り組みを行い付加価値の高い加工も実現してい

注 3）真庭地区では、人工林の伐採は皆伐方式ではなく、間伐方式で行
われている。
「間伐」は、
「主伐」と対で使われる場合、保育目的の伐採を
指すが、現在の「間伐」は、十分に柱材になる径まで育った木が中心に
なっており、伐採した木の製材用の利用目的と残された木の保育目的と
を併せ持っている
注 4）
「林地残材」とは、間伐を行った際に、伐採した木をまったく搬出
しない「切り捨て間伐」で林地に残した原木や利用のため搬出した木材
以外の部分で林地に残した原木のことであるが、本稿では、製材用の
原木以外を、林地からの搬出の有無を区別せずに、
「林地残材」と表現し

るが、量がさばけないという問題があった。３年くらい

ている。すなわち、
「林地残材」を発電燃料に使用するというのは、林地

前から地域の協議会でこの問題の検討を始め、製紙用

にすでに残された原木を収集するという意味ではなく、間伐で伐採する

チップやボイラー用チップの製造にも取り組んでいた
が、ちょうど固定価格買取制度が出てきて、木質バイ
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木から採れる製材用材や合板用材（いわゆるＡ材やＢ材）と一緒に、従
来であれば林地に残されたような材（いわゆるＣ材やＤ材）なども搬出し
て、それを発電燃料に利用するということである
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は必ずしも高い評価を得ているわけではなかった。

燃料となる木材の必要量を安定的に確保できるかどう

2012年３月６日に開かれた第１回調達価格等算定委

かである。日本の山間地域においては、地域の資源と

員会に資源エネルギー庁が提出した「我が国における

しての森林の蓄積量はかつてない豊富な水準にある。

再生可能エネルギーの現状」という資料では、木質バ

それにもかかわらず、森林の生育に必要な間伐が遅れ

イオマス発電について、
「原料調達が不安定なものが

ており、必要な水準で行われていないこと、間伐され

多い」とし、
「事業開始当初1000円／ｔであった燃料

た木材についてもＣ材・Ｄ材といわれる部分が大量の

チップ価格が3000 ～ 4000円／ｔに上昇した例」が

未利用の林地残材となっているという現状にある。こ

あり、また「原料の収集・運搬という川上工程と、エ

れらは、豊富な木質バイオマスが山間地域に存在して

ネルギ ーとしての利用という川下工程がうまく連携で

いることを示すものではあるが、それだけでは、その

きないのが悩み」とし、さらにヨーロッパと比較して木

地域で木質バイオマス発電の原料である木材が安定的

材の生産性が低く、木材価格が割高である、としていた。

に確保できるという保証にはならない。

また、 製紙業界からは、
「既存用途から発電用途へ
ひっぱく

未利用のいわゆる林地残材が発電用の燃料として使

の転換が生じ、既存用途における供給量逼迫や価格高

われるためには、地域の森林で間伐が適切に行われ、

騰を引き起こす恐れがある」として、既存業界への配

かつ林地からチップ工場まで運ばれてこなければなら

慮の要請もあった

。

ない。

注５）

木質バイオマス発電は、原料を必要とする点で風力
発電や太陽光発電と大きく異なる。そのため、木質バ
イオマス発電が成功するかどうかの最大のポイントは、

注5）
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）における木
質バイオマス発電に対する要望」
（2012年4月3日）
、日本製紙連合会

4. 現在の林業の抱える主要課題
木質バイオマス発電が、森林資源の維持・再生、林

１程度になっている。パルプ・チップ用材は、1995年

業の活性化に有効に作用するのではないかと考える背

まで増加傾向にあったが、紙需要の減少からその後は

景については、日本の森林・林業の現状がある。

減少に転じ、ピーク時の7割程度になっている。

現在の日本の森林の蓄積量は、戦後進められた人工

2011年の木材自給率は、26.6％、用途別には製材

林の造成と伐採量の減少によって明治以降で最大量に

用材が43.1％、パルプ・チップ用材が15.3％、合板用

なっている。そして、毎年の生育量は、8000万㎥とも

材が23.9％である。木材価格は、製材用材に使われる

１億㎥ともいわれており、これは、日本の木材需要量

国産材丸太価格で、ヒノキ中丸太が2万1700円／㎥、

をカバーするほどの生育量である。しかし、木材の国

スギ中丸太が１万2300円／ ㎥に対して、紙・パルプ

内生産量は、年間2000万㎥弱で推移しており、伐採

用木材チップ向け針葉樹丸太は4900円／㎥にすぎな

された木のうち木材として利用されていない林地残材

い注６）。

などを加えても伐採量は4000万～ 5000万㎥程度と
見られ、森林蓄積量はさらに増え続けている。

スギ・ ヒノキなどの人工林は、1950年代後半から
70年代前半にかけて植林された8齢級から11齢級、す

木材の需要量は、1970年ごろから2000年ごろまで

なわち36年生から55年生に大きく偏っている。このた

は、１億㎥前後で推移していたが、その後急速に減少し、

め、間伐もこれらの齢級を中心に行われることになり、

2011年には7300万㎥にまで減少している。用途別に

製材用材に仕向けることが可能な利用間伐に移ってい

は、製紙用のパルプ・チップ用材が3200万㎥で、住

る。

宅などに使用される製材用材が2700万㎥、合板用材

林野庁によると、2010年度の間伐の実施面積は55

が1100万㎥、その他用材が300万㎥である。製材用

万6000haで、うち８割が民有林で、２割が国有林で

材は1973年をピークに減少を続け、ピーク時の３分の

注6）林野庁「木材需給表（用材部門）
」
、2012年

26

論説◆木質バイオマス発電による山間地域の活性化

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

ある。一方、間伐材の利用量は、民有林が443万㎥、

価額でカバーされなければならない。この場合の販売

国有林が222万㎥となっており、民有林について間伐

価額は、製材用に販売する価額とそれ以外の用途に販

面積に対して間伐材の利用量が極端に少なくなってい

売する価額の合計額である。これまで、搬出費用を掛

る。これは、いわゆる切り捨て間伐として林地から搬

けてもそれに見合う販売価額を得られなかった林地残

出されなかったり、製材用材などのみを搬出して残り

材などの部分が、発電用燃料として搬出費用を上回る

が林地残材となっている状況が広がっていることを表

一定の価額で販売できるようになれば、間伐材１本か

している。

ら得られる収益性は改善することになる。しかも、こ

間伐が適切に行われるためには、何よりも間伐の収
益性が改善される必要がある。間伐費用が木材の販売

の用途の需要は、間伐量の増加を必要とするほど潤沢
に見込むことができる。

5. 木質バイオマス発電の課題と展望
真庭市にある集成材のトップメーカーである銘建工

による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）に

業の中島社長は、 製材で発生する大量の端材やプレ

よって、電力会社に環境価値に配慮した新エネルギー

ナ ーくずなどを燃料として電力や熱として利用するこ

などから発電される電力を、一定割合以上利用するこ

とや、ストーブ用ペレットの製造に取り組んできた。

との義務付けがなされ、買取価格が７円台に引き上げ

発電は、当初175kWから始め、
1997年には、現在の

られたことで、余剰電力の売電を開始した。その時は

2000kWの発電を行うようになった。発電燃料は、一

本当にうれしかった。その後グリーン電力認証機構か

部地域の製材業からのバーク（樹皮）も受け入れてい

らの買取対象にもなり、現在の電力販売価格は10円強

るが、ほとんどは自社工場からの端材などである。

になっている」とし、
「未利用木材32円／ kWhという

中島社長は、銘建工業での発電の取り組みを振り返

買取価格は、十分に事業として採算が取れる価格であ

り、
「1997年に電力会社に余剰電力の買取を持ち掛け

り、銘建工業だけでなく、地域を挙げて取り組める仕

たら、１kWh当たり２円台の買取価格が示された。こ

組みにしたい。20億円╳20年の事業で、これで地域

れは電力会社が発電する際の石炭の価格で計算したも

に雇用も生まれるし、森林・林業も守られる。チャン

のだった。2003年に施行されたRPS法（電気事業者

スを生かしたい」と力強く語る。

【写真】真庭バイオマス集積基地
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一方、木質バイオマス発電の最大の課題といえる原

真庭木材事業協同組合の樋口誠一郎チップ工場長

料木材の安定供給は可能であろうか。現在、真庭地区

は、
「３年前は１万ｔ強の木材を受け入れていたが、未

で製材用以外の林地残材などに相当する木材の利用量

利用木材を中心に年々増加し、2012年度は２万ｔ程

は、およそ２万ｔ程度であり、新たな発電では、この

度にまで増えそうだ。これは、未利用木材を運び込め

４倍の８万ｔ程度が必要とされる。 真庭市内の３つの

ば丸太で3000 〜 4000円／ｔで買い取るという仕組

原木市場には12万㎥の原木が製材用に搬入されてお

みにした効果であろう。チップの販売先は、製紙用が

り、これをチップ換算で５万ｔと見れば、林地残材な

８割、ボード原料用が２割となっている。ただし、製

どに相当する木材の量もほぼ同量の５万ｔ程度と考え

紙会社の買い入れ量が増えないため、木材が集積場に

ることができ、発電に必要な８万ｔの木材は、林地残

たまってきている。国内の紙の需要は減少傾向が続い

材などの利用率の引き上げとともに、さらに間伐量そ

ており、将来的な製紙会社への販売に不安もある。発

のものの増加を必要とする。

電にチップを使えるようになることは、未利用木材の

梶岡森林組合長は、
「地域の森林資源からすれば、

販売先として大きな意味がある」と話す。

20万㎥の原木を出荷する能力がある」とするが、原木

もう１つは、真庭森林組合が行っている燃料用チッ

出荷量をほぼその水準に引き上げる間伐量の増加が必

プ工場である。やはり３年前から事業を始め、規模は

要になると考えられる。

小さいが、3000㎥の未利用木材を含水量30％以下の

そのためには、原料木材やそれを加工したチップの

乾燥チップにしてボイラー用に製造・販売している。

買取価格水準、間伐し搬出までを行う林業労働力の確

木材の買取価格は3000円／ｔである。 発電燃料とし

保、山林所有者の合意形成などが課題となる。

てのチップは、十分乾燥させる必要がある。乾燥して

真庭市では、すでに２つのチップ工場が稼働してい

いないと燃焼効率が落ちてしまい、同じ量を発電する

る。１つは、市内の製材会社30社による協同組合であ

のに、より多くの木材を必要とすることになるためであ

る真庭木材事業協同組合のチップ工場である。当初は

る。

製材会社から出るおがくずをオガライトに加工・ 販売

林業労働力については、かつては真庭地域も山林所

していたが、その後製材で出る背板を中心にチップに

有者が伐採まで行う自伐林家が多かったが、現在では

加工・販売するようになり、３年前に、製材会社から

ほとんどの林家が地域に20社近くある素材生産会社ま

の端材だけでなく、林地残材などの未利用木材を集め

たは森林組合に間伐などを委託している。間伐などを

てチップ加工する工場を整備した。

受託している素材生産会社などは、大型の伐採・運搬
ろ もう

機械を所有し、効率的に路網注７） 方式による間伐を行
うようになっている。間伐時に作った路網は、10年後
の次の間伐時に再度利用することができ、効率的に作
業ができるようになる。また、これらに従事する作業
員は、ここ10年くらいに地元から素材生産会社に新規
就業した50 ～ 60人を含む30代から40代が中心になっ
ている。新たな発電事業は、発電所やチップ工場で雇
用される者だけでなく、林業労働力の増加を必要とす
ることになり、地域で相当数の新たな雇用を生み出す
ことになる。
山林所有者の合意形成は、 多数の小規模林家の所
注 7）森林内にある公道、林道、作業道の総称。またはそれらを適切に
組み合わせたもの。森林施業を効率的に行うためには、路網の整備が重
【写真】真庭森林組合による搬出作業
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要となる（
「kotobank」より）
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有となっている真庭地区では特に重要である。間伐作
業を行う場合に対象地区の100戸を超える山林所有者
から委託を受けることも珍しくないということである。
高齢化や不在林家のあるなかで、 山林所有者の合意
形成が容易でないと想像される。
森林組合は、4組16人の大型機械を使用するフォレ
スターを擁しており、
素材生産業の側面も持っているが、
山林所有者＝森林組合員の合意形成面での役割発揮
も期待される。また、固定価格買取制度は、未利用木
材とその他の木材では価格差が設定されており、未利
用材としての産地証明が求められるが、この点でも森
林組合の取り組みは先行しており役割発揮が期待され
る。
このように、真庭市の取り組みは、銘建工業が自社

【図】木材の国内生産量と価格の推移
80,000

70,000

ヒノキ中丸太価格（円／㎥）
国内生産量
（単位：千㎥）

60,000
50,000
スギ中丸太価格
（円／㎥）

40,000
30,000
20,000
10,000
0

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

資料：農林水産省「木材需給報告書」および林野庁「木材需給表」を基に筆者作成

内の製材端材を中心にした木質バイオマス発電を

に絞り込むことで供給量を調整していくことも課題と

2000kWの規模で行ってきた実績だけでなく、地域と

なると考えられる。

して、以前から未利用の林地残材を相当量集積し、チッ

もう１点は、発電時に大量に発生する熱の利用につ

プなどに加工して製紙用や燃料ボイラー用として販売

いてである。ドイツの例を見ると、電力と熱を利用す

してきた実績の上に立って行われるものであり、行政

ることで効率を高めている。今後は、農業分野や地域

をはじめ、林業や製材業などのさまざまな企業・団体

暖房などでの熱利用も行う木質バイオマス発電が検討

などが連携して取り組む態勢ができていることから、

されるようになるかもしれない。

燃料木材の安定供給という最大の課題についても十分
乗り越えていくのではないかと思われる。
最後に、将来的に課題となる可能性がある事項につ
いて触れておきたい。

農山漁村には、森林資源の他に、太陽光、風力、水
力、地熱といった再生可能エネルギーが未利用の状態
にある。太陽光についていえば、40万haあるという、
小規模に分散している耕作放棄地の活用問題がある。

それは、製材用の木材価格の動向である。製材用に

大企業がメガソーラーに取り組もうとしている例は、

仕向けた木材の価額と発電燃料などに仕向けた価額の

いずれも工業団地などへの企業誘致に失敗したような

合計が間伐材全体の販売額になるが、単価から見れば、

広大な遊休地を利用するものである。人口が多くどこ

製材用が主産物、燃料用などが副産物のような位置付

にでも民家があり、農地をはじめ土地が零細に所有さ

けになる。固定価格買取制度によって、副産物の販売

れている日本においては、地域コミュニティーとの関

価格は相当の引き上げになると思われるが、主産物の

わりなしに発電事業に取り組める場所は極めて例外的

製材用の販売価格はどうであろうか。直近の製材用丸

でしかない。

太価格は低下傾向が見られる（図）
。

地域に存する再生可能エネルギーは、地域の人々が

製材用の丸太価格の低迷の原因は、需給のバランス

協同して利用しなければ本来うまくいかないものであ

の問題である。国内産木材の需要が減退しているので

る。全国各地で地域の活性化に役立つよう固定価格買

ある。国内産木材の需要拡大は、政策の努力に期待す

取制度を活用して再生可能エネルギーによる発電を推

るところであるが、 今後の間伐の推進により生産量は

し進めることができるのは、 地域からの多様な市民の

増加することが見込まれるため、 生産側でできること

取り組みであり、農林水産業の協同組合や生協などの

として、 製材用に仕向ける木材をより品質の高いもの

役割発揮が待たれるところである。
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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③
こ

ばやし

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

はじめ

元

【表1】基礎組織の名称と地域性

1. はじめに

名称
実行組合

前回は、
「農協の組合員制度とガバナンスにかかる
研究会 」 が2012年１月に実施した「ＪＡの意思決定
機関等にかかるアンケート」

から、今日のＪＡ役員

注１）

の姿を特に地域性に着目して分析した。また、ＪＡ役
員選出のシステムを分析し、それが地区選出枠を中心
とした地域主義を基本とすることを明らかにした。 こ

全国計
42

多い都道府県
北海道 大阪
5

千葉
5

三重
4

長崎
4

山形
3

滋賀
3

愛知
2

和歌山
2

農家組合

39

長野
新潟
埼玉
千葉
福井
岡山
12
8
5
4
3
2

支部・
支部組織

35

東京
埼玉
愛知
神奈川 秋田
群馬
静岡
大阪
10
6
4
3
2
2
2
2

農事組合

31

生産組合

29

運営委員会

14

部農会

の地域主義という特徴は、役員候補者の選出に当たっ

8

○○協議会

7

て集落組織などＪＡの基礎組織が果たす役割が大きい。

農会

5

そこで、今回は「ＪＡの意思決定機関等にかかる実態

協力委員

5

調査票」から、ＪＡの基礎組織に着目してアンケート

小組合

5

の結果を紹介する。

地区

4

北海道 福岡
20
富山

愛知
4

石川
6

長野

2

3
神奈川 佐賀

4

3

栃木
3

愛知
2

2

高知
2

2

静岡
8

兵庫
5

熊本
4

注：都道府県別の集計は、2J A 以上の名称のみ記載している。 このため、 表中の
都道府県別の JA 数と合計は一致しない

2. 基礎組織の性格

行組合」
、次いで「農家組合」であった。都道府県別

図1は、集落などを単位とする基礎組織（以下、基

に見ると都市部を中心に、
「支部・ 支部組織 」など農

礎組織）の有無を尋ねた結果である。基礎組織が「あ

業色の薄い名称を用いるものもある。また、
静岡県の
「部

る」と答えたＪＡは251ＪＡで８割を占める。
「部分的

農会」
、兵庫県の「農会」など地域ごとの違いが見ら

にない地域もある」36ＪＡを加えると、基礎組織のな

れる。
図2から基礎組織の構成員を見ると、 約６割のＪＡ

いＪＡは例外的といってもよい。
「実
表1で基礎組織の名称を見ると、最も多い名称が
【図1】集落単位の基礎
組織の有無

では「農業を実際に行っている人」によって構成される。
このタイプの基礎組織は加入者を農業者に限定し職能

ない

的性格が強い。 次いで「元農家を含む農地所有者 」

（24）
部分的に
7.7%
ない地域

組織とするＪＡが25.8 ％、
「非農家を含む地域住民 」

もある

（36）
11.6%

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

ある

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

（251）
80.7%

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
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

（

30

）内は JA 数

計数などは必ずしも一致しない

トピック◆「ＪＡの意思決定機関等にかかるアンケート」結果分析③
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【図2】基礎組織の構成員

組織にとどまっている状況を反映していると見られる。

その他

（5）
1.7%

また「非農家を含む地域住民」を構成員とする基礎組

非農家を含む
地域住民により
構成されている

織は、農山村において自治会組織（町内会組織など）

（38）
13.1%

元農家を含む
農地の所有者により
構成されている

が基礎組織として位置付けられていることを示唆する。
農業を実際に
行っている人より
構成されている

3. 基礎組織の機能と課題

（173）
59.5%

（75） 25.8%

図4から基礎組織の機能を見ると、
「ＪＡ総代の選出」
が236ＪＡで80.5％を占め、ほとんどのＪＡが総代選
出を基礎組織に依存していることが確認される。また

（

「農協委員」などのＪＡとの連絡役を置いているＪＡも

）内は JA 数

151ＪＡで51.5％と半数を占める。事業機能面では、

組織とするＪＡが13.1％である。

「ＪＡからのチラシの配布や回覧」を行うＪＡが186Ｊ

図3は、地域別に見た基礎組織の構成員別ＪＡの割

Ａで63.5％、
「肥料などの注文の取りまとめ」を行うＪ

合を示している。
「元農家を含む農地所有者」とするＪ

Ａが177ＪＡで60.4％を占める。依然として情報伝達

Ａは関東、東海、近畿、九州・沖縄で比較的多く、
「非

や注文取りまとめなどの事業推進機能において基礎組

農家を含む地域住民」とするＪＡは東山、中国、四国

織への依存関係は存在している。

で比較的多い。
「元農家を含む農地所有者」を構成員

図5は、基礎組織の課題を示しているが、基礎組織

とする基礎組織は、かつての農家が離農した後も基礎

の機能は確実に低下している。
「集落内で農業を営む

【図3】地域別に見た基礎組織の構成員別のJA 割合
北海道

87.9

東北

73.7

関東
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43.8

東山
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5.0
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64.3
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中国

45.8

四国

58.8
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3.2
0

33.3

20.8

0

29.4

11.8

3.0

15.2

27.3

40

0

10.5

42.1

20

3.0

3.0

6.1
15.8

60

80

農業を実際に行っている人より構成されている

元農家を含む農地の所有者により構成されている

非農家を含む地域住民により構成されている

その他

100

【図4】基礎組織の機能別のJA 数（複数回答）
JA の総代の選出

236

「農協委員」
など、
JA との連絡役の選出

151

JA の広報誌などの配布

141

JA からのチラシの配布や回覧

186

肥料などの注文の取りまとめ

177

生活物資購買の注文の取りまとめ

129

貯金、
共済推進への協力

50

JA が主催する集落座談会の開催
その他
0

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

188
24

50

100

150

200

「ＪＡの意思決定機関等にかかるアンケート」結果分析③◆トピック

250

31

【図5】基礎組織の課題別のJA 数（複数回答）
肥料の予約の取りまとめなど、事業推進機能が低下している

101

集落の存続が危ぶまれている地域がある

130

集落内で農業を営む農家（正組合員）
が減少している

258

JA の総代の選出に苦労する

78

非農家など農業に関心のない人が役員になることがある

71

基礎組織の役員の任期が短い

36

都市化が進んで基礎組織の維持が難しい

77

基礎組織が JA に関心を持たなくなってきた

116

チラシの配布や回覧が難しくなってきた
その他

75
14

0

50

100

150

200

250

300

農家（正組合員）が減少している」と回答したＪＡは

で総代選出というＪＡの意思反映の重要部分を基礎組

258ＪＡで88.7％を占める。また、
「ＪＡの総代の選出

織に依存している状況が確認されたが、正組合員数の

に苦労する」ＪＡは78ＪＡで26.8％である。その他、

減少は基礎組織にかかる最大の懸念事であること、部

「肥料の予約の取りまとめなど、 事業推進機能が低下

分的には総代の選出に苦慮する状況が生じていること

している」と回答したＪＡは101ＪＡで34.7％、
「基礎

が確認された。

組織がＪＡに関心を持たなくなってきた」と回答する
ＪＡが116ＪＡで39.9％、さらに「集落の存続が危ぶ

4. 基礎組織と選出機能

まれている地域がある」 と回答したＪＡが130ＪＡで
44.7％であった。表 2から基礎組織の課題を地域別に

基礎組織と意思反映機会の関係をもう少し詳しく見

見ると、
「集落の存続が危ぶまれている地域がある」Ｊ

ていこう。表 3は、総代の選出枠の設定状況を示して

Ａは東北、関東、 東山、中国に多く、
「肥料の予約の

いる。 総代の選出はほとんど地区からの選出となって

取りまとめなど、事業推進機能が低下している」ＪＡ

いるが、その選出枠の設定を見ると「支所支店単位」

は東山、近畿、中国、九州・沖縄に多い。多くのＪＡ

が最も多く102ＪＡで44.2％、次いで「集落組織（基
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計

上段：JA数
下段：％

集落の存続が
危ぶまれている
地域がある

合

肥料の予約の
取りまとめなど、
事業推進機能
が低下している

【表 2】地域別に見た基礎組織の課題（複数回答）

−
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前回見たように、役員候補者の選出においても基礎

【表 3】総代の選出枠の構成別JA 数

地区選出枠
女性枠
青年部枠
生産部会枠
その他枠

集落組織
単位

支所支店
単位

地域本部
単位

74
（32.0％）
4
（1.7％）
1
（0.4％）
1
（0.4％）
0
（0.0％）

102
（44.2％）
15
（6.5％）
1
（0.4％）
1
（0.4％）
0
（0.0％）

42
（18.2％）
7
（3.0％）
0
（0.0％）
0
（0.0％）
1
（0.4％）

管内全域
14
（6.1％）
4
（1.7％）
2
（0.9％）
2
（0.9％）
2
（0.9％）

各選出枠が
あるＪＡの
割合
230
（99.6％）
30
（13.0％）
4
（1.7％）
4
（1.7％）
2
（0.9％）

注：対象ＪＡの母数 2 31 に対する割合

組織が果たす役割は大きい注２）。このように総代の選出、
役員候補者の選出というＪＡの意思反映機会の基本的
なプロセスにおいて、集落を単位とする基礎組織は依
然として基本的構成要素として位置付けられ続けてい
る。いわば集落を基盤とするＪＡの伝統的ガバナンス
システムは依然としてＪＡ運営の基盤として存在し続
けている。しかしそれは、正組合員の減少を基調に、
ＪＡと基礎組織の関係希薄化など、近年の農業構造変

礎組織）単位」が74ＪＡで32.0％である。ヒアリング

化の下で、そのありようを問われているのである。

調査などを勘案すると「支所支店単位」のなかにはこ
れをさらにブレークダウンして集落など基礎組織別に
総代数を割り当てている事例が多いと見られるから、
総代選出における基礎組織の役割は極めて重要と考え

5. 基礎組織への対応
他方、ＪＡの側からは基礎組織に対しての、その強化、

られる。実際に図6から総代候補者を選出する組合員

テコ入れのための働き掛けがなされていることも確認

を見ると、199ＪＡが「集落組織などＪＡの基礎組織

される。図8は、基礎組織へのＪＡの対応を示している。
「ＪＡが主催する基礎組織の代表者会議（農家組合長

の代表（および役員）
」と回答している。
総代選出が基礎組織に依存していることは明白だが、

会など）を開催している」ＪＡが167ＪＡ、
「集落活動

その選出には課題が大きい。図7は、総代候補者の選

に関する助成措置を講じている」 ＪＡが139ＪＡと、

出にかかる課題別のＪＡ数を示している。
「正組合員

多くのＪＡで基礎組織とＪＡの関係をより明確なものと

が高齢化し、総代の候補者の選出が困難である」と回

する努力がなされている。 さらに「ＪＡとして基礎組

答したＪＡは160ＪＡ、
「正組合員が減少し、総代の候

織に関する規定や内規を設けている」66ＪＡ、
「ＪＡと

補者の選出が困難である」 と回答したＪＡは119ＪＡ

の連絡役を明確にしている」65ＪＡも同様の方向を指

というように、
農業者の高齢化や減少という構造変化が、

向するものであろう。

基礎組織単位の総代選出に困難を来している状況が
浮かび上がってくる。

注 2）拙稿「
『ＪＡの意思決定機関等にかかるアンケート』結果分析②」
『Ｊ
Ｃ総研レポート』2012年秋、VOL.23、47 〜 49ページ

【図6】総代候補者を選出する組合員別のJA 数（複数回答）
115

現総代（の代表）

199

集落組織など JA の基礎組織の代表（および役員）
生産者組織の支部代表（および役員）

47

女性部の支部代表（および役員）

46
24

青年部の支部代表（および役員）

44

その他
0

50

100

150

200

【図7】総代候補者の選出にかかる課題別のJA 数（複数回答）
119

正組合員が減少し、総代の候補者の選出が困難である

160

正組合員が高齢化し、総代の候補者の選出が困難である
111

総代の候補者の世代交代が進まない

149

総代の候補者のうち、女性の選出が少ない
総代の候補者が多く、
その選出が困難である

4

その他

10

0
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【図8】基礎組織への対応別のJA 数（複数回答）
JA として基礎組織に関する規定や内規を設けている

66

基礎組織の規定や内規などを策定するように働きかけている 8
JA との連絡役を明確にしている

65

職員による集落担当制を行っている

72

JA が主催する基礎組織の代表者会議（農家組合長会など）
を開催している

167

集落活動に関する助成措置を講じている

139

「モデル集落」
などを設定している

4

その他

9

特に対策を講じていない

37

0

【表 4】基礎組織への対応のうち「助成措置を行っている」
ものの内容（複数回答）
1
2
3
4
5

カテゴリ
基礎組織への活動費などの助成
基礎組織の役員などの手当の支払い
活動費支給＋手当支給
事業などを通じた活動費、奨励金などの助成
職員の担当制や、一斉訪問、広報紙配布など
回答 JA 数

件数
78
35
18
13
8
139

（全体）%
56.1
25.2
12.9
9.4
5.8

50

100

150

200

ならば、旧村（大字）レベルでの基礎組織の再編を図る、
などの改革が必要になるのではないか。そうした基礎
組織の再編は、集落から抵抗を受ける可能性も大きい
が、今必要な改革に着手しなければ、ＪＡの
「基礎組織」
は早晩その機能を失うことになりかねない。
併せて、いわゆる基礎組織を基盤とする地区選出だ

注：自由記入回答を再集計している

けでなく、女性部枠や青年部枠、生産部会枠など、目
表 4は、基礎組織への対応のうち助成措置を講じて

的別組織に非常勤理事枠を積極的に配分し、多様化し

いるＪＡの具体的な取り組みの自由記入回答を再集計

た組合員利益を反映させるような役員構成を目指すこ

している。これを見るとＪＡの基礎組織への助成措置

とが必要であろう。

の内容は、活動費の助成、役員手当の支払いが中心で
ある。

本アンケート調査を通じて、ＪＡのガバナンスシス
テムが依然として地域主義に依拠していることが再確
認されたが、よって立つところの集落組織自体が弱体

6. おわりに

化してＪＡの基礎組織たり得ない状況になりつつある
こと、それに代わる、ないしそれを補完し、ＪＡの協

ＪＡガバナンスの基本は、最終的にはそれにふさわ

同組合性を保障する組合員組織と意思反映機構の形

しい役員をどのように選出するかに尽きるように思わ

成が不十分であること、総じて一体性が確保されるべ

れる。適任者を選ぶということは、極めて難しい課題

きＪＡの所有と利用と運営が齟齬を来していることな

である。少なくとも、非常勤役員については、当該Ｊ

どが確認された。

そ

ご

Ａの事業利用の状況と組織の状況を適切に反映する役

組合員構造が大きく変わるなかで、利用者による所

員構成と任務を遂行するための意欲と能力を持つ優れ

有と運営という協同組合の原則を「農業協同組合」で

たリーダーを確保することであろう。

あるＪＡのガバナンスシステムとしてどのように具体化

とすれば、そうした役員選出を保障するシステムの

していくのかは、当面する極めて重要な課題である。

形成が必要となる。そのためには、問題の多い既存の

取りあえずは、本アンケート調査が明らかにした実態

伝統的ガバナンスシステムに改善を加える他ないだろ

を直視することが必要ではないだろうか。 多くの前向

う。改善の方向は、地域組織である基礎組織について

きの議論が期待されるところである注３）。

いえば、①狭い意味での職能組織性を脱却し、生活面
も含む相互組織としての方向を目指す、②既存の自生
的集落組織に委ねるのではなく、ＪＡの自前組織とし
ての位置付けを行う、③集落（小字）での存立が困難
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注 3）本連載は、
（社）ＪＣ総研「
『組合員の多様化とＪＡのガバナンス』
2011年度特別研究会報告書」
（2012年６月）のうち、増田佳昭「おわり
に ＪＡガバナンスの現状と課題」
、145 〜 158ページを中心に、研究
会を代表して筆者が再構成した
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園芸産地におけるＪＡの農業労働力支援の取り組み
――長崎県・ＪＡ島原雲仙
の農援隊の実践

に い

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 倪

じ ん

鏡
研 究 員● 大 仲 克 俊
主任研究員● 小 林 元
お お な か

こ

1．はじめに（小林元）

ばやし

か つ と し

はじめ

佐賀県

第26回ＪＡ全国大会では、 地域農業戦略の柱の１
つとして「担い手経営体と一体となった生産販売戦略
の実践」が掲げられた。そのなかでは「担い手経営体
に対応するＪＡの業務体制」の強化と構築がうたわれ

長崎県

るが、 その具体的な実践は多くのＪＡにとってこれか
らの課題である。端的にいえば正組合員の階層分化が

長崎市

進むなかで、従来の等質な正組合員階層を対象とした

雲仙市

島原市

JA島原雲仙
南島原市

集団対応型の事業体制からの変化も求められていると
いえよう。そこで本稿では、大規模園芸産地を抱える
長崎県のＪＡ島原雲仙の取り組みを事例として、これ
からのＪＡに求められる担い手や地域農業への対応に
ついて検討してみよう。

2．ＪＡ島原雲仙の管内の農業概要と
農業構造の動向（大仲克俊）

（1）ＪＡ島原雲仙の概要

55億8000万円、 乳用牛44億2000万円、 豚48億
5000万円、鶏卵33億6000万円である。各市の10ａ
当たり農業生産所得金額は、島原市が23万4000円、
雲仙市は12万3000円、
南島原市は13万8000円である。
１戸当たりの農業生産所得金額は、 島原市が256万

・雲
ＪＡ島原雲仙注１）は、島原市（人口４万7455人）

4000円、雲仙市は148万3000円、南島原市は183万

仙市（人口４万7245人）
・南島原市（人口５万363人）

円である。長崎県平均の10ａ当たりの所得金額は７万

の３市を管内としている。管内の耕地面積は１万2160

4000円、１戸当たりの所得金額は89万9000円であり、

haで、水田面積4537ha、畑面積7620haである。2005

県平均よりも高い農業所得である。

年農林業センサスの地域農業類型によると、島原市は

ＪＡ島原雲仙の販売品販売高（2009年度実績注２〉）

平地地域、 雲仙市は中間地域と平地地域の両地域が

は260億7000万円であり、野菜200億6000万円、畜

混在し、南島原市は平地地域に分類される。

産27億5000万円、そうめん11億円、果樹10億2000
か

き

2006年の農業生産所得統計から管内農業の概要を

米およびその他が４億5000
万円、
花卉６億8000万円、

見ていこう。 総農業産出額は564億4000万円（島原

万円である。作目別に見ると、イチゴが55億3000万

市：151億2000万円、雲仙市：200億9000万円、南
島原市：212億3000万円）で、長崎県（1329億円）
の産出額の42.5%を占めている。品目別に見ると、野
菜類219億3000万円、イモ類76億円、畜産は肉用牛

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

注1）ＪＡ島原雲仙の概況は、正組合員数1万3115人（1万2331戸 ）
、
准組合員数1万5545人
（5702戸）
、役員37人
（理事31人、監事６人）
、
正職員数659人である。貯金残高は1526億円、長期共済保有残高は1
兆260億円、購買品供給高は159億円である（2012年３月31日現在）
注 2）
「ＪＡ島原雲仙第３次地域農業戦略」
（2011年６月発行）による
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円で最も大きく、次いでジャガイモ41億3000万円、

満では農業経営体数が減少している。特に、２ha未満

ダイコン19億3000万円、子牛13億1000万円、肉牛

層以下の階層の減少が大きく、野菜作が中心のＪＡ島

13億円と続く。イチゴ、ジャガイモ、ダイコンの上位

原雲仙管内においても、農業経営体の二極分化という

３品目

で、販売品販売高の44.5%を占める。

傾向を見ることができる。

注３）

（2）統計に見るＪＡ島原雲仙管内の農業

（3）進む雇用労働力の導入

管内の農業構造について2010年農林業センサスか

ＪＡ島原雲仙によると、規模拡大を進める農業経営

ら見ていこう。 総農家は9193戸、 販売農家戸数は

体では雇用労働力の導入が進んでいるとのことである。

6328戸である。そのうち、専業農家は2960戸（46.8

特に大規模な作付けを行うダイコン、ニンジン、ジャ

%）
、兼業農家は3368戸（53.2%）である。長崎県の

ガイモなどの生産農家で導入されている。本節では、

販売農家の専業農家割合は35.4%であり、県平均に比

農林業センサスの統計から雇用労働力の導入状況を見

べて専業農家の割合が高い。 販売農家の基幹的農業

、2010年（農業経
る。 表 2は、2005年（販売農家 ）

従事者数は2005年１万3712人、2010年１万2812人

営体）のＪＡ島原雲仙管内の雇用労働力の導入状況を

と6.6%減少している。 また、65歳以上の基幹的農業

整理している。販売農家と農業経営体の違いはあるが、

従事者の割合は2005年40.0%、2010年42.9%であり、

2005年から2010年にかけて雇用を行った農業経営体

基幹的農業従事者の減少とともに、基幹的農業従事者

は著しく増加しており、常雇を導入した経営体は約２倍、

における高齢者の割合が高くなる傾向にある。

臨雇を導入した農業経営体は約1.7倍に増加している。

農業経営体を販売金額・ 経営耕地面積規模別に見

【表 2】JA 島原雲仙管内における雇用労働力の導入状況
（島原市・雲仙市・南島原市、2005年・2010 年）

ると、大規模な販売金額、経営耕地面積を保有する農
業経営体の存在を見ることができる。ＪＡ島原雲仙管

2005年
常

内には、 売上高1000万円以上の農業経営体が1246

雇い入れた経営体数
実人数（人）
人日
雇い入れた経営体数
実人数（人）
人日

雇

。
経営体で、農業経営体の19.2%を占めている（表1）

臨
雇

また、販売金額が3000万～ 5000万円の農業経営体
が105経営体、5000万円以上の農業経営体が121経

146
340
69,794
1,280
7,601
101,347

増減率：%
（2005−2010）
302
206.8
1,121
329.7
274,390
393.1
2,227
174.0
14,036
184.7
176,034
173.7

2010年

注：2 0 0 5 年は販売農家、2 010 年は農業経営体による

営体である。 経営耕地面積規模別では、５ha以上の

資料：農林業センサスより

農業経営体が108経営体で、 全体の1.7%である。５

注3）管内は、秋植えジャガイモの産地である。2010年の作付け統計に

ha以上層の大規模層の構成比が小さいことは、露地・

よると、作付面積844ha、出荷量1万5570tであり、全国の作付けシェ
アの29.0%、出荷量では39.6%を占める。また、ダイコンでは、春ダイ

施設野菜を中心にした農業経営体が中心である注４） た

コンの出荷シェアが8.4%、秋冬ダイコンが2.5%である

めと考えられる。しかし、経営耕地面積規模別の農業

注 4）2010年農林業センサスによると、露地野菜経営は19.8%、施設
野菜経営は18.1%、雑穀・イモ・豆類が10.1%となっている

経営体の動向を見ると、2005年から2010年の間に３

注 5）人日とは、作業者の手間について数える語である。１日に要する人

ha以上層の農業経営体数は増加しているが、３ha未

員数を表す

【表1】JA 島原雲仙管内における販売金額・経営耕地面積規模別農業経営体数（島原市・雲仙市・南島原市、2005年・2010 年）
販売金額規模別
2010年（農業経営体）
構成比：%
経営耕地面積規模別
2005年（農業経営体）
2010年（農業経営体）
増減（2005−2010）
構成比：%

100万円未満
1,818
28.1
0.5ha未満
1,424
986
−438
15.2

100万～
300万円
1,213
18.7
0.5 ～ 1ha
2,509
2,145
−364
33.1

300万～
500万円

500万～
700万円

620
9.6
1 ～ 2ha

510
7.9
2 ～ 3ha

2,340
2,009
−331
31.0

743
739
−4
11.4

700万～
1000万円
705
10.9
3 ～ 5ha
317
387
70
6.0

1000万円以上
1000万～ 3000万～ 5000万円
3000万円 5000万円
以上
1,246
1,020
105
121
19.2
15.7
1.6
1.9
５ha以上
5 ～ 10ha 10 ～ 20ha 20ha以上
73
68
5
0
108
85
16
7
35
17
11
7
1.7
1.3
0.2
0.1

資料：農林業センサスより
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実人数、人日

【図1】JA 島原雲仙管内作物分布図

も共に増加しており、特に、常雇で

注５）

は実人数・人日が３倍以上増加している。
以上から、ＪＡ島原雲仙管内では、野菜作を中心と

イチゴ

した比較的高額の所得を得ている農業経営が行われて

国見

いるが、中小規模の農業経営体の減少と基幹的農業従

吾妻

事者の高齢化が進行するなかで、 管内の農業経営体

ジャガイモ

愛野

の二極分化が進みつつあることが分かった注６）。また、

有明

ダイコン

コメ

ダイコン

瑞穂

ニンジン

島原

玉ネギ

ダイコン
ニンジン

ＪＡ島原雲仙によると、規模拡大を進める農業経営体

ジャガイモ

では雇用労働力の導入が進んでおり、規模拡大を行う

ハクサイ

千々石

農業経営体の展開には労働力の確保が重要になってい

ジャガイモ

ることを示唆している。

普賢岳

おばま
西有家

3．JA 島原雲仙における

メロン

イチゴ

イチゴ
ジャガイモ

農業労働力支援体制の構築と事業展開
――農援隊の実践を中心に（倪鏡）

インゲン

ハウスミカン

北有馬

加津佐

（1）農業労働力支援体制の構築の背景

イチゴ

イチゴ

ハウスミカン

布津

有家
ジャガイモ

南有馬

イチゴ

管内の農業構造が近年大きく変化しているなか、Ｊ

深江

イチゴ

ミカン

南串

レタス

トマト
イチゴ

Ａにはそれに対応した取り組みが求められている。

口之津 トマト ジャガイモ

ＪＡ島原雲仙は2001年に１市16町の11ＪＡが合併
して設立されたが、その後も従来の産地単位（合併前
ＪＡ単位）を中心とした販売体制が続いていた。しかし、

資料：JA 島原雲仙『地域農業戦略（第 2 次営農振興計画）』を基に筆者作成

生産資材の高騰や農産物価格の低迷など、 農業を取

築が重要な取り組みに位置付けられ、さまざまな実践

り巻く環境が悪化するなかで自立した事業規模の下で

が見られる。

組合員の農業所得を向上させることは困難になりつつ

図1はＪＡ島原雲仙管内の作目の分布図である。 管

ある。そのため、ＪＡ島原雲仙は第３次地域農業戦略

内の作目は非常に多様で、野菜と果実を見れば、南部

のなかで、
「収益性高いやりがいある農業の実現 」と

では、イチゴ、ミカン（露地とハウス）
、ジャガイモを

「活力ある多様な担い手の育成」という２つの目標を掲

主とするが、北部ではダイコン、ニンジン、ハクサイ、

げ、ＪＡ島原雲仙ブランドの確立、営農支援体制の充
実強化および多様な担い手の育成などを内容とする振
興基本戦略を立てた。そのなかで労働力支援体制の構

【写真】品質向上と規模拡大が図られるハウスイチゴ
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注6）農地は借地による移動が進んでいる。2005年から2010年の間に
管内では借地面積が2080haから2597haと、517ha増加している。借
地増加の大半は畑であり、畑は5年間で503ha増加している

【写真】生産者の高齢化と石油価格高騰に悩まされるハウスミカン
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【写真】島原半島のマチュピチュと呼ばれる南串地区のジャガイモ団地

【写真】毎日100ｔを処理するダイコン洗浄選別施設

レタスなどの重量野菜が多い。以下では北部を中心に
農業労働力支援の取り組みを見ていく。
（2）農作業支援の先駆的取り組み――掘り取り班
かんがい

島原地区は島原半島北部に位置し、灌漑が整備され
た半島有数の畑作地帯である。かつてはハクサイなど
が中心であったが、1970年代にＪＡの主導の下でニ
ンジンの栽培を導入した。また、雲仙普賢岳噴火の被
害以降は1993年にダイコンを導入し、 葉物野菜から

【写真】掘り取られたニンジンはＪＡの洗浄施設へ直接運ばれる。施設

の転換を図った。現在露地野菜はダイコン、ニンジン、

は年間10カ月近く稼働する

ハクサイ、ショウガなどを組み合わせた複合経営が形

援と併せ、農家の経営規模拡大と産地の維持・強化に

成され、県下有数の産地として確立されている。

大きな効果をもたらした。この島原地区の実践は、後

当地区は重量野菜を主とするため、収穫時に圧倒的

にＪＡ島原雲仙全域に普及する貴重な経験となる。

に多量の労働力が必要である。このため、担い手の高
齢化と経営体の規模拡大が併進するなかで、他地域よ

（3）管内全域に広がる実践――農援隊

り早い段階から労働力不足の問題が露呈していた。ま

前述のように農業経営体の二極分化が進んでいる管

た、ＪＡ島原雲仙全域の特徴でもあるが、産地商人や

内農業構造の変化と、組合員の要望から、ＪＡ島原雲

各種出荷組合との競合が激しく、 ＪＡの共販率は低

仙では管内全域にわたる労動力支援体制の構築を図り、

かった。こうした問題への対応として、約20年前に旧
島原農協では「掘り取り班」と名付けた収穫作業部隊

「農援隊」の設立に乗り出した。その経緯と取り組み内
容を見ていこう。

を組織し、ニンジン、ハクサイなどの収穫時期が集中
する作物を中心に労働力支援を始めた。その結果、労

①設立の経緯

働力支援を受けた複合経営の農家は、 収穫作業が大

2009年に国の緊急雇用対策の一環として、 ＪＡ島

変に軽減されたとともに、 他の作物に専念することも

原雲仙は県の委託事業を受け、３年間の農業労働力支

でき、経営規模の拡大が可能になった。労働力支援の

援を行う契約を結んだ。当事業を活用し、７月に38人

取り組み開始後、当地区におけるダイコンの栽培面積

を新規雇用し愛称「ながさき農援隊」を立ち上げた。

は1.5倍まで拡大し、 ＪＡの共販率も徐々に上がって

事業の狙いは２つある。１つは労働力不足で困ってい

いった。

る農家に援助隊員を派遣すること、もう１つは農作業

また、1978年にニンジン、1999年にダイコンの選
果場がそれぞれ整備され、
「掘り取り班 」の労働力支

38
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支援の経験を生かし、新規就農あるいは大規模農家な
どへの就職を支援することである。
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【図2】JA 島原雲仙「農援隊」活動展開にかかる役割分担並びに連携方法
長崎県
（ながさき農援隊）
本店（農援隊統括事務局並びに後方支援）

（業務委託契約）
雲仙市
（雲仙市農援隊）

基幹営農センター
センター長
担当課長
指示

報告・相談

連絡・依頼・調整

オペレータ
指示

連絡

「農援隊員」

派遣

連絡

地区営農 C（受付）
支援

報告

「農援隊」
との
合同支援班
支援・派遣

依頼

依頼

支店

依頼

連絡

報告
TAC

人材派遣会社等

担い手訪問対象農家
（未利用・低利用農家）

農家
（部会員）

出典：JA 島原雲仙資料

ほぼ同時に雲仙市からも同様な要請があったため、

穫、 栽培管理作業の支援、 ②畜産農家の飼育管理の

雲仙市と委託契約を結び、 同年11月に、21人で構成

支援、③試験圃場や実践展示圃場の管理作業、④選

する「雲仙市農援隊」を立ち上げた。その後、徐々に

果場、集荷場での作業ならびに集荷業務、⑤パックセ

人数が増え、最終的に「ながさき農援隊」と合わせ、

ンターなどでの作業、⑥その他必要とされる業務、な

合計85人の「大農援隊」となった。

どをする。その特徴は季節作業ではなく、農産物の生

ほ じょう

産から出荷までの全過程に関わる、ほぼ年間を通すも
②活動の展開

のとなる。

期限付きで雇用された農援隊員は管内８カ所の地区

事業開始当初から、ＪＡ島原雲仙は重点的に支援す

営農センターに配属され、営農センターごとに１人が

る対象農家を定めていた。まずはＪＡの共販率向上に

専任オペレーター（以下、ＯＰ）として配置される。

つながる農家である。部会に参加する専業農家や認定

まず、農作業支援を要望する農家は、支店もしくは

農業者はもちろん、ＪＡがＴＡＣ訪問（ＪＡ担当者が

各地区営農センターに連絡し、希望する作業内容や人

地域農業の担い手に直接出向くこと）した未利用・低

数、日時などを伝える。ＯＰは地区営農センターを通

利用の農家、そして規模拡大を目指している農家など

じて集めた情報を基幹営農センターの担当課長やセン

に力を入れる。その次は、農作業支援を必要とする高

ター長に報告・相談の上、連絡・依頼・調整を行い、

齢農家や兼業農家である。その他、事故もしくは病気

最終的に農援隊員に指示を出す。これらの状況はすべ

などにより農作業支援を必要とする農家や、台風、地

て本店に設置された「農援隊統括事務局」にも報告す

震など自然災害を受け、復旧作業に支援を必要とする

る。なお、
「農援隊統括事務局」は人事管理の他、後

農家、さらにはその他支援が必要と認められる農家も

。
方支援を行ったり、指示を与えたりする（図2）

対象となる。

また、農援隊の作業内容は、①農産物の作付け、収
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また、農援隊は無償の労働力支援事業であるが、隊
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員の絶対数が不足しているなか、対応し切れない農家

次いで農業機械リース料が11.4％で、そして小農具、

の要請に対して作業時期や支援回数など、全体的な公

燃料費、備品および事務費などを含めたその他の費用

平性を考慮の上、シルバー人材派遣センターや民間の

が13.0％で、両者合わせて４分の１にとどまる。

あっせん

人材派遣会社、有料サービスの斡旋も行っている。

図4はＪＡ島原雲仙が組織した「ながさき農援隊 」
と「雲仙市農援隊」の３年間の活動実績である。支援
を受けた農家は、2009年度1377戸、2011年度1763

③事業費と利用状況
「ながさき農援隊 」の事業費は2009年から2011年

戸と28％近く増えた。また延べ戸数では3514戸
（2009

の３年間合計3億7729万円で、 すべて長崎県の補助

年度 ）から9985戸（2011年度 ）へと2.8倍に増え、

によって賄われた。また、
「雲仙市農援隊」に対し、雲

３年間合計で支援農家数は延べ2万1972戸に達した。

仙市は３年間合計1億5152万円の補助金を拠出した。
両者を合わせ、 総額は約5億2900万円となった。

④農援隊の効果

2011年の「ながさき農援隊 」の事業費利用状況を見

支援農家数の急増は労働力支援へのニーズの高まり

、人件費が全体の75.6％と圧倒的に多い。
ると（図3）

であると同時に、農援隊の取り組みに対する評価でも
ある。このことは2010年の組合員アンケートで明確に

【図3】ながさき農援隊の
事業費利用状況

表れた。
「農援隊を利用してよかった点 」 の質問に対

その他

して、
「必要な時期に必要な人数の確保」
「高齢化等に

13.0%

よる労働力不足への対応」
「繁忙期の農作業への対応」

機械リース料

11.4%

「雇用労賃の低減」などの回答がたくさん寄せられた。

人件費

また、取り組みの効果はＪＡ、そして地域農業全体

75.6%

において徐々に見えてきた。ＪＡを未利用・低利用だっ
た農家に農援隊を派遣したところ、新規にＪＡに出荷
するケースが増えている。また、作業時期が集中する
ニンジンの収穫やブロッコリーの定植などを農援隊が

資料：JA 島原雲仙資料より筆者作成

引き受けたことで、規模拡大に踏み切った農家も現れ
【図4】JA 島原雲仙農援隊の活動実績（2009 ～ 2011年）
9,985

10,000
雲仙市農援隊

やけがで作業困難となった農家、高齢農家へ労働力支
援を行った結果、離農を迫られた農家も経営を再開す

8,473

ながさき農援隊

ている。さらに、被災農家に対する復旧支援や、急病

ることができた。

8,000
3,939

以上のように、農援隊の取り組みは担い手農家の農
業経営の維持ならびに拡大に大きく寄与している。ま

3,641

た、未利用・低利用の農家の出荷を促進することで、

6,000

ＪＡの共販率が向上している。さらに、高齢農家や思
わぬ事故・ 災害に遭遇した農家への支援は小規模農

4,000

家を中心として加速している規模縮小と離農に歯止め

3,514
1,500

2,000
1,377
330

0

6,046
4,832
1,552
528

2,014

1,763
592

の産地維持・強化に確実につながっている。
さらに、 農援隊は事業開始当初に目指したように、

1,047

1,024

1,171

３年間の取り組みを通じて新たな農業の担い手を生み

実数
延べ戸数
2009年度

実数
延べ戸数
2010年度

実数
延べ戸数
2011年度

出した。卒業した農援隊員のうち、独立して就農した

資料：JA 島原雲仙資料より筆者作成
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隊員が８人、大規模農家に就職した隊員は２人で、い
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ずれも地域農業の現場で活躍している。

4．おわりに――求められるＪＡの総合力（小林元）

（4）新生農援隊の誕生

統計分析に見た農業経営体の二極分化と労働力問

2012年３月、 基金事業の終了に伴い、３年間活動

題は、園芸地帯に限らず水田農業地帯でも進みつつあ

してきた「ながさき農援隊」と「雲仙市農援隊」は解

る。そして、
同時に正組合員の多様化はＪＡの組織基盤、

散することとなった。しかし、農家から事業継続の要

事業基盤にとって大きな課題である。こうしたなかで

望が高いことから、受益農家から利用料を徴収する方

ＪＡ島原雲仙では、農業労働力支援体制の構築を通じ

式に変更し、新しい労働力支援の体制づくりをその直

て、産地の維持・強化を図っている。

後にスタ ートした。2012年４月に、旧農援隊から38

ＪＡ島原雲仙の取り組みを整理すると、以下のよう

人を継続雇用し、
「新生農援隊」が誕生した。

な特徴が見えてくる。 第１に、こうした取り組みが行

「新生農援隊」は受益農家負担を基本としながらも、

政との連携によって発展している点に注目したい。 確

一部は補助事業を活用している。
「農作業支援者技術

かにＪＡは地域に根差した組合員組織であるが、地域

習得支援事業」を利用し４人を雇用した他、長崎県の

農業振興は地域全体で取り組むべき課題であろう。猫

「地域労力支援システム構築実証事業」を活用し、農

の目のように変わる政策の受け皿としての鋳型合わせ

業機械リース料や事務費などについて半額補助を受け

ではなく、行政との連携のなかで総合的な地域農業振

ることとなった。さらに、地元の島原市、雲仙市と南

興が望まれる。

島原市が受益農家に対し１日１人当たり1300円を助成

第２に、農家の課題、要望にＪＡ職員が向き合うこ

することを決めた。こうした行政による支援は新事業

との重要性である。組合員の声を聴き、その課題に対

の展開に可能性をもたらした。

応するための支援の実践からは、ＪＡ職員の労働が組

一方、作業の周年化・平準化や収益確保、労務管理、

合員の協同に対するサポート労働であることをあらた

人材育成など、課題もある。今後、ＪＡ島原雲仙では、

めて再確認される。また、労働力支援が組合員の労働

そうした課題の解決に取り組みながら、新生農援隊を

力編成の自由度を高め、経営の多角化につながり、そ

軸に農家が切望している労働力支援と、契約販売との

の農業所得を高めている点も特筆すべき効果である。

組み合わせによる「雇用型大規模農家」の拡大支援、

同時に、
「農援隊」の取り組みが仕事おこしにつながっ

高齢農家に対する農作業支援と将来の担い手となる新

ている点に注目したい。特に「農援隊」から新規就農

規就農者への支援、という３つの内容を有機的に連動

者が８人、農家への就職が２人現れたことは、その効

させ、総合的な産地育成の仕組みを構築することを目

果を明示する結果である。単なる労働力支援の取り組

標としている。

みにとどまらず、産地づくりとして広がりを見せている
点に着目すべきであろう。
第３に、こうした支援の取り組みの結果、共販率の
向上、すなわち組合員のＪＡへの再結集が見られる点
である。共販率の向上は販売ロットの拡大につながり、
特に遠隔地の大規模園芸産地ではその販売戦略に大
きな広がりを見せるであろう。同時に組合員の再結集
は、ＪＡ事業の総合利用の拡大も期待できる。こうし
たサポート労働としての取り組みが、縦割り化された

【写真】農作業支援は共販率と施設稼働率の向上にもつながる
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2012年ＪＣ総研
「欧州協同組合訪問セミナー」報告
い

ず

み

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員● 和 泉

ロンドン

ベルギー

ブリュッセル

フランス

パリ

コペンハーゲン

り

新・東京国際空港

デンマーク

イギリス
マンチェスター

ま

真理

【写真】海上に美しいカーブを描いて風力発電機が並ぶミドルグロン洋上風力発電所

ＪＣ総研では、昨年に引き続き、協同組合運動の発

【表】2012年「欧州協同組合訪問セミナー」の主要日程

祥の地であり現在も活発に活動しているヨーロッパの
協同組合を訪ねるセミナーを実施した。国際協同組合

月 日

訪

問

先

10月24日（水） ミドルグロン洋上風力発電所
COGECA（欧州農業協同組合

所

在

地

デンマーク コペンハーゲン

年の今年は、イギリス・マンチェスターで開催された

10月25日（木）

ICA（国際協同組合同盟）の協同組合大会の視察に日

10月26日（金） ヨーロッパ協同組合本部

ベルギー ブリュッセル

程を合わせ、これにヨーロッパ各地の協同組合や農業

10月27日（土） ランジス国際卸売市場

フランス パリ

の視察などを加えた充実した内容となった。2012年の

10月29日（月） 農林中央金庫ロンドン支店

イギリス ロンドン

10月30日（火） Foadhall農場

イギリス サロップ県

「欧州協同組合訪問セミナー」の概要をここに報告した
い。

10月31日（水）
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委員会）

ロッチデール博物館
ＩＣＡ協同組合大会

ベルギー ブリュッセル

イギリス ロッチデール
マンチェスター
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1

ミドルグロン洋上風力発電所：協同組合が出資する洋上風力発電所

EUは2020年までに全エネルギーに占める再生可能

ネルギ ーへの取り組みのシンボルともなっている（左

エネルギー比率を20%にするという目標を掲げており、

ページ写真）
。20基の発電機のうち、10基は地元の市

再生可能エネルギーの供給量はこの10年で約1.8倍に

民などが出資する協同組合、10基は電力会社の所有

伸びている。再生可能エネルギーの普及を支えている

となっている。今回の訪問では、船に乗って洋上から

１つが協同組合であり、ICAの協同組合大会やヨーロッ

風力発電機を視察するとともに、協同組合の担当者か

パ協同組合本部でも、ヨーロッパの協同組合活動で近

らデンマークの風力発電の状況やミドルグロン発電所

年一番伸びている分野は再生可能エネルギーだと聞い

の運営についての説明を受けた。

た。

風力発電機を地域住民が出資する協同組合が所有

デンマークは、ヨーロッパ諸国のなかでも、とりわ

することで、風力発電への地元理解が進むとともに、

け風力発電が普及しており、 電力供給量の20 ％以上

エネルギー供給のコントロール権が、限られた数の電

を占めている。風力発電機の所有比率は58％が個人、

力会社から多数の地域の手に移るという効果がある。

23％が協同組合、残りが電力会社とのことで、協同組

しかし、近年、陸上の風力発電は飽和状態となり、大

合が大きな役割を果たしている。

型の洋上発電が増えるにつれ、その建設経費は巨大化

セミナーで訪れたミドルグロン洋上風力発電所は20
基の風力発電機がコペンハ ー ゲン市の前面に美しい

し、協同組合出資型は減り、電力会社所有のものが増
えているそうだ。

カーブを描いて並んでおり、デンマークの再生可能エ

【写真】フランスやイギリスでも農地に並ぶ風力発電機を見かけた。写真はパリ南西部の農地に林立する風力発電機

2

ヨーロッパ協同組合本部

ＪＣ総研はヨーロッパ協同組合本部と情報提供につ

続いてヨーロッパ協同組合本部のニーダーランダー事

いての提携関係を結んでいる。セミナーでは、昨年に

務局長からヨーロッパにおける協同組合の最新の活動
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状況の説明を受け、意見交換を行った。

につながっているとのことだった。

近年のヨーロッパの経済危機の打撃を協同組合も受

意見交換では特に再生可能エネルギ ーへの協同組

けているが、そのなかで協同組合銀行の地道な経営に

合の取り組みに議論が集まり、ヨーロッパ各国のさま

基づく強さが発揮されている。また、
経済危機を背景に、

ざまな取り組み事例を見つつ、日本での協同組合によ

利益そのものよりも社会的側面を重視する傾向が増し、

る再生可能エネルギーへの取り組みの可能性を考える

それが協同組合活動や再生可能エネルギ ーへの支援

機会となった。

3

COGECA（欧州農業協同組合委員会）

ヨーロッパの農業協同組合を代表するCOGECAは、

COGECAが目下最大の課題としているのは、 生産

同じくヨーロッパの農業者団体を代表するCOPA（EU

枠制度の廃止などにより低迷している農家の所得向上

農業団体連合会 ）と連携して、EUの関係機関に農業

のために、フードチェーンのなかで抑圧されている農

者の利益の反映を働き掛ける組織である。 今回のCO

業の取り分を増やすことであり、そのために農業協同

GECA訪問では、ヨーロッパの農業協同組合の動向や、

組合など生産者組織の力を強くすることである。農業

COGECAの現在の活動や課題について説明を受けた。

協同組合自体も合併や統合により一層交渉力を付ける
動きが進んでいる。しかし、それよりもはるかに巨大
な小売りチェーンが、流通のみならず加工や農業生産
までの垂直統合の動きを加速させるなか、
「何よりも強
い組合をつくること」
「効率的で効果的な活動・ 運営
をすること」を再三強調していたのが印象的であった。
ちょうどＥＵの次期共通農業政策の議論が山場を迎
えている時期であり、フードチェーンでの生産者組織
の強化も次期政策案に入っている。
「われわれはEU27
カ国の協同組合の声を１つにまとめEU各機関にぶつけ

【写真】27カ国の代表者が集まるCOGECAでは６カ国語の同時通訳で
会議が行われるそうだ

4

る。そうすれば、向こうはなかなか反論できない」と
COGECAの担当者の説明には力がこもっていた。

農林中央金庫ロンドン支店

ロンドンでは農林中央金庫のロンドン支店を訪れ、
ロンドンの国際金融都市としての位置付け、農林中央
金庫ロンドン支店の機能、最近のヨーロッパ経済金融
情勢についての説明を受けた。特にギリシャなどの金
融危機に対してＥＵがどのように対応しようとしている
かは、参加者にとって非常に関心の高い点であった。
綱渡り的な対応が続くＥＵだが、
「ヨーロッパは最後に
はうまく妥協してなんとか解決する。 今回も乗り切れ
るのではないか」という曽我道正支店長のコメントは、
これまで50年を乗り切ってきたEUのしたたかさをあら
ためて感じさせるものだった。
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5

Foadhall農場：イギリスの最初の地域所有農家であり最古の有機農家

Foadhall農場のパンフレットには「１人の農業者、
8000人の地主」というコピーが入っている。この農場
は地域コミュニティー基金が所有しており、出資者は
8000人を超えている。約60haの農場はすべて有機農
業で、肉牛、羊、豚を飼い、生産物はすべて直売して
いる。農場を経営しているのは若い姉弟であり、代々
この地で借地経営をしていたが、土地所有者の追い出
しに対し粘り強く対抗し、地域コミュニティーなど農
外の支持者から資金を募り、ついに地域コミュニティー
基金が農地を所有し、弟が100年の賃借権を得るまで
を成し遂げた。地域コミュニティーが所有する農場と
して、農場にはコミュニティー用の菜園や農場レスト
ランが設置されている。

【写真】コミュニティー農園として使われている一角

【写真】農場レストランでの昼食。農場や近隣の有機農家の生産物を使ったキッシュやミートパイはおいしかった
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【写真】農場ショップ・レストランの前で。右端がシャルロッテさん

また、姉弟の父親は、多投入型の慣行農業では収益

ンチを、
「ここで農業を続けたい」という一念でくぐり

が出ないために農法の試行錯誤を繰り返した後、イギ

抜けたその情熱に圧倒された。ユニークな所有形態と

リスでは最も早く有機農業に転換した農業者であった。

「農業に関係のない人たちがこんなに農業を支援してく

農場を１時間半掛けて歩きつつ、
姉の方のシャルロッ

れるとは思わなかった」という彼女の感想は、日本の

テさんの説明を聞いたが、何度も訪れた農地を失うピ

6

農業にも多くの示唆を与えるのではないだろうか。

ランジス国際卸売市場

う農産物の80%はフランス産だが、冬場は10%だとい
う説明のとおり、 訪問した時にはスペイン産の柿、イ
タリア産のブドウ、ケニア産のインゲン、韓国産のシ
メジなどが並んでいた。今年は天候不順のため入荷量
は減ったが、市場の売上高は年々伸びる傾向にあり、
その背景には取り扱う農産物の多様化があるとの説明
だった。

46

海外レポート◆2012年ＪＣ総研「欧州協同組合訪問セミナー」報告

︻写真 ︼ケニアからのイン ゲ ンは両端が切ら

の胃袋を支える巨大な卸売市場である。夏場は取り扱

れ、きれいにパックされていた

パリの南側にあるランジス国際卸売市場はパリ市民
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【写真】おしゃれな卸売り業者の店頭

7

ＩＣＡ協同組合大会

2012年国際協同組合年のフィナ ーレともいうべき
ICAの協同組合大会は、10月29日から11月２日にかけ
て協同組合発祥の地ロッチデールの隣、イギリスのマ
ンチェスター市で開催された。今回のセミナーの最終
日に協同組合大会会場を訪れ、 さまざまなブ ー スを
回ってお互いの協同組合の活動についての意見交換を
した。
特にイギリス最大の協同組合The Co-operativeにつ
いては、ヘンダーソン理事から、The Co-operativeが
所有する農場の経営内容や、大手小売りチェーンと同
等に対抗できないからと大型店は撤退し、多数の小型
店を設置し成功しているとの説明を受けた。
また、協同組合大会への参加に先立ち、協同組合発
祥の地であるロッチデール博物館を訪れた。ここは、
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【写真】The Co-operativeのヘンダーソン理事と
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【写真】ICA協同組合大会の会場入り口

貧しい人たちが自ら出資して適正な価格・品質の食料
品などを買うための最初の店舗が設置された建物であ
り、現在は協同組合に関する展示や普及教育の場を提
供している。協同組合大会に合わせリニューアルオー
プンしたばかりであった。
ヨーロッパ訪問中は、これらの訪問の合間に観光も
入り、さらにいくつかスーパーマーケットを訪れ、車
窓からの農村風景を眺め、各国の料理を味わった。そ
のなかで、ヨーロッパの協同組合や地域コミュニティー
が食や農、エネルギーなどの分野で自主的に活動し発
展しているさまを直接感じることのできた約10日間の
セミナーであった。どの訪問先でも、参加者からの熱
心な質問に視察先は熱意をもって応えてくれ、ありが
たかった。セミナー実施にご尽力いただいた内外の関
係者の皆さまに厚く御礼申し上げたい。
※各視察先の詳細については、ＪＣ総研のWebサイト（http://www.jcso-ken.or.jp）の「グローバルWATCHER」のコーナーなどで紹介してい
く予定である。
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【写真】ロッチデール博物館の外観
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①
（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員
ふ じ も と

植物工場で作った野菜に対しての
イメージは「肯定派」が多数
野菜・果物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

を聞いているため、これがそのまま野菜の摂取量とは

1．回復したかに見える野菜の摂食頻度

ならないことに留意する必要がある。単身男性の摂食

ＪＣ総研が2012年７月に行った「野菜・ 果物の消

頻度に依然課題は残るものの、これまでの調査で減少

費行動に関する調査」によると、これまで減少傾向に

の一途をたどっていた野菜の摂食頻度が増加に転じた

あった野菜の摂食頻度が2012年は回復したように見

ことは国民の健康にとって喜ばしいことといえよう。こ

受けられる。 図 1 で野菜の摂食頻度の2009年から

の結果が一時的なものかどうかは、来年の調査におい

2012年への推移を見ると、トータルでは「ほぼ毎食」

て検証してみたい。

と回答した人の割合が2009年の32.1％から2011年に

実際の摂取量は厚生労働省が
「国民健康・栄養調査」

は27.6 ％にまで落ち込んだが、2012年には34.4 ％と

において継続的に調査しているが、2012年１月に発表

2009年をも上回っている。
「ほぼ毎日」を加えてもこ

された「平成22年国民健康・栄養調査」では、20歳

の傾向は同様であり、野菜の摂食頻度の回復傾向が明

以上の国民の野菜摂取量は2009年の295.3ｇ／日か

らかな結果となっている。ただし、このデータは頻度

ら2010年には281.7ｇ／日と13.6ｇ減少している。当

【図1】野菜の摂食頻度（2009→2012推移）
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研究所の調査と照合するには「平成24年国民健康・

増加した野菜が多くなっている。また、玉ネギ・ニン

栄養調査」の結果の発表を待たねばならないが、実際

ジンにしても、2010年対比で2011年は安かった野菜

の摂取量も増加していることを期待したい。

である。

2012年調査での野菜の摂食頻度の増加要因は、１

「植物工場」の増加とその要因
2．

つには健康志向があろう。メタボリックシンドロームと
いう言葉が一般的になったことや、マスメディアにお
いて健康特集やダイエット特集、健康や病気に関する
帯番組が見られない日がほとんどなく、生活者の健康

前述した野菜の摂食頻度の2010年と2011年の減少
には忘れてはならない重要な要素がある。
2010年の減少に関する最大の要因は、 記録的猛暑

志向は衰えることがないように見受けられる。このため、

による野菜の不作から起こった価格の高騰である。こ

野菜を食べなければ、という意識が強くなったのでは

の年は７月から異常な猛暑に襲われ、かつてないほど

ないだろうか。これは非常に良い傾向だといえよう。

野菜・果物の価格が高騰したため、多くの消費者が野

いま１つは、野菜価格の落ち着きがあるだろう。表1

菜・果物を買い控えた。この猛暑は米の生育にも打撃

は総務省「家計調査」のデータを基に、全国・２人以

を与え、 被害の顕著な県では１等米比率が１桁台まで

上の世帯において、2012年７月の支出金額、 購入数

落ち込んだほど、歴史的に米の質が低下した年でもある。

量と2011年７月と比較した平均単価騰落率、 支出金

2011年の場合は、１つは東日本大震災とそれに伴う

額と購入数量の増減率を示したものである（騰落率お

津波、 および東京電力福島第一原子力発電所の事故

よび増減率は筆者による）
。これを見ると、玉ネギ・ニ

である。３月11日に発生した東日本大震災と津波により、

ンジンなど一部の野菜を除き、2012年の各野菜の平

岩手・ 宮城・ 福島各県沿岸の水田や畑は壊滅的な打

均単価は2011年の平均単価よりも軒並み安くなってい

撃を受けた。このため、夏の野菜の需要期にも生産で

ることが分かる。そのため、購入数量が2011年よりも

きない、あるいは極端に生産量が減少した地域が多く

【表1】2012年7月の生鮮野菜購入状況
購入世帯当たり
品目分類

（10,000分比）

平均単価 支出金額 購入数量
支出金額 購入数量
騰落率
増減率
増減率

9,950
7,179
3,657
2,162
6,466
7,120
4,255
7,283
1,386
4,429
856
5,211
6,780
2,975
5,611
762
1,248
4,951
5,064
6,715
5,831
7,483
6,231
3,686

5,095 13,325
−4.8
−5.6
−0.8
217 1,900 −25.5 −18.1
10.0
282
396
−5.9
−7.2
−1.7
148
971
−4.7
−2.0
4.2
291
394
−2.9
−6.7
−4.1
278
975
−3.5
1.1
4.5
275
580
−5.2
−0.7
5.1
111
737
−0.6
−0.9
0.0
296
664
0.3
−1.3
0.2
280 1,402 −12.1 −15.9
−4.4
304
502
−7.0
0.0
5.0
182 1,449 −12.2
−7.1
6.3
263
847
13.1
15.9
2.4
218
343
2.3
−3.1
−3.9
365 1,615
34.4
22.9
−8.6
289
289
3.7
−8.3 −15.5
296
296
7.0 −11.4 −17.3
549
709 −12.1
−9.7
2.6
320 1,037
−8.9
−6.2
2.9
399 1,322 −12.7 −10.3
2.8
422 1,065
−1.5 −11.0
−9.6
970 1,963
−6.7
2.0
9.4
268
437 −13.7
−7.9
6.8
258
250 −10.3
−8.2
2.5

購入世帯数

生鮮野菜（全体）
キャベツ
ホウレンソウ
ハクサイ
ネギ
レタス
ブロッコリー
モヤシ
サツマイモ
ジャガイモ
サトイモ
ダイコン
ニンジン
ゴボウ
玉ネギ
レンコン
タケノコ
サヤマメ
カボチャ
キュウリ
ナス
トマト
ピーマン
生シイタケ

注 1 ：全国・2 人以上の世帯

注 2 ：支出金額は円、購入数量はｇ

注 3 ：騰落率、増減率は 2 011 年 7 月対比（％）
資料：総務省「家計調査」を基に筆者作成
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あったのである。また、地震と津波を原因とする東京
電力福島第一原子力発電所の事故も、 野菜や果物の
生産に多大な影響を及ぼした。野菜・果物の一大生産
地である福島の野菜・果物が生産できないか、生産で
きても放射能への不安から多くが流通困難な状況に
陥ったからである。さらにこの年も猛暑に襲われ、葉
物野菜の多くが生育不良から高騰したこと、さらに豪
雨などにより特定の野菜産地が大きな被害を受けたこ
とも記憶に新しい。辛うじてニンジンやジャガイモ、
玉ネギなどが豊作で2010年よりも低価格であったこと
は消費者にとって不幸中の幸いだったといえよう。
ところで、2011年から2012年にかけて、 震災から
の復興、あるいは省力化や安定供給などを意図して、
特に震災の被害を受けた東北地方を中心として「植物
工場」
の着工・計画が相次いだ。2012年８月５日付
『日
本農業新聞』によると、岩手県では陸前高田市、宮城
おおひらむら

県では大衡村・石巻市・多賀城市・仙台市・名取市、
福島県では南相馬市・川内村などに、多くの企業・行

Web調査◆植物工場で作った野菜に対してのイメージは「肯定派」が多数
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【表 2】被災地の植物工場計画（8月1日現在）
県 名
地 域
岩手県 陸前高田市
大衡村
石巻市
多賀城市
宮城県
仙台市
仙台市
名取市
南相馬市
福島県
川内村

事業主体
出資･技術協力など
施設面積
稼働開始時期など
グランパ
陸前高田市
1.8ha 2012年7月稼働
ベジ・ドリーム栗原
豊通食料
1.8ha 2013年1月完工予定
※市が計画中
−
−
多賀城市、みらい、日本GE ※共同で実証実験
−
2012年９月稼働予定
みちさき
舞台ファーム、カゴメ、日本IBMなど
３ha
2013年度中から稼働予定
白河高原農場
サイゼリア
1.5ha 2012年１月稼働
さんいちファーム
リサイクルワン
60ａ 2012年６月稼働
南相馬市
13ａ 2012年度中に稼働予定
川内村
30ａ 2012年度中に稼働予定

注：日本農業新聞調べ、グランパは用地面積
出典：
『日本農業新聞』
（ 2 012 年 8 月 5 日）

政が「植物工場」を計画、建設、稼働している（表 2）
。

物工場」でワイン用ブドウの生産を開始（2012年６月

これら「植物工場」の多くは、水耕栽培により温度・

４日付『日本経済新聞』
）
、両備ホールディングス（岡

光などを人工的に調節し、土を使わずに野菜を育てる

山市）が老朽化で2007年に閉じた遊園地の展望台を

ものである。これにより、被災農地でも塩害の影響を

改装して「植物工場 」にし、１日約1000株収穫され

受けないとしている。

る野菜は、昨秋から全日空国際線のファーストクラス、

また、被災地以外でも加工わさび製品大手の金印
（名

ビジネスクラスの機内食で提供している（2012年２月

古屋市）が北海道網走市のオホーツク工場の敷地内に

22日付『毎日新聞』
）など、複数の企業が「植物工場」

水わさび専用プラントを建設、 実用化にこぎ着けた

での野菜や果物の生産を開始、または計画している。

（2012年７月２日付『日本経済新聞』
）
、洋菓子製造販

これらの背景には、東京農工大学（東京都府中市）が

売のＦＴ山梨（山梨県韮崎市 ）が2014年度から「植

生育サイクルを短縮し収穫量を増やす独自技術を開発
し、ブルーベリーを生産する「植物工場」の実用化に
国内で初めてめどを付けた（2011年６月17日付『日
本経済新聞』
）ことや、大成建設が人工照明（薄型の
発光ダイオード照明）を使って無農薬の野菜を育てる
「植物工場 」 事業に本格参入した（2012年７月22日
付『日本経済新聞 』
）こと、 大和ハウスが駐車場１台
分の敷地で設置できる小型の「植物工場」を2012年
４月に売り出すと発表したこと（2012年３月22日付『日
本経済新聞』
・写真）など、技術やインフラの整備・
充実や発光ダイオード（ＬＥＤ）のコスト低下などが
寄与していると思われる。また、これらの事業を政府
が応援していること、具体的には「植物工場」の普及・
拡大やモデル設置、 実証・ 展示・ 研修事業など研究
開発に対する助成や農商工連携推進の一環として補助
金を支出していることなども「植物工場」の建設を後
押ししていると思われる。

「植物工場」および「植物工場」で
3．

【写真】大和ハウスが売り出した植物工場ユニット「agri-cube（アグリ
キューブ）
」
。写真提供：大和ハウス工業
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【図2】植物工場で生産される野菜や植物工場のイメージ上位10（複数回答）
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て初めて「植物工場」で生産される野菜や「植物工場」

上位になっている。また、密閉された空間で野菜を生

のイメージを聞いた。図2を見ると、上位10位のうち、

産するため、
「放射能や大気汚染の心配がなく、 安全

否定的なイメージは「太陽光を浴びないので、栄養価

だと思う」など、安全だというイメージも強いと思われ

が低いと思う」と「野菜は土で育てるべきだと思う」

る。

の２項目だけで、他は肯定的なイメージだった。トッ
プは「安定的な価格で購入できると思う」で、主婦・

4．若年層の方が上位に否定的意見

既婚男性・単身女性・単身男性すべての属性でトップ

図２では、結果を主婦や既婚男性などの属性別に見

であった。これは、この２～３年の野菜の高騰を実感

たが、表 3ではこれを年代別に分解してみた。表３に

していることも多分に影響していると思われる。
「植物

おいて、
「太陽光を浴びないので、
栄養価が低いと思う」

工場」で生産すれば、気候や気象の影響を受けず、安

と回答した人の割合を年代別に見ると、20代以下では

定的に生産できるために、価格が安定するというイメー

27.3％とトップになっており、30代でも22.1％と３位

ジが強いためと推測される。同様のイメージである「工

になっている。同様に
「野菜は土で育てるべきだと思う」

場で作るので天候に左右されず、安くなると思う」
や
「天

と回答した人も、20代以下が23.1 ％で３位、30代が

候に左右されないので、農家のために良いと思う」も

18.0％で６位と、若年層の方が、否定的意見が比較的
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【表 3】植物工場で生産される野菜や植物工場のイメージ上位10（年代別）
順位
年代

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工場で作るので 天候に左右され 衛生的だと思う コスト削減で栄養 放 射 能 や 大 気 農薬や肥料をき
分などが操作され 汚染の心配がな ちんと管理できる
天候に左右され ないので、 農家
２０代
る可能性が心配 く、安全だと思う ので、 安全だと
ず、 安くなると思 のために良いと思
以下
（ｎ＝143）
思う
だ
う
う
27.3％
25.9％
23.1％
23.1％
21.0％
18.9％
18.2％
14.7％
13.3％
9.8％
安定的な価格で 食べてみたい
太陽光を浴びな 衛生的だと思う 工場で作るので 野菜は土で育て 天候に左右され 放 射 能 や 大 気 農薬や肥料をき 工場でも事故の
ないので、 農家 汚染の心配がな ちんと管理できる 可能性もあり絶
購入できると思う
いので、 栄養価
天候に左右され るべきだと思う
３０代
のために良いと思 く、安全だと思う ので、 安全だと 対に安全ではな
が低いと思う
ず、 安くなると思
（ｎ＝294）
いと思う
思う
う
う
33.0％
26.9％
22.1％
21.8％
20.4％
18.0％
18.0％
11.9％
11.9％
11.2％
天候に左右され 太陽光を浴びな 野菜は土で育て 放 射 能 や 大 気 農薬や肥料をき 工場で機械的に
安定的な価格で 工場で作るので 衛生的だと思う 食べてみたい
汚染の心配がな ちんと管理できる 作るので管理され
ないので、 農家 いので、 栄養価 るべきだと思う
購入できると思う 天候に左右され
４０代
く、安全だと思う ので、 安全だと ていて、 安全だ
のために良いと思 が低いと思う
ず、 安くなると思
（ｎ＝319）
と思う
思う
う
う
33.5％
31.0％
29.5％
27.3％
21.3％
20.4％
18.5％
17.6％
16.3％
13.2％
衛生的だと思う 安定的な価格で 食べてみたい
工場で作るので 天候に左右され 太陽光を浴びな 農薬や肥料をき 放 射 能 や 大 気 野菜は土で育て 工場で機械的に
作るので管理され
購入できると思う
天候に左右され ないので、 農家 いので、 栄養価 ちんと管理できる 汚染の心配がな るべきだと思う
５０代
ていて、 安全だ
ので、 安全だと く、安全だと思う
ず、 安くなると思 のために良いと思 が低いと思う
（ｎ＝328）
と思う
思う
う
う
44.5％
40.6％
30.8％
29.3％
25.9％
23.8％
23.2％
21.7％
17.4％
16.8％
天候に左右され 農薬や肥料をき 太陽光を浴びな 放 射 能 や 大 気 工場で機械的に 野菜は土で育て
安定的な価格で 衛生的だと思う 工場で作るので 食べてみたい
ないので、 農家 ちんと管理できる いので、 栄養価 汚染の心配がな 作るので管理され るべきだと思う
購入できると思う
天候に左右され
６０代
く、安全だと思う ていて、 安全だ
のために良いと思 ので、 安全だと が低いと思う
ず、 安くなると思
（ｎ＝414）
と思う
思う
う
う
50.0％
44.7％
35.3％
30.9％
30.7％
30.0％
28.5％
26.3％
22.0％
19.6％
工場で作るので 農薬や肥料をき 放 射 能 や 大 気 野菜は土で育て 工場で機械的に
衛生的だと思う 安定的な価格で 天候に左右され 太陽光を浴びな 食べてみたい
作るので管理され
天候に左右され ちんと管理できる 汚染の心配がな るべきだと思う
購入できると思う ないので、 農家 いので、 栄養価
７０代
ていて、 安全だ
ず、 安くなると思 ので、 安全だと く、安全だと思う
のために良いと思 が低いと思う
以上
（ｎ＝513）
と思う
思う
う
う
49.3％
47.8％
38.6％
36.8％
33.5％
32.8％
32.4％
31.0％
23.6％
22.8％
太陽光を浴びな 安定的な価格で 野菜は土で育て 食べてみたい
いので、 栄養価 購入できると思う るべきだと思う
が低いと思う

上位になっている。また、
トータルでは10位以下であっ

けられる。この傾向を確認するためにすべての項目を

た「コスト削減で栄養分などが操作される可能性が心

年代別に表したのが表 4である。トータルでは肯定的

配だ」という項目も20代以下で14.7 ％と８位に、
「工

なイメージの割合の合計が249.9％、否定的なイメー

場でも事故の可能性もあり絶対に安全ではないと思う」

ジの割合の合計が146.0％と、肯定的なイメージの方

が30代で11.2％と10位にランクインしている。また、

が大きく上回っている。なかでも、
「安定的な価格」や

70代以上の高齢層でも、
「太陽光を浴びないので、栄

「安くなると思う」など、厳しい家計のなかで安価に、

養価が低いと思う」の割合が36.8％、
「野菜は土で育

あるいは乱高下しないで安定的に買えることへの期待

てるべきだと思う」の割合が23.6％と比較的高い順位

や、
「衛生的」や「放射能や大気汚染の心配がなく安全」
「農薬や肥料をきちんと管理できる」 など、 安全面へ

になっている。
とはいえ、全体的に肯定的なイメージが多いのは図

の期待が大きいことが分かる。

２と同様であり、 特に「安定的な価格で購入できると

ただし、調査時点では「植物工場」で生産した野菜

思う」はすべての年代層で１～２位となっているし、

の供給は限定的である。前述した『日本農業新聞』の

「食べてみたい」も全体的に上位となっている。これに

記事によると、陸前高田市の地元スーパーの店頭に
「植

対し、
「食べたくない」はトータルで5.6％（
「食べてみ

物工場」で栽培した野菜が並んでいるし、財団法人社

たい」は29.8％）と、かなり低い回答率である。

会開発研究センタ ーの植物工場・ 農商工専門委員会
委員長である高辻正基氏によるレポート「植物工場の

5．2012 年調査では、全体的に

現状と将来」を見ると、首都圏や関西地区などで販売

好イメージの「植物工場」

されていることが報告されているが、
実際に
「植物工場」

これまで見てきたように、
「植物工場」のイメージは、
今回調査では肯定的なイメージの方が強いように見受
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で生産した野菜を食べたことのある消費者は現時点で
はごく少数と思われる。筆者も東京都内の複数の量販
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【表 4】植物工場で生産される野菜や植物工場のイメージ（年代別・複数回答）
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

（％）

ＴＯＴＡＬ
20代以下
30代
40代
50代
60代
70代以上
項
目
（n＝2011）（n＝143） （n＝294） （n＝319） （n＝328） （n＝414） （n＝513）
食べてみたい
29.8
23.1
26.9
27.3
30.8
30.9
33.5
食べたくない
5.6
3.5
3.7
4.7
4.6
8.0
6.4
放射能や大気汚染の心配がなく、安全だと思う
22.3
13.3
11.9
17.6
21.7
26.3
31.0
農薬や肥料をきちんと管理できるので、安全だと思う
23.2
9.8
11.9
16.3
23.2
30.0
32.4
工場で機械的に作るので管理されていて、安全だと思う
17.1
7.7
9.5
13.2
16.8
22.0
22.8
野菜は土で育てるべきだと思う
20.1
23.1
18.0
18.5
17.4
19.6
23.6
工場でも事故の可能性もあり絶対に安全ではないと思う
13.5
6.3
11.2
7.5
11.0
15.0
21.1
太陽光を浴びないので、栄養価が低いと思う
27.6
27.3
22.1
20.4
23.8
28.5
36.8
衛生的だと思う
38.2
18.2
21.8
29.5
44.5
44.7
49.3
おいしいと思う
9.7
7.0
9.9
5.3
9.5
10.6
12.3
おいしくないと思う
8.0
6.3
7.5
4.1
7.3
11.8
8.6
工場で作るので天候に左右されず、安くなると思う
29.8
21.0
20.4
31.0
29.3
35.3
32.8
設備投資などが必要なので、高くなると思う
15.2
9.8
10.5
11.9
14.9
14.5
22.2
天候に左右されないので、農家のために良いと思う
27.8
18.9
18.0
21.3
25.9
30.7
38.6
安定的な価格で購入できると思う
41.1
25.9
33.0
33.5
40.6
50.0
47.8
供給が限定的で、スーパーに並んでいないと思う
9.4
9.8
7.8
7.8
7.3
11.4
10.9
工場で機械的に作るものは、健康面で大丈夫か心配だ
10.0
6.3
6.5
7.5
9.2
10.4
15.0
コスト削減で栄養分などが操作される可能性が心配だ
13.6
14.7
10.5
9.1
9.2
15.7
18.9
工場で作る品目は限られ、選ぶ余地が少ないと思う
13.0
7.0
7.5
8.8
10.1
16.9
19.1
野菜工場が普及したら、遊休農地が増えそうで心配だ
10.0
9.8
7.8
7.8
7.9
11.4
13.1
誰でも参入でき、新しい農業として有望だと思う
10.9
4.2
4.8
8.2
12.2
14.0
14.8
その他
0.9
0.7
1.4
0.6
0.9
1.2
0.8
特に何も感じない
13.4
18.9
16.7
17.6
12.5
10.9
9.9
肯定割合計
249.9
149.0
168.0
203.1
254.3
294.5
315.2
否定割合計
146.0
123.8
113.2
108.2
122.6
163.1
195.7

店などで注意して見ているが、いまだに「植物工場」

時点の調査より認知されていると思われるが、依然と

で生産した野菜、と銘打った野菜は見たことがない。

して購入経験者は少ないと推測される。

あるいは業務用として流通しているのかもしれないが、

また、
『日本農業新聞 』 の記事が指摘するように、

これも寡聞にして原材料が「植物工場」産としてうた

一方で「雇用を生む」と期待される反面、被災農家の

われたものを見たことがない。もっともＪＡＳ法でそう

雇用につながっていないことや、被災農地を虫食い的

した表示の義務はないので、無理はないかもしれない

に利用されないか、との不安もある。例えば陸前高田

が、この調査に見られるように、肯定的なイメージが

市の例でいえば、
「植物工場 」の従業員を市が募集し

強いのであれば、それを売りにする手法もあるのでは

たところ、被災農家の雇用はゼロだったと報告している。

ないだろうか。また、調査時点では買ったことも食べ

また、仙台市の事例では「参加した農家は地元地区の

たこともない人の方が多いため、あくまでイメージによ

32戸のうち、３戸にとどまった」そうだ。この理由は、

る評価が主体になっており、今後「植物工場」で生産

「農地の集積が企業による一本釣りだったことが大きい」

した野菜の「価格」や「栄養価」
「安全性」などが明

と当該農業生産法人の取締役自身が指摘している。さ

らかになった場合、評価が変化する可能性もある。

らにこの取締役は、
「仮に市やＪＡなどがリードした事

実際に「植物工場」産野菜の認知度を三菱ＵＦＪリ

業だったら、別の結果になったかもしれない」として

サーチ＆コンサルティングがインターネットで2009年

いる。地域ぐるみでの農業再生のためには、行政やＪ

４月に調査（対象約4万人）した結果では、６割以上

Ａが一体となった取り組みが必要だということだろう。

が「植物工場」産野菜を「知らない」と答え、購入経

農家には、企業は採算が合わなければ撤退する恐れが

験があるのは5.9 ％にとどまっている（2012年２月22

ある、と心配する人も多いそうだ。
「植物工場」
に限らず、

日付
『毎日新聞』
）
。
「購入したことがある」5.9％に
「知っ

実際に採算が合わなくなって農業から撤退した企業も

ているが購入したことはない」の30.2％を加えると、

存在する。本業との労働力配分のミスマッチや、自社

認知度は36.1％ということになる。2012年現在は、
「植

でのプロ農業技術者の育成の失敗など、撤退の要因は

物工場 」 に関する報道も増加しているため、2009年

複数考えられるが、採算は度外視できない大きな要因
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であろう。企業である以上、最終的には収支を無視す
ることは不可能である。
さらに、
「植物工場 」 産の野菜に関する安全性の確
保も重要な課題である。前述した2012年２月22日付

【表 5】各都市の小売店舗で販売されている野菜類などの
内外価格差（東京＝100）
品 目 ニューヨーク
野菜類
179
果 物
102
肉 類
92

ロンドン
112
94
118

パリ
ジュネーブ シンガポール
128
139
96
108
127
79
120
182
60

ソウル
131
157
99

『毎日新聞』の記事において、2012年３月からその安

注：
「野菜類」の調査品目は、キャベツ・ホウレンソウ・レタス・ジャガイモ・ニン

全性を評価する民間の第三者認証制度が始まる、とし

出典： 農林水産省「東京及び海外主要６都市における食料品の小売価格調査結果」

ジン・玉ネギ・トマトである
（ 2 0 07 年 10 月）

ている。当研究所の調査で消費者が期待する
「安全性」
について、ＮＰＯ法人「イー・ビーイング」が主宰す

認できないが、天候による野菜価格の高騰や下落、円

る「生産物及び生産システム第三者評価委員会 」
（Ｔ

高または円安などによる変動要因はあるとしても、 基

ＰＡＣ）で、
「一般生菌、大腸菌群、亜硝酸、重金属

本構造で大きく変わるものではないと思われる。北米

等検査結果などで評価・ 認証 」 するとともに、
「野菜

産や中南米産、オーストラリア産、中国産など、安価

の付加価値となる、機能性や栄養面でのメリットを評

な野菜の輸入増加により、相対的に国産野菜が高いと

価」
、さらに「野菜だけでなく、工場の再現性確認の

いうイメー ジが定着したことが問題ではなかろうか。

為に生産システムも評価 」する、としている（ＴＰＡ

輸入先である他の国より国土が狭く、人件費なども高

Ｃホームページによる）
。ただし、この評価は太陽光を

いわが国の野菜生産者は、再生産できるかどうか、ぎ

一切使用しない「植物工場」
（閉鎖型人工光型植物工

りぎりのところで野菜を生産して消費者に届けている

場）が対象であり、すべての「植物工場」を評価する

のだ。

ものではない。 今後も建設が続くであろう、さまざま

ちなみに、ジュネーブの農産物の小売価格は全体的

なタイプの「植物工場」に対する安全性の確保なども

に高い。この理由の１つとして、スイスでは国産農畜

新たな課題となるだろう。これには、 従来のＪＡＳ法

産物の価格が輸入品と比較してかなり高いことが挙げ

や食品衛生法などの見直しも含めた検討も必要になる

られる。それでも（スイスの）国産を購入する理由は、
「これを買うことで農家の皆さんの生活が支えられ、そ

可能性があろう。
これまで述べてきたように、
「植物工場」はさまざま

れによって自分たちの生活が支えられているのだから

な課題をはらんではいるものの、消費者が期待する野

当たり前」という意識の高さにあるという（参考文献：

菜の供給ができる可能性もあり、今後の動向が注目さ

鈴木宣弘・ 木下順子共著『食料を読む』 日経文庫、

れるところである。

2010年）
。魚介類の多くが自給できないにもかかわらず、
スイスの食料自給率は2008年で55％と、わが国の同

6．余談……海外に比べると

41％（2011年は39％）よりも14ポイント高いのである。

野菜は決して高くない

「植物工場 」産の安価な野菜を期待するのも分からな

今回の「植物工場」のイメージも含め、当研究所の

いではないが、携帯電話やインターネットに掛ける家

「野菜・果物の消費行動に関する調査結果」を見ると、

計費の一部を、自らの健康のために少しでも振り分け

国産野菜が高いと思っている人の割合が多いが、

られないかと考えるのは筆者だけであろうか。2012年

2007年10月に農林水産省が発表した「東京及び海外

７月の生鮮野菜（合計）への支出額は5070円、移動

主要６都市における食料品の小売価格調査」の結果を

電話通信料支出額は8697円、インターネット接続料

見ると、日本の野菜の小売価格は決して高いものでは

支出額は2006円（総務省「家計調査」
）であり、携帯

。これによると、シンガポー
ないことが分かる（表 5）

電話とインターネットへの支出額合計が生鮮野菜購入

ル以外はすべて東京より高くなっているのである。

額の倍になっているのである。

2007年以降の調査結果がないため直近のデータは確
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②

米の消費行動に関する調査
〜 2012年調査〜から

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員
ふ じ も と

単身男女のコアなお弁当派の増加

や す ひ ろ

藤本 恭展

た食数が大幅に増加したが、今回調査においては、合

1．米を主食とする食数が昨年に比べ増加

計では「家庭で炊飯した米」の食数は若干減少してい

表1は、最近１週間で「朝食」
「昼食」
「夕食」にお

る。一方、増加したのは「加工食品の米」の食数、
「調

いて何を食べたかを聞いたものである。四捨五入の関

理済み食品の米」の食数、
「外食の米」の食数であった。

係で若干合計が合わないが、７日×３食で21食中、何

そのなかでも、
「調理済み食品の米 」の食数が他と比

を何食食べたかという結果である。サンプル数（度数）

較して大きく増加しており、 お弁当やおにぎりなど中

は合計で2090、属性別は表のとおりである。

食の増加が全体の米の食数の増加に貢献している。前

表１を見ると、 今回2012年調査では、 米を主食と

回調査では、中食・外食での米の食数は減少したが、

する食数が前回2011年調査に引き続き増加している。

今回はいずれも増加しており、東日本大震災での外食

前回調査を行った2011年６月時点では、 東日本大震

の自粛ムードはほぼ解消されたと見るべきだろう。と

災後の首都圏を中心とした米の買いだめにより、家庭

はいえ、デフレ傾向が昨年より改善されたというデ ー

には米の買い置きがあふれており、買い置きの米を消

タをほとんど見かけないなか、中食にせよ、外食にせよ、

費するために「米が主食」の食数が増加している可能

消費者は安価なものを選択している可能性が高いと思

性があると指摘した（
「米の消費行動に関する調査結

われる。牛丼に代表される安価な外食やコンビニエン

果～ 2011年調査～」
）
。しかし、今回の調査結果から、

スストアの300円を切る弁当、 頻繁に行われるおにぎ

米を主食とする割合の増加、すなわち米回帰は震災後

りの値引きセールなどを見ると、米の食数は増加しても、

の一過性の現象ではなかったといえるだろう。

それに掛ける予算が大幅に増加しているとは考えにく

ただし、前回調査では「家庭で炊飯した米」を食べ

い状況である。

【表1】最近1週間に食べた主食の食数
【米】が主食
調査年次（度数 n=）

【米以外】が主食
炊飯

2012 年（n=2,090）
計 2011 年（n=2,111 ）
増減（11 → 12）
2012 年（n=898）
主
婦 2011 年（n=895）
増減（11 → 12）
2012 年（n=870）
既婚男性 2011 年（n=890）
増減（11 → 12）
2012 年（n=155）
単身女性 2011 年（n=167 ）
増減（11 → 12）
2012 年（n=167）
単身男性 2011 年（n=159）
増減（11 → 12）

13.30
13.22
0.08
13.05
12.96
0.09
14.03
14.03
0.00
11.31
11.65
▲ 0.34
12.54
11.68
0.86

合

10.98
11.06
▲ 0.08
11.33
11.59
▲ 0.26
11.58
11.76
▲ 0.18
8.68
8.55
0.13
8.02
6.77
1.25

加工
調理済み
食品
食品
0.28
1.04
0.24
0.93
0.04
0.11
0.21
0.84
0.15
0.61
0.06
0.23
0.29
0.97
0.15
0.95
0.14
0.02
0.30
1.35
0.72
1.38
▲ 0.42 ▲ 0.03
0.48
2.13
0.60
2.19
▲ 0.12 ▲ 0.06

外食
1.00
0.99
0.01
0.67
0.61
0.06
1.19
1.17
0.02
0.98
1.00
▲ 0.02
1.91
2.12
▲ 0.21

6.59
6.59
0.00
6.98
7.06
▲ 0.08
5.90
5.84
0.06
8.13
7.54
0.59
6.57
7.08
▲ 0.51

パン類
中食
外食
3.09
0.74
2.89
0.85
0.20 ▲ 0.11
3.68
0.70
3.44
0.79
0.24 ▲ 0.09
2.56
0.74
2.51
0.85
0.05 ▲ 0.11
3.41
0.81
2.68
1.02
0.73 ▲ 0.21
2.31
0.88
2.20
1.04
0.11 ▲ 0.16

めん類
中食
外食
1.40
0.52
1.38
0.55
0.02 ▲ 0.03
1.42
0.40
1.42
0.43
0.00 ▲ 0.03
1.30
0.57
1.20
0.58
0.10 ▲ 0.01
1.52
0.58
1.68
0.67
▲ 0.16 ▲ 0.09
1.70
0.89
1.78
0.82
▲ 0.08
0.07

【食べな
その他
0.84
0.92
▲ 0.08
0.78
0.98
▲ 0.20
0.73
0.70
0.03
1.81
1.49
0.32
0.79
1.24
▲ 0.45

かった】

▲

▲

▲

▲

1.13
1.19
0.06
0.98
0.97
0.01
1.05
1.11
0.06
1.58
1.84
0.26
1.89
2.25
0.36

注：項目の例
①炊飯：家庭で炊飯した米の食数
済みの米の食数

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

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

③調理済み食品：弁当、おにぎりなど、調理

⑤めん類：うどん、そば、ラーメン、パスタなどの食数

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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家庭で炊飯した米の食数が減少していることは、総

以外が主食」の食数も増加しており、
「お弁当派」と「中

務省の家計調査結果を見ても確認できる。2012年３

食派」の２極分化の様相も見られる。

月の米の平均購入数量は5.81㎏
（前年同月比21.9％減）

3．お弁当派単身男女の増加

で支出金額は2120円
（同16.4％減）
となっている。もっ
ともこれは、前述したように前年の震災直後の買いだ

それでは本題のお弁当を作る頻度の主婦・ 既婚男

め行動が大きく影響しており、2011年３月の購入数量

性・単身男女における年次別推移を見てみよう。図1は、

7.44㎏が前年同月比15.9％増、支出金額が2535円
（同

自身や家族のために週１回以上お弁当を作る割合の

12.8 ％増 ）だったためで、2010年３月の米の購入数

2009年から2012年までの推移を属性別にグラフにし

量が6.42㎏、同支出金額が2248円だったことを考慮

たものである。 これを見ると、2011年から2012年に

するなら、極端な減少ではないことが分かるだろう。

かけては、主婦と既婚男性は明らかに減少しているが、
単身男性は大きく増加していることが分かる。 また、

2．単身男女に顕著な

単身女性はトータルでは減少しているように見えるが、

「家庭で炊飯した米」の食数の増加

これは「週に１～２日」と「週に３～４日」
「週に５日

表１を主婦・既婚男性・単身男女別に見ると、今回
調査では単身男性と単身女性の「家庭で炊飯した米」

【図1】週1回以上お弁当を作る割合（2009→2012年推移）

の食数が増加しており、特に単身男性は1.25食の増加

60

50.7
46.9

36.0

42.9

46.9

れる。これに対応して単身男女とも中食
（調理済み食品）

40.0

40

とから、休日を別にすると、お弁当派の増加が推測さ

2012年

が0.32食といずれも昼食の食数が大きく伸びているこ

2011年
2010年
2009年

50

と、 この増加の割合は単身男性が0.56食、 単身女性

50.1

54.9

と大幅である。昼食だけをピックアップした表 2を見る

56.0

（％）

節約志向あるいは健康志向からお弁当派に転じたパ

30.3
30.6
30.3

30

や外食、さらには加工食品の米の食数が減少しており、

14.0

16.9
15.8

売が伸びているとの記事（2012年4月18日付『日本
当派の増加あればこそだろう。もっとも、単身女性は

0

中食のパン類やめん類も増加したため、昼食では「米

9.6

10

経済新聞』など）をいくつも見かけるが、これもお弁

ＴＯＴＡＬ

主婦

既婚男性

単身女性

13.2
16.2

20

ターンが想定される。量販店や専門店でお弁当箱の販

単身男性

注：トータルは、主婦／単身男女をベース

【表 2】最近1週間に食べた主食の食数〈昼食〉
【米】が主食
調査年次（度数 n=）

主

婦

既婚男性

単身女性

単身男性

2012 年（n=898）
2011 年（n=895）
増減（11 → 12）
2012 年（n=870）
2011 年（n=890）
増減（11 → 12）
2012 年（n=155）
2011 年（n=167 ）
増減（11 → 12）
2012 年（n=167）
2011 年（n=159）
増減（11 → 12）

【米以外】が主食
炊飯

4.19
4.08
0.11
4.53
4.67
▲ 0.14
4.19
4.26
▲ 0.07
4.31
4.19
0.12
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3.09
3.19
▲ 0.10
3.00
3.10
▲ 0.10
2.91
2.59
0.32
2.20
1.64
0.56

加工
調理済み
食品
食品
0.12
0.55
0.09
0.42
0.03
0.13
0.14
0.60
0.08
0.66
0.06 ▲ 0.06
0.06
0.66
0.33
0.72
▲ 0.27 ▲ 0.06
0.09
0.91
0.13
1.09
▲ 0.04 ▲ 0.18

外食
0.43
0.38
0.05
0.79
0.83
▲ 0.04
0.56
0.62
▲ 0.06
1.11
1.33
▲ 0.22

2.63
2.64
▲ 0.01
2.20
2.11
0.09
2.55
2.38
0.17
2.29
2.39
▲ 0.10

パン類
中食
外食
0.82
0.37
0.79
0.38
0.03 ▲ 0.01
0.51
0.26
0.43
0.30
0.08 ▲ 0.04
0.81
0.35
0.62
0.41
0.19 ▲ 0.06
0.59
0.28
0.47
0.40
0.12 ▲ 0.12

めん類
中食
外食
1.00
0.26
0.99
0.28
0.01 ▲ 0.02
0.91
0.39
0.86
0.40
0.05 ▲ 0.01
0.79
0.28
0.75
0.35
0.04 ▲ 0.07
0.77
0.48
0.89
0.42
▲ 0.12
0.06

【食べな
その他
0.18
0.20
▲ 0.02
0.13
0.12
0.01
0.32
0.25
0.07
0.17
0.21
▲ 0.04

かった】
0.19
0.27
▲ 0.08
0.28
0.21
0.07
0.26
0.37
▲ 0.11
0.41
0.42
▲ 0.01
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【図2】自身や家族のためにお弁当を作る頻度（属性／年代抜き出し・2011→2012推移）
ＴＯＴＡＬ
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30.4
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54.6

9.6

8.4
21.1
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6.9

5.8
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10.2

単身女性20代以下
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16.0
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週に１〜４日
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１カ月に２〜３日

80

１カ月に１日未満・その他

100
（％）

まったく作らない

以上」を「週１日以上」としてくくったためで、実際は

から2012年には13.2％へ、30代では2011年の11.1％

「週に５日以上」などのコアなお弁当派は単身女性でも

から2012年には30.4 ％へと大幅に伸びている。 特に
30代の「週に５日以上」と「週に１～４日」を加えた

大きく増加しているのである。
このことを確認するために図2を見てみよう。図２は

割合は56.4％と半数を大きく超えているのである。また、

自身や家族のためにお弁当を作る割合を、単身男女の

単身男性においても、
「週に５日以上」
と
「週に１～４日」

20代以下層、30代層について切り取って示したもの

の合計が20代以下の層で2011年の19.5 ％から2012

である。これを見ると、単身女性は「週に５日以上 」

年には27.5％へ、
30代では同様に4.8％から26.9％へと、

お弁当を作るという人が20代以下では2011年の5.3％

こちらも大きく伸びている。 いずれも分母が小さいた

【図3】家庭内炊飯の米が1年前より増えた理由の上位5項目（ベース：１年前と比べての増加者・複数回答）
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めに確定的にはいえないが、単身男女のコアなお弁当

4．経済的理由以外でのお弁当派の増加

派が伸びているのは間違いないように思える。
さらに別なデータからもお弁当派の増加の確認を行

ところで、これまでお弁当派の増加の理由を経済的

おう。 図3は、１年前と比較して「家庭で炊飯した米

なものを主として考えてきた。しかし、それがすべて

が増えた」と回答した人（n=210）にその理由を聞い

だろうか。このことを検証するために、図4において世

たものである（複数回答）
。これを見ると、最大の理由

帯年収別にお弁当を作る頻度をデータ化した。図４を

は「外食を減らして、家で食べることが増えたから」で、

見ると、お弁当を作るのは必ずしも経済的理由が絶対

これはやはり経済的理由が最大の要因であろう。次い

的要因ではないことが分かる。経済的理由が最大の要

で「健康のため」がくるが、これも当研究所の調査に

因であれば、世帯年収（税込み）が低いほどお弁当を

おいて根強い消費者の心理・行動である。安さを追求

作る頻度が上がらねばならない道理だが、図４では、

することはもちろんだが、
「健康」への欲求は常に上位

お弁当を作る頻度が一番高いのは、世帯年収が600万

に位置しているのである。これを見ると、米の方がパ

円以上、900万円未満の層なのである。すなわち、経

ンやめんよりも健康的だと考える人が多いことが分か

済的要因も決して無視はできないが、健康面やその他、

る。３番目が「パン・めんなどを減らしてご飯を食べ

経済的要因以外の理由も相当の割合を占めると考えて

ることが増えたから」となっている。これは上記の経

間違いはないと思われるのである。
その理由の大きなものは、やはり「健康」だろう。

済的理由と健康面での理由の複合的要因と考えられる。
パン、めんとも米に比較して決して安いものではなく、

前述したとおり、
「健康」に関する消費者の意識は非常

また、パン食・めん食では野菜などの摂取が比較的少

に高い。外食や中食では不足しがちな野菜を弁当で十

なめになることがこの理由だろう。

分に取れるよう、また、外食や中食では栄養のバラン
スが偏りがちだが、弁当であればある程度コストを掛

次の４番目に「弁当を作るようになったから」がきて、
弁当を作ることが家庭で炊飯することの増加の上位の

けてバランスを整えることができるよう、 自身や家族

要因になっていることが分かる。これを年代別に見ると、

のために考えている消費者が多いということだろう。こ

20代以下が31.6％と突出しており、やはり若年層のお

れは消費者の健康のために、非常に好ましい状況では

弁当を作る頻度が増加していることが裏付けられるだ

ないだろうか。
いま１つの理由は、ファッションとしての弁当である。

ろう。
【図4】自身や家族のためにお弁当を作る頻度（世帯年収別）
1.1

TOTAL（n=2,090）
300 万円未満（n=449）
600 万円未満（n=909）
900 万円未満（n=451）
900 万円以上（n=281）
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週に 5 日以上

週に 3〜4 日

週に 1〜2 日

1 カ月に 1 日未満

その他

まったく作らない

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

80
1 カ月に 2〜3 日

単身男女のコアなお弁当派の増加◆Web調査

100
（％）

59

若年層の弁当を作る頻度が高いこと、特に単身女性の
若年層に顕著であることを考えると、ネット社会の現
代なればこその理由が推測できる。それは、弁当を作
ることで自分が満足するだけでなく、人に見せて満足
する、というものである。ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーク・サービス）やツイッター、ホームページなど、
現在はそうしたものを公開するツールに事欠かない。
実際、ネットを検索すればすぐに自作のお弁当の写真
やレシピに行き当たるし、なかにはネットでのお弁当
作りが好評で、本を出版した人までいる。
「お弁当のカ
リスマ」なる素人のプロ化とでもいうのだろうか。これ
らの情報は検索ツールで探せば、多数確認できる。こ
うした人々が、お弁当派の増加の後押しをしているの
ではないだろうか。
また、多くの食品企業や食品関連産業の企業も自前
のレシピをネットや本などで紹介している。これらの
情報もお弁当作りを楽しくさせている要因となってい
ると思われる。

5．お弁当派を応援するお弁当箱

【写真】棚の一番いい位置を占める「フードコンテナー」
（東急ハンズ池袋
店）

これまで述べてきたお弁当派の増加を検証するため

形をした、広口の「フードジャー」あるいは「フードコ

に、都内の小売りチェーン店を取材した。この店舗は、

ンテナー」と呼ばれるものがそれだ。
「スープジャー」

ウィキペディアによると、
「業態的にはホームセンター

と銘打ったものも棚に並んでいるが、スープだけでは

と分類されているが、通常のホームセンターとは異なり、

なく、材料を投入して雑炊などいろいろな料理が作れ

大型の商品は控えて雑貨店に近い細かな品揃えを特徴

るものが人気なのだそうだ。 器具にレシピも付いては

としている。カーナビなどでは『デパート』に分類さ

いるが、それこそ調理のバリエーションは無限にあり、

れている場合もある」 と説明されている（2012年11

主婦や単身女性がレシピをブログなどで紹介し、それ

月現在）
。筆者もしばしば利用しているが、実際この店

を見てジャーを買いに来る、という相乗効果も生み出

舗は量販店などが志向する「安価」なものではなく、

しているようだ。また、報道などで紹介されると、そ

スタンスとして顧客が「満足」できる品物を扱ってい

れを見て買いに来る消費者も多いという。これは年配

るように感じるのである。

の方に多いそうだ。

この店舗のお弁当箱売り場の担当者に伺ったところ、

また、 全体的な年齢層では、30代から40代の消費

ここ２～３年では間違いなくお弁当箱の売り上げは伸

者が多いそうだ。これも前述したデータとほぼ符合する。

びているとのことだった。一昨年から昨年にかけては、

30代女性はゴツゴツしたかさばるお弁当箱は嫌いで、

保温機能の高いお弁当箱が伸びたそうだ。また、昨年

おにぎりが入る小さな容器とスープジャーという、コン

から今年にかけては、この傾向にさらに広がりが出て

パクトなものが人気だという。また、既存のお弁当箱

いるという。それは、簡易な調理機能のあるお弁当箱

に追加で２個目のジャーを求める人も多いそうだ。

だそうだ。すでにお弁当「箱」とは言い難いが、円筒
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タントに売れているそうで、 季節にかかわらず売れて

児にしっかりお弁当を食べてもらおうと、 若い主婦が

いるそうだ。この点も、お弁当派の増加を示している

かわいいお弁当箱を求めて来店するそうだ。この店舗

のではないだろうか。なかには、曲げわっぱ弁当箱、

ではお弁当関連グッズも充実しており、かわいいパン

と指名して買いに来る消費者もいるとのこと。 季節と

ダおにぎりを作るパンダ型器具と模様のための海苔を

いえば、一番多く弁当箱が売れるのは春先で、幼稚園

型抜きするセットなどが売れ筋だそうだ。このように

の

り

店舗側でもさまざまな工夫を凝らして、消費者が満足
するお弁当箱を提供する努力をしている。

6．終わりに
これまで述べてきたように、単身男女のコアなお弁
当派は間違いなく増加しているように見受けられる。
経済的理由はもちろんとして、身体的、精神的健康に
とって、 お弁当は非常に良いものではないだろうか。
これまで当研究所の調査において、単身男性が朝食を
食べないことや、野菜や果物の摂食量が少ないことな
【写真】さまざまなお弁当関連グッズ（東急ハンズ池袋店）

どを、データを分析・公表し、危惧してきた。外食や
中食が多いこともしかりである。 単身男性ほどではな
いが、単身女性も同様の傾向が見られる。
しかし、今回の調査を見ると、１つの側面ではあるが、
お弁当派の増加、という好ましい結果となった。ぜひ、
この傾向が継続し、単身男女がしっかりとお弁当を作り、
健康的な食生活を送ってほしいものだ。弁当を作る、
という若干の手間はあろうが、 健康には代えられない
と思うし、何より「ものを作る」ということは、必ず精
神的にプラスになるはずだ。来年の米の消費行動調査
では、すべての年代、属性でお弁当派が倍増している

【写真】かわいいディスプレーも（東急ハンズ池袋店）
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す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

私たちは、複雑な人間関係や高度に発達した情報の氾
濫のなかで、不規則な生活を余儀なくされています。仕

①上司やプロジェクトメン バーとの仕事のやり方の相
違：意見の不一致

事でも過酷な責任が課せられてきます。苦手や不得意分

②言動の誤解による人間関係のゆがみ：不信感

野はもちろんのこと、 仕事のやり直しなど修正や改善が

③仕事の評価や企画追加による中断：努力の軽視

息つく暇もなく、のしかかってきます。

④お客さまからの意外なクレーム：自己嫌悪

そこには、直接的なストレスや、目に見えにくいジワジ

《プロフィール》

医学博士・心理学博士。東京大学卒業後、渡米。
Ｕ・Ｃユニオン大学院（心理学）、セント・トー
マス大学院（身体精神医学）博士号取得。

『陽転思考で心を浄化しよう』

⑤不本意な仕事の展開の遅れ：計画の未熟性

ワと襲ってくるストレスがあります。新たなストレスが次
から次へと生まれてきます。さっきまでストレスにもなら
なかったようなことが、何かをきっかけに突然大きなスト
レスになってしまうこともあります。

これらによる「感情の悪化（興奮・憤怒・迷走 ）
」が
ストレスになってしまいます。
下記の簡単な7テクニックを、ほんの少しだけ職場で

だからといって、 今の人間関係や現状を放り出すこと

実践してみましょう。それによって自分１人だけで感じる、

はできません。仕事や家庭で自分のなすべき責任を取ら

「痛快な快感化」
にしてしまうのです。心も洗われるような、

ず、勝手気ままに振る舞うことはできないのです。

十分なパワーエネルギーになります。それを、カタルシ
スといいます。

また、大人ばかりでなく子どもたちも、学校や塾通い、
親や友人との関係など、さまざまなストレスにさらされて
います。ストレス年齢は、ますます低年齢化し、あなた
が頼りにされることになります。あなたにのしかかるスト
レスは、計り知れません。
しかし、私たちは、ストレスから逃れたり、ストレスを
なくすことはできません。そうかといって、ストレスの攻
撃を受け続けるわけにもいきません。ストレスを受け止め、
操作しなくてはならないのです！ ストレスからダメージ
を受けるのではなく、反対に快感にしてパワーに変えて
しまいましょう。それが、メンタル・マネジメントの意義
なのです。
特に、職場でのストレスは、仕事を介した内容のワー
スト５が90%を占めています。
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1．言葉の陽転化
自分が相手に抱いたさまざまな感情の言葉のすべてを
肯定語に変えてしまうのです。
その事実から得た言葉を誰かに話すことが大切です。
黙って自分に言い聞かせるのではありません。例えば、
押し付けられた仕事には
「いつも機会をもらってうれしいです！」
理屈で畳み掛けられたら
「発想のきっかけの原点が分かりました！」
嫌みな態度に対してムッときたら
「いつもいい刺激で頑張れます！」

2．同意の繰り返し
強要されるような指示命令に対して、
「不可能」を感じ
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感情の悪化
（興奮・憤怒・迷走）

職場のストレス- ワースト５
①意見の不一致
上司やプロジェクトメンバー
との仕事のやり方の相違
②不信感
言動の誤解による人間関係のゆがみ
③努力の軽視
仕事の評価や企画追加による中断
④自己嫌悪
お客さまからの意外なクレーム
⑤計画の未熟性
不本意な仕事の展開の遅れ

１．言葉の陽転化
理不尽なことでも……肯定語で

〜うれしい！
〜分かりました！

２．同意の繰り返し
マイナス感情を持ったら……協力要請
３．修正アピールの強調
変更や横やりには……プロセスを工夫

やってみます！
〜お願いします！

１人で感じる
痛快な快感化

修正の跡を残しておく！

４．のどあめプレゼント
身勝手な指示には……爽快感を与えて、
感謝させる
５．アドバイスを一言求める
不作法な相手には……力量試し

アドバイスお願いします！

６．思考スタイルに当てはめる
責任を押し付けられたら……責任分担を仕向ける
７．力ある漢字１文字を眺める
「和顔愛語」……好きな漢字・言葉を眺める

たり、おっくうさや面倒くさい「否定」の心を抱いてしま
う時がありませんか。そんな時には、同意を相手に向けて、

カロリーオフの「のどあめ」は一番無難です。しかめ
面するような辛めのあめなら、してやったり！ 重要です。

強引に協力してもらいましょう。
「新しい方法ですね！ やってみます」
「視点が変わりました！ 新鮮です」
「チャレンジします！ アドバイスお願いします！」

5．アドバイスを一言求める
相手が不作法に部下や仲間に接するなら、仕事を軽視
していることと同じです。
「なんでそうなんだよ～いまさ
ら？」と思ったら、密かに相手の力量を試してみましょう。

3．修正アピールの強調
突然の修正事項や方針、計画の変更があると、誰でも
意欲喪失や否定された感じを持ちます。そうかといって
従順に従うのも嫌になります。ストレスになってくるのが
分かっていても、 変更や横やりでも受け止めることが必

「実施計画を後から確認してくれますか？」
「効果的なやり方のポイントは、 どう考えたらよいで
しょうか？」
「専門的立場からのアドバイスをお願いします！」
回答の期待を持たずに試してみると、
「痛快」でしょう。

要になります。そんな時はプロセスを工夫してみましょう。
「修正の痕跡を残したまま企画書として関係者に提出
する」
「ポイントを箇条書きで整理整頓して、 一目瞭然に整
える」

6．思考スタイルに当てはめる
職場や上司、リーダーには独自の価値観や文化がある
ものです。やり方や協力の仕方にも得意傾向があります！
それに準じて、責任をあなた自身のみに課せられないよ
うに仕向け、 責任分担をして各人で負担するようにして

4．のどあめプレゼント

もらいましょう。

強圧的な態度や身勝手な指示命令をされたなら、
「い
つか、どうにかして仕返しをしてやるぞ」と思いませんか。
そんな時は、カッと感情的になるのではなく、相手に「感
謝」を言わせるようにします。それも反撃です！
爽快感が感じられるようなプレゼントをされると、 相
手には、あなたに対して好感的な感情の調和が生まれま

7．力ある漢字1文字を眺める
見るだけで力の湧くような好きな漢字１文字や四字熟
語、ことわざ、名言を机上に置いておきましょう。好き
な作家の言葉でもよいでしょう。自筆で書いておくとより
効果的です。
「和顔愛語」を基本にしましょう。

す！ 感情操作をこちら主導でするのです！
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「祭り」に学ぶ
新潟県小千谷市片貝町の「浅原神社秋季例大
だいえん か

この花火祭りは、親と子、親戚、先祖、同級生・

祭奉納大煙火」は、江戸時代からの歴史がある花

友人など、片貝の町で生まれ育ち、住み、共に働

火大会である。通称「片貝まつり」として、毎年

き、あるいは巣立っていったすべての人々の心と

９月９日、10日に開催される。呼び物は世界一の

心を結ぶ絆、架け橋の象徴でもある。花火は一瞬

「四尺玉」で、直径800mの花火が開花する。ギ

である。しかし、花火を通じて、老若男女、町民・

ネスブックにも掲載されている。
花火の打ち上げは「花火番付 」
（プログラム ）

出身者の心が１つになる熱い祭りである。観光や
納涼をうたった花火大会とは性格が違うのである。

に従って、花火１発ごとに口上（女性の独特の調

花火の打ち上げのために、人生の節目節目で、

子の説明アナウンス）があるのが特徴である。例

親戚関係や学校関係で何回もお金を積み立てしな

えば「成人式おめでとう！ 平成○○年片貝中学

ければならないので、近隣の市町村では「片貝か

校卒業生○○会一同、大スターマインでございま

ら嫁さんはもらうな」ともいわれるそうだ。しかし、

す」
「ウォー、上がった、上がった、俺たちの花

町民はもとよりよそに出た出身者でも、この花火

火が上がったぞ」
、
「天国のお父さんありがとう。

祭りは熱狂できる、それこそかけがえのない（
「か

○○家子ども一同、尺玉三段打ちでございます」

たがい」ではない？）特別なもの。誇りある郷土

など、奉納する人たちの思いと名前を読み上げて

心を呼び起こし、生涯を通じて付き合い、寄り添う、

から打ち上げられる。花火には、それぞれに「還

土着性の「祭事」なのである。花火費用の積み立

暦・喜寿・米寿」
「初孫誕生」
「結婚」
「新築」
「先

ては、ある意味で「ふるさと納税」みたいなもの

祖供養」
の他、
「長寿祈願」
「家内安全」
など、人々

である。

の思い思いの願いが込められている。

今、地域活性化やコミュニティー再生の取り組

片貝の花火は大玉や口上の話題が先行してしま

みのなかで、 実践活動や事業経営の持続性が大

うが、
「片貝まつり」の素晴らしいところは、花火

きな課題となっている。町民がスポンサーとなる

のスポンサーが片貝の町民（出身者）であること。

「片貝まつり」 も、 その運営方法自体のなかに持

花火は神社への奉納であり、町民が身銭を切って

続性システムが内蔵されている。誕生、卒業、結婚、

花火の費用が積み立てられる。町の人が花火に使

還暦……など、人生の節目はみんなに共通するも

うお金は生涯200万円という説もあるが、 そこは

ので、そこでも持続性のメカニズムが働く。そして、

人それぞれ。その年の祭りが終わると、次に向け

祭りの時は、町内出身者は子どもや孫、友人や同僚、

て貯金が始まるという。個人の場合はおおむね尺

恋人を連れて町に戻ってくる。観光客も集まり、

玉（＝直径30㎝で10万円～）だが、毎年、連発

経済も動く。このように、
「片貝まつり」は素晴ら

して上がる大型のスターマイン（50万円～）は、

しい「発明」なのである。

片貝中学校の同級生で結成された「会」が上げる。

「祭りでワッショイ」……祭りは人々を熱狂させ

卒業時、卒業年度ごとに「飛翔会」
「一進会」な

る。しかし、その裏側には持続性のメカニズムが

どの名が付けられ、会の名称で花火を上げる。花

実に巧妙に埋め込まれている。祭りが有する持続

火を打ち上げるとなれば、同級生は帰省し、祭り

性システムに、地域づくりとその持続性ある発展

に参加する。

のヒントもあるのではないか。
ま つ お か

（社）JC総研 理事●松岡
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今号の基調テーマは「ＥＵの地域振興と地方自治」である。わが国の農政はどうあるべきか、環境や地域
振興との関係は、など問題は山積である。戸別所得補償制度も今後どうなるのか、先が見通せないが、これ
までの農政の根幹となる制度は、10年、20年と継続したためしがない。これでは農家は投資もできないし、
子どもに後継も頼めない。それがすべてではないが、わが国の農家や耕作地が劇的に減少した大きな要因だ
ろう。こうしたわが国の状況に比してヨーロッパではどのような政策がとられてきたのか、また、農家はどのよ
うに政策に対応してきたのか、今回のおのおのの論説は、主にイギリス・フランスの状況から、ＥＵの農政お
よび農業事情を詳しく教えてくれる。その内容には、わが国農政が参考にすべき点が多々あるように思われる。
今回、衆議院議員選挙が行われるが、12月16日が投開票日なので、このレポートが発行されるころには決
着がついているだろう。どの政党が第１党になるにせよ、農家のことを真剣に考えた、息の長い、ぶれない農
（基礎研究部 主席研究員 藤本恭展）

政を切に期待したい。

元気が出る本に出会った。毎年、敬老の日に向けて、社団法人全国有料老人ホーム協会が公募する「シル
バー川柳」の応募作品のなかから、88 句の傑作を集めた『シルバー川柳

誕生日ローソク吹いて立ちくら

み』
。人生の達人たちによる川柳は、どれもこれも膝を打つ秀作ぞろいだ。
いくつかご紹介すると「ＬＥＤ 使い切るまで

無い寿命」
「湯加減を しょっちゅう聞くな わしゃ無事

だ」といった自虐（？）もの、
「味のない 煮ものも嫁の おもいやり」
「なれそめを 初めてきいた 通夜の
晩」といったしみじみ感動もの、また「定年だ 今日から黒を 黒と言う」なんていう、サラリーマン川柳の
その後的なものまである。私はまだシルバーと呼ばれる世代にはほど遠いけれど、どの川柳も、わが親や自分
の将来を思い浮かべると「うん、うん」とうなずけてしまうから面白い。
そして本書を通して私が一番に感じたのは「年を取るのもいいな」ということ。これについては「終わりに」
で編者も触れているところだ。
日本において、とりわけ女性は「若さ」が取りざたされることが多い。
「2012年ユーキャン新語・流行語大
賞」の候補にもなった「美魔女」も、本来は「才色兼備の35 歳以上の女性」を指す造語だが、単に実年齢
より若く見えることを賞賛する言葉として使われる場面もしばしばある。いく
つになっても美しいのは確かにいいことだ。でも、肝心なのは、若さを保つ
ことではなくて「いかにすてきに年を重ねられるか」ということである。
「す
てきに」のなかには「老いを受け入れる」ということも含まれるように思え
る。シルバー川柳は、年を取ることの重み、楽しさ、そして喜びまでも教え
てくれたような気がする。私はどんな「シルバー」になれるかな、なんだか
楽しみに感じる年の瀬である。
最後に一番のお気に入りを１句。
「なぁお前 はいてるパンツ 俺のだが」


（基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉
）

『Ｊ C 総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人

Ｊ C 総研の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した誌面づくりに役立ててい
きたいと考えております。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。

【送付先】 ＦＡＸ：０３－
〒 162-0826

3268 － 8761

東京都新宿区市谷船河原町 11

社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部

ＪＣ総研レポート／2012年 冬／VOL.24

飯田橋レインボービル５階
宛

◆編集後記

65

