VOL.

ＪＣ総研レポート 2013年 春／VOL.25

25

表紙デザイン・イラスト●室井秀則

巻頭論説

農山村再生とは何か

････････････････････････ 2

――その意味づけと戦略

小田切 徳美

明治大学 農学部 教授

巻

頭

言

一般社団法人への移行に当たって･･･････････････････････････････････ 1
一般社団法人ＪＣ総研 代表理事理事長

土屋 博

食料・農業・農村

協 同 組 合

目

協同組合研究部からのお知らせ

【研究ノート】

ＪＡにとっての都市農地・
都市計画問題････････････････････････ 13
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

星勉

【トピック】

組合員の多様化の統計的把握と
「次代へつなぐ協同」･･････････････････ 19
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

小林 元

次

【研究ノート】

有機農業：ＪＡの取り組みの
可能性を探る･ ･･････････････････････ 26
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

和泉 真理

【現地レポート】

都市農業を生きる農家････････････････ 34
――ＪＡ東京むさし管内農家の事例報告
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

倪鏡

ＪＣ総研 協同組合研究部

デンマークの風力発電協同組合･･･････ 50
ＪＣ総研 協同組合研究部 主任研究員

竹内 久和

人 事 管 理

部下一人一人へのアプローチの
ポイント･･････････････････････････････ 54
ＪＣ総研 経営相談部

人事コンサルチーム

労 働 法 務

労働法務チームの
業務活動について････････････････････ 56

ＪＣ総研 経営相談部

労働法務チーム

食 育・Ｆ Ｍ

【Web調査】

ＴＰＰの国民への説明責任は
果たされたのか･ ･････････････････････ 40
畜産物等の消費行動に関する調査〜2012年調査〜から
ＪＣ総研 基礎研究部 元主席研究員

『にじ』2013年春号の
誌面構成について････････････････････ 48

藤本 恭展

ファーマーズマーケット利用者
ヒアリング調査の結果報告････････････ 58
――消費者との関係づくりで持続成長を目指す
ＪＣ総研 経営相談部

ファーマーズマーケットチーム

企 画 総 務
Information

「一般社団法人ＪＣ総研」へと
改称します･･･････････････････････････ 60

この 本 が 好 き

目線を変えると人生は２倍楽しい！････････････････････ 61

『
「弱くても勝てます」
開成高校野球部のセオリー』
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

Dr.ジョージの
メンタル・マネジメント
（5）

小川 理恵

『生き生きと仕事ができるメンタル・マネジメント！
～契約の意識が自由をつくる～』･ ････････････････････ 62
株式会社ビジネスラポール

心理学博士

鈴木 丈織

編
集 後 記
････････････････････････････････････････････････････
65

ご

挨

拶

一般社団法人への移行に当たって
一般社団法人ＪＣ総研

代表理事理事長●土屋

博（つちや ひろし）

ＪＣ総研は、2013年４月１日をもって、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に
基づく「一般社団法人ＪＣ総研」となりました。
これは、従来の民法に基づく社団法人・財団法人について、公益目的を主とする法人と共益
を主とする非営利法人または営利法人に再整理するという、公益法人制度改革に対応したもの
です。ＪＣ総研は、2006年４月の社団法人ＪＡ総研発足以降、2011年１月の財団法人協同組
合経営研究所との合併を経て、農業・農村や協同組合の調査研究など幅広く公益目的事業を
行ってきておりますが、一方では、特定のＪＡなどを対象としたコンサルティング事業やＪＡ・
協同組合関係者などに対象を限定した研修事業なども多く行っていることから、公益社団法人
ではなく、非営利法人としての一般社団法人を選択することといたしました。
社団法人から一般社団法人となりましても、ＪＣ総研の目的は、ＪＡなど協同組合および食
料・農林水産業・地域社会に関する調査研究を行い、協同組織の発展を図ることであり、公益
的な調査研究や非営利の事業を引き続き行うという点でも従来となんら変わるものではありま
せん。
一方、ＪＣ総研の会員は、一般社団法人の社員たる１号会員にＪＡグループの全国機関９団
体、２号会員にすべての都道府県農協中央会とJF全漁連・全森連・日本生協連、３号会員に
その他の協同組合の全国機関や連合会、ＪＡなどという構成になっています。このうち、ＪＡ
については、まだまだ会員数が少ないのが現状です。
急速に変化するＪＡの現場の課題をより的確に捉えてＪＣ総研の事業を進めたいという思い
から、多くのＪＡにＪＣ総研の会員になっていただきたいと考えておりますので、ＪＡの皆さま
にぜひご検討をお願いしたいと存じます。会員ＪＡの皆さまには、ＪＣ総研の行う人事労務関
係のセミナーや各種研修会などに会員価格でご参加いただいております。
ＪＣ総研では、この『ＪＣ総研レポート』
（季刊）の他、
『協同組合経営研究誌 にじ』
（季刊）
と『人事管理REPORT』
（月刊 ）という、性格を異にする３種の定期刊行物を発行しておりま
す。このうち、
『ＪＣ総研レポート』を一般社団法人への移行を機に、ＪＣ総研の総合的機関誌
と位置付けて内容を充実させることといたしました。さらに、ＪＣ総研のウェブサイト（http://
www.jc-so-ken.or.jp）につきましても、会員の皆さまをはじめ利用される方が必要な情報を得
やすいようリニューアルし、よりタイムリーで充実した情報発信を行うことといたしました。
ＪＣ総研役職員一同、一般社団法人への移行を機に、あらためてＪＣ総研の目的の実現に向
けて努力することを決意しておりますので、引き続きご高配を賜りますようお願い申し上げます。
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巻 頭 論 説

農山村再生とは何か

――その意味づけと戦略

1．農山村再生の基本的視点
―地域づくり―

激しい地域間格差を生み出した高度経済成長期
以来、 地域振興はいつの時代でもメインテ ー マで
あった。しかし、当然のことながら、その意味合い
は、時代により変化している。
「地
それを、言葉の変化で調べたのが図1である。
域振興」は行政的、中立的なニュアンスを持つが、
それに類する「地域活性化」
「地域づくり」
「地域再
生」について、それをタイトルに持つ図書の発行点
数の推移を集計した。これによれば、これらの用語
の出現頻度は、1980年代から急増している。少なく
とも図書の発行点数を見る限り、1980年代以降は
「地方の時代」といえる。
そして、 その内訳を見ると、1980年代から90年
代前半は「地域づくり」と「地域活性化」が併進し
て増加するが、90年代後半には「地域活性化 」 が
停滞して、
「地域づくり」は引き続き増大する。そし
て、2000年代からは「地域再生 」 がそれに加わっ
て急増する。つまり、80年代から今に至る期間で、
「地域づくり」 はいつの時代にも使われ続ける言葉
であるが、その期間の前期には「地域活性化」が、
そして後期には「地域再生」が独自の言葉として使

お

より詳しく、時期別に見ていこう。
「地域活性化」

だ

小田切 徳美

が多用される80年代後半から90年代前半はバブル

ぎ り
と く

ら内需拡大型へという経済構造転換の推進とも関わ
り、1987年にリゾ ート法（総合保養地域整備法 ）
が制定され、リゾートブームが発生した。ホテル、

み
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われようになっている。

セット」といわれる民間の大規模リゾート施設の誘
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致が地域振興のあたかも切り札として扱われた。当
時は、地域サイドにとっては、このリゾートブーム
に乗れるか否かが、地域活性化を実現するか否かの

分かれ目と考えられていたのである。

図られたため、これらの開発予定地が未利用地とし

その点で、この時代は、①地域振興が経済開発に

て荒廃化し、それは国土への爪痕となった。

著しく偏って認識され、②そのためにはリゾート開

こうした90年代初頭までの「地域活性化 」 の反

発という外部資本導入こそが現実的な道だと意識さ

省のなかで論じられたのが、実は「地域づくり」と

れていた。 それは、 典型的な外来型発展の思想で

いう言葉である。これは「まちづくり」
「むらづくり」

あった。このような発想は、すでに高度経済成長期

として、多様に使われている用語であり、先の図１

の全国総合開発計画（全総、1962年 ）による新産

に見られるようにすでに80年代からも使われている。

業都市などの「拠点開発方式」から始まっているが、

しかし、独自の意味内容で使われ始めたのは90年代

しかしそれが農山村の奥深くまで入り込んだのは初

以降であろう。

めてのことであった。

ここには、
「地域活性化」との対比で、少なくとも

しかし、その後のバブル経済の崩壊に伴い、この

次の３つの含意がある。第１に、地域振興の「内発

ようなリゾート構想の多くは民間企業の撤退や参入

性」の強調である。大規模リゾート開発は二重の意

の中止により頓挫した。地域の経済的活性化が実現

味で外来型の開発であった。１つは、外部資本によ

できなかっただけでなく、リゾ ート法により国立公

る開発であった点である。２つは、そうであるが故

園や森林、 農地からの土地利用転換の規制緩和が

に、地域住民の意思とは無縁の開発であった。つま

【図1】地域関係用語の図書タイトルとしての出現件数（年平均）
120
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注 1：国 立 国 会 図 書 館データベ ース（ 国 立 国 会 図 書 館サ ーチ）より作 成

注 2：データベ ースを各 文 言で検 索して、 得られた件 数 （ 年 平 均に換 算 ）を図示した
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り、 カネも意思も外部から注入されたものであり、

その中身の「総合性・多様性 」
、そしてその仕組み

地域の住民は、土地や労働力の提供者、場合によっ

としての「革新性」と位置付けることができよう。

ては外来型開発の陳情者にすぎないものであった。

そして、 図１に戻れば、2000年代に入るとこの

そうではなく、自らの意思で地域住民が立ち上がる

「地域づくり」という言葉とともに「地域再生」とい

というプロセスを持つ取り組みこそが、 地域づくり

う用語も急増する。この時期は、2001年に発足した

であると強調された。

小泉内閣による「構造改革路線 」 が地域で吹き荒

第２に「総合性・多様性」である。先にも触れた

れ、農林業、医療、福祉、地方自治制度（市町村

ように、リゾートブーム下では、都市で発生したバ

合併 ） などと多面にわたる「地域切り捨て」
（金子

ブル経済の影響もあり、経済領域に著しく傾斜した

勝・ 高端正幸編著『地域切り捨て』 岩波書店、

活性化であった。また、どの地域でも同じような開

2008年）が実施された時期と重なる。地方の疲弊

発計画が並ぶという「金太郎アメ」型の活性化でも

化が急速に進み、
「耕作放棄 」
「シ ャッタ ー通り」

あった。 そのような状況からの脱却、 つまり単品

「医療崩壊」
「買い物難民」などネガティブな言葉が

型・画一的な地域活性化から、福祉や環境などを含

新聞紙上を飾ったこの時代に、
「地域再生 」という

めた地域の総合型、そして地域の実情による多様性

表現が生まれている。
「再生」という字面に見られる

に富んだ地域づくりへの転換である。そのため、地

ように、従来以上に困難な局面からの地域振興であ

域づくりにおいては、個々の取り組みは多様であり、

り、いわば「危機の時代における地域づくり」を意

主に基盤となる地域資源に応じて、地域の数だけ多

味しているのであろう。 言い換えれば、
「農山村再

様なパターンがあることが強調された。

生」にもその本質として地域づくりがあり、時代背

そして、第３に「革新性（イノベーティブ）
」であ
る。いうまでもなく、地域振興はなんらかの地域に

景として「危機の時代 」であることを認識すること
ができる。

おける困難性が前提となっている。それを地域の内

2．地域づくりのフレームワーク

発的エネルギーにより対応していくとなれば、地域
における新たな仕組みが必要となる。過疎化の進行
下では、過去の人口の多かった時代の仕組みに寄り

当然のことながら、
「内発性」
「総合性・多様性」

かかり、それが機能しないことを嘆くことは繰り返し

「革新性」を特徴とする地域づくりは、理念ではなく

行われてきた（宮口侗廸『新・地域を活かす』原書

実践が先行した。それは、 鳥取県智頭町、 熊本県

房、2007年）
。しかし、すでに日本全体の人口が減

小国町、新潟県高柳町（現・ 柏崎市 ）や同県山北

少に転じているなかで、独り農山村地域が人口増加

町（現・村上市）などで早くからその実践が見られ

を実現することは、今や困難である。人口が減少す

た。

としみち

4

ち

づ ちょう

るという人口フレームを前提とした対応が重要とな

近年では、その典型的取り組みとしては、長野県

る。そこで求められるのは、過去のさまざまな社会

飯田市の地域づくりがある。飯田市では、市の独自

的なシステムまで含め、地域自らが再編し、新しい

の取り組みとして「人材サイクル」の構築が掲げら

仕組みを創造するような「革新性」である。

れている。それは、４年制大学が市内にないこの地

以上のように、地域づくりには、
「内発性 」
「総合

域では、 高校卒業時の東京などへの他出は約80 ％

性・多様性」
「革新性」という要素が組み込まれて

に達し、最終的に戻るのはその約40％程度にとどま

いる。それは、地域づくりの基盤としての「内発性」
、

るという現状と関わっている。そのため、 飯田市で
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は「持続可能な地域づくりを進めていく上では、若

る教育活動を展開している。そして、③に関しては、

い人たちが一旦は飯田を離れても、ここに戻って安

地域づくりの「憲法」ともいえる自治基本条例を策

心して子育てができる、いわゆる『人材サイクルの

定し、また飯田市では従来から地域活動の基本単位

構築』が必要不可欠である」という考えによる地域

となっている公民館ごとに新たに自治組織を立ち上

づくりに取り組んでいる。

げ、その運営を市の職員が全面的にサポートしてい
る。

具体的には、 ①帰ってこられる産業づくり、 ②
帰ってくる人材づくり、 ③住み続けたいと感じる地

このように、地域づくりは各地で、実践的に鍛え

域づくり、が地域のテーマとして認識されている。

られて今に至っている。これらの事例から一般化し

そして、①に対しては、
「外貨獲得・財貨循環」
（地

て、地域づくりのフレームワークを作成したのが、

域外からの収入を拡大し、その地域外への流出を抑

図2である。
ここにあるように地域づくりは、 ３つの柱の組み

える）をスローガンに地域経済活性化プログラムを

合わせによって成り立っていると考えられる。

実施している。また、②では「飯田の資源を活かし
て、飯田の価値と独自性に自信と誇りを持つ人を育

１つは、
「暮らしのものさしづくり」であり、地域

む力」を「地育力」として、家庭——学校——地域

づくりの〈主体形成〉を意味する。先の飯田市の取

が連携する「体験」や「キャリア教育」を主軸とす

り組みでは、
「帰ってくる人材づくり」による地育力

【図2】農山村再生のフレームワーク

地域づくり（内発性、総合性・多様性、革新性）

Ⅰ 暮らしのものさしづくり

主体づくり

新しい価値の上乗せ
（貨幣的価値、文化的価値、環境的価値、人間関係的価値など）

政策的支援

条件不利性に対して

条件づくり

Ⅲ カネと
その循環づくり

物的条件

暮らしの仕組みづくり

場づくり

産業

交流

政策的支援

都市と農村の共生促進に対して

Ⅱ

コミュニティー

条件不利性に対して

政策的支援

交流

鏡効果

交流の

交流の魅力付加

持続化
農山村再生
（危機の時代の「地域づくり」）
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の向上に相当しよう。２つは、
「暮らしの仕組みづく

しばしば、地域づくりには「人」が重要だといわ

り」で、地域づくりの〈場の形成〉である。
「住み続

れる。それを、
「リーダーが重要」だと解釈する向き

けたいと感じる地域づくり」と飯田市でいわれてい

もあるが、実は必ずしもリーダーだけの問題ではな

るものであり、自治基本条例や自治組織の創設が具

い。最新の経営学研究では、
「良きリーダーには良

体策である。そして３つは「カネとその循環づくり」

きフェロワーがいる」ことが強調されており、地域

であり、地域づくりの〈条件形成〉に相当する。飯

づくりもリーダ ー論に還元することはできない。地

田市では、
「帰ってこられる産業づくり」の取り組み

域住民全体の問題である。

であり、そこでいわれる「外貨獲得・財貨循環」と
いう言葉はそのままこの要素を意味している。

それでは、地域住民レベルの「人」に、必要なも
のとは何であるか。それは、地域を創るのは自らの

つまり、
「主体 」
「場 」
「条件 」の３要素の構築に

問題だという当事者意識であり、 それを最近では

より、地域が「創られる」のである。そして、その

「気づき」ということが多い。しかし、これは、地域

最終目標は「新しい価値の上乗せ」とした。これは、

問題に関わり、一般的にいわれることであり、農山

地域づくりとは、
「時代にふさわしい新しい価値を、

村では、より重たい課題であることを認識する必要

地域それぞれの特性のなかで見出し、地域に上乗せ

がある。

すること」 と捉えられるからである（宮口・ 前掲

なぜならば、筆者が繰り返し強調しているように

『新・ 地域を活かす』
）
。その「新しい価値 」とは、

（小田切徳美『農山村再生』岩波書店、2009年）
、

貨幣的な価値に限定されるものではない、環境、文

農山村では、そこに暮らす住民のなかには、時とし

化、あるいはいわゆる「社会関係資本 」
（ソーシャ

て「誇りの空洞化」と言わざるを得ないような、諦

ル・キャピタル）なども、重要な価値であろう。ま

めにも似た気持ちが支配しているケースがあるから

た、
「上乗せ」とは、これらの新しい価値をつくり出

である。住民が単に当事者意識を持つだけではなく、

し、今までの地域社会とつなぐことを意味している。

さらに「誇りの再建」へのチャレンジも必要となる。

このレベルでは、人口増加や地域内ＧＤＰの増大な
どが目標ではないことを確認しておきたい。
そして、本稿が直接のテーマとする農山村再生は、

しかし、自らがその地域に住み続けることを支え
る価値観（誇り）は、何もせずに身に付くものでは
ない。経済成長の過程で、農山村の奥深くにも、画

この地域づくりの営みの延長線上に位置付く。先に

一的な都市志向が深く広がったわが国では、特に困

も触れたように、2000年代に入ると、いわゆる構造

難な課題であろう。実際、国内ではある程度の規模

改革路線の登場により、地域づくりの取り組み自体

の都市では地域個性を見いだすことは難しい。どこ

が困難な局面に入る。 つまり、
「危機の時代の地域

でも「ミニ東京」の様相だからである。高度経済成

づくり」は持続化がポイントとなる。そして、その１

長の過程で、 このように国内のいたる所に「東京

つの重要な要素が「交流」であり、それを図中にも

化」への期待と現実が生まれたが、それは、人々の

示している。この点の詳細は後述（６節）したい。

価値観が単一の「ものさし」となったからではない

次節以降では、ここで示した地域づくりの３本柱
について、具体的に論じてみよう。

だろうか。
「誇りの空洞化」はこの過程で生まれたも
のと思われる。
そのため、暮らしに関わる価値観（ものさし）を

3．暮らしのものさしづくり−第1の柱−

6
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１つずつ、なんらかの契機を利用しながら、意識的
に形成していくことが必要になり、 これを「暮らし

のものさしづくり」と呼ぶ。例えば、地域の歴史・
文化、自然環境をはじめ、より身近には、郷土料理、

への糸口となる。
このように、地域づくりワークショップには、地域

景観、人情などを評価する価値観が、１つ１つ積み

づくりの第一歩として、大きな可能性があることが、

上げられる必要がある。

実践レベルで明らかになっている。最近では吉本哲

それは、かつては公民館活動の１つの目的とされ

郎氏（元水俣市役所職員 ） と結城登美雄氏（民

てきたものである。先に紹介した長野県飯田市もそ

俗・農村研究家）がそれぞれ「地元学」という名前

うであるが、 地域公民館がものさしづくりを、 今も

でより積極的に位置付け、体系化することで、さら

意識的に実践している地域もある。その点で、公民

に大きな広がりを見せている。

館活動の再評価が重要であるが、ここでは、新たな

結城氏は言う。
「金以外の、居住環境、文化、コ

手法としての「地元学 」とものさしづくりの側面を

ミュニティ、自然風土、生き方と哲学の存在と魅力

持つ都市農村交流活動について、記してみたい。

をもっと子どもたちに伝えよ。自分たちが拠りどころ
としてきた、それらの価値をもっと掘り下げ再評価

①地元学
いうまでもなく、 暮らしのものさしは地域固有の
ものである。だからこそ、それが地域の誇りや自慢

し、次の世代のための仕事の場と生きる場所を準備
（する）
」
（結城登美雄『地元学からの出発 』 農山漁
村文化協会、2009年）
。これが、地元学である。

につながる。従って、地域の足下から、固有の資源
を具体的に掘り起こす活動が重要となる。そうした

②都市農村交流

活動の重要性は、ここで指摘するまでもなく、従来

他方で、
「暮らしのものさしづくり」のために、都

から提起され、また豊富な実践が蓄積されている。

市農村交流も重要な手段となる。交流活動は、意識

地域づくりワークショップである。

的に仕組めば、 地元の人々が地域の価値を、 都市

それは、地域計画や農村生活改善運動などのさま

住民の目を通じて見つめ直す効果を持っている。そ

ざまな分野を出自とし、
「集落（環境 ）点検運動 」

れを、都市住民が「鏡」となり、農山村の「宝」を

「宝探し運動」
「あるもの探し」
「ＴＮ法」
「地区力点

映し出すことから、
「都市農村交流の鏡効果 」と呼

検」などのユニークなネーミングを伴って、多様な

んでみたい。
「おばあちゃん、 この料理はおいしい

手法が開発されている。標準的には、①地域点検地

ね」
「ほんとうに美しく、のどかな風景ですね」とい

図づくり（地域を歩く）→②課題の整理と共有化→

う来訪者の素朴な言葉が、地域再評価の契機となっ

③地域の将来像を描く→④地域内での中間報告会

た例は枚挙にいとまがない。また、予断のない子ど

の開催→⑤目標・ プランを立てる→⑥活動のスケ

もたちの「鏡」こそが、ピカピカと反射力が強いこ

ジュールを立てる→⑦実践、という手順で進められ

ともあり、東京都武蔵野市で取り組まれている「セ

ることが多い。この過程では、特に①が重要であり、

カンドスクール」と呼ばれる小中学生の農山村体験

地域内を住民自身が踏査し、地図や航空写真を利用

交流の訪問先（長野県飯田市や飯山市など）でも、

し、濃密な調査を行う。それにより、地域の現状、

そのような事例が見られる。

つまり問題点と「宝」を参加者が共有化することが

都市農村交流は、しばしば「交流疲れ現象 」 を

でき、さらに一連の過程により、参加者内に「地域

招く。交流当初は取り組みに熱心に参加できるので

に今ある問題は、自分たちの問題だ」という当事者

あるが、２ ～３年後には、
「都市の者に頭を下げて

意識の醸成が進み、さらに「宝」の発見が誇り再建

サービスをして、地域に何が残ったのだろう」とい

【巻頭論説】農山村再生とは何か
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う疑問とともに、 参加者の疲れが増すことをいう。

や混住化の進行や農業生産の機械化・ 省力化、そ

最終的に活動が崩壊した例も少なくない。しかし、

して生活の近代化を通じて、それぞれの機能の必要

今では地域自身が「交流の鏡効果」を意識し、交流

性が低下するケースや、あるいはその担い手の減少

疲れを呼び込む「頭を下げる交流 」 から、
「地域を

により、諸機能が停滞する事態が起こっている。

誇る交流」への転換が進んでいる。この過程でも、
暮らしのものさしはつくられているのである。

地域づくりは、こうした集落の実態と無関係では
ない。しかし、地域づくりの動きは、この言葉が盛
んに使われるようになった1990年代後半ころから、

4．暮らしの仕組みづくり―第 2 の柱―

この集落の単位を超えることが多くなってきた。 特

暮らしの仕組みには、
「ソフト」と「ハード」のそ

校区）や大字（江戸期の「藩政村」に相当）を範囲

れぞれの条件がある。

に小学校区（統廃合が進む現状から見れば旧小学
とする活動がしばしば見られる。

ソフト条件としては、人々が地域に集い、暮らす

また、その動きとも関連して、2000年代以降は、

際におのずから生まれる共同性のあり方が重要な論

そのような集落を超える範囲の地域自治組織が生ま

点となる。それは別の言葉で表現すれば、地域づく

れている。これらは、
「地域振興会」
「自治振興区」

りを支える地域コミュニティーの態様である。しか

「むらづくり委員会」などの多様な名称を名乗る。そ

し、農山村には古くから存在するコミュニティーとし

のなかには、当時進んでいた市町村合併のなかで、

て集落（むら）がある。従って、それを無視して、

行政が巨大化する市町村のなかで住民自治の拠点を

あたかも白地のキャンバスに絵を描くような議論は

行政主導でつくり出したという経緯を持つ組織も少

無意味である。地域づくりのために、それらがどの

なくない。このような経緯から、市町村合併が比較

ように位置付き、あるいは再編が求められるかが議

的進んだ西日本で多く見られるという傾向もあるが、

論されなくてはならない。

今では全国的な展開を見せている。活動範囲が集落

他方でハード条件とは、道路整備や集会場などの

を超える「広域的コミュニティー」の形成である。

いわゆる「箱物」ではなく、医療、教育、生活交通

先にも触れたように、 問題はこの広域コミ ュ ニ

などの農山村の暮らしを基礎的に支える諸条件を指

ティーと集落が地域づくりのなかでどのように位置

す。このハード条件は先のソフト条件と明確に区分

付くかである。紙幅の都合でその紹介は省略せざる

されるものではない。そのため、図では両者の境界

を得ないが、やや大雑把にいえば、集落は「守り」
、

をあえて波線で示している。

広域的なコミュニティーは「攻め」の機能を果たし、
両者が相互補完的に地域づくりの１つの柱である暮

①ソフト条件としてのコミュニティー
農山村コミュニティーとしての集落は、地域のな

8

らしの仕組みを形成していると考えられる。
このためには、集落の仕組みに言及する必要があ

かで今でもその機能を発揮している。この集落とは、

ろう。集落は先にも触れたように、生業や生活上の

農山村において、古くからはそれぞれの生業に必要

必要性から生まれた「いえ」連合である。そのため、

な共同労働や生活上の共同作業により生まれた集住

その意思決定は、すべてのいえの代表者が集まる寄

した家族の集まりを指している。そのため、集落に

り合いで決められることが一般である。そして、そ

は、農業生産補完機能、生活相互扶助機能、地域

の代表者として参加するのは多くの場合、年長の男

資源維持管理機能がある。しかし、現代では、離農

性「戸主」となる。そのため、そこに参加するのは、
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その大多数が中高年の男性となり、決して意識的に

２年ではなく、３～５年の役員任期を採用する所も

行われていることではないが、女性や若者は結果的

ある。このことが、
「攻め」の取り組みの条件となっ

には、集落活動から排除されることがある。集落の

ており、集落の「守り」が補完されている。

持つ「１戸１票制」の弊害であろう。しかし、他方

つまり、暮らしの仕組みを維持・発展させるソフ

で、 例えば水路掃除や道普請などの集落行事の運

ト条件として、既往の集落に加えて、なんらかの積

営には、このような仕組みであるが故に、毎年全戸

極的な取り組みを行う新しい組織に地域住民が参加

による出役が可能となっている。 集落は本来的に

できるような挑戦が求められているのである。

「守り」の組織である。
そこで、広域の新しいコミュニティーには、地域

②ハード条件としての生活諸条件

内に暮らす人々が、個人単位で地域と関わりを持つ

農山村では、 遠隔地や離島など地理的条件、 豪

ような仕組みや、地域を支援しようとする都市住民

雪などの気候的条件、そして人口減少という社会的

やNPOなども参加できる仕組みを持つ革新性が求

条件により、さまざまな生活上の問題が生じている。

められている。そのために、実際に、役員を男女同

その点は、 図3より確認することができる。 過疎

数とすることを決める組織や積極的に若者を責任者

化が進む集落住民に対するアンケート調査結果であ

として登用するコミュニティー、さらには新しい取り

り、
「生活する上で困っていること、不安なこと」を

組みを安定的に取り組むために、 集落のように1 ～

尋ねている。 これによれば、
「病院 」
「救急搬送 」

【図3】過疎地において生活する上で一番困っていること・不安なこと（アンケート結果、2008 年）
近くに病院がないこと

20.7

救急医療機関が遠く、
搬送に時間がかかること

19.1

近くで食料や日用品を買えないこと

15.8

サル、
イノシシなどの獣があらわれること

9.2
8.3

近くに働き口がないこと
台風、
地震、
豪雪など災害で被災のおそれがあること

6.3
4.8

農林地の手入れが充分にできないこと
携帯電話の電波が届かないこと
（電波状態が悪いこと）

3.6

郵便局や農協が近くになく不便なこと

2.8

子どもの学校が遠いこと

2.0

ひとり住まいでさびしいこと

1.9

自身･同居家族だけでは身のまわりのことを充分にできないこと

1.7

近所に住んでいる人が少なくてさびしいこと

0.6

お墓の管理が充分にできないこと

0.5

0

10

20（％）

注 1：アンケートは、 高 齢 化 率が 5 0 ％ 以 上 の 集 落を含む一 定 の 地 区を全 国から２０地区選定し、各地区在住の世帯主を対象に実施した

注 2：
「一 番 困っていること・不 安なこと」に挙げた割 合を示している。 なお、「その他 」（ 2.9 ％ ）の図示は省略した
資料：国 土 交 通 省 「人 口 減 少・高 齢 化 の 進 んだ集 落 等を対 象とした日常 生 活に関するアンケート」（ 2 0 0 8 年 ）
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「買い物」が上位を占める。農業関係のアンケート

専門的な民間主体が経営を継続できなかった地域

などではいつも上位を占める「農林地の手入れが充

で、それに代替して、地域コミュニティーがいきな

分にできないこと」
（4.8％）は決して主要な課題で

り事業採算を確保することは難しい。しかし、政策

はない。

支援を行うにしても、コミュニティーの力をサポート

また、表示は略するが、これを年齢階層別に見る

することで、地域の実情に応じて、また地域の創意

と、30歳代では「携帯電話の電波が届かないこと

工夫を引き出して、よりきめ細かい支援の可能性が

（電波状態が悪いこと）
」が15.8％で、第２位を占め

高くなる。

る（第１位は18.8％の救急搬送）
。65歳未満の各層
では「近くに働き口がないこと」 という回答も相対
的に多い。 さらに、
「農林地の手入れが充分にでき
ないこと」は60歳代前半では8.9％と比較的大きな

わが国の長期にわたる経済的停滞は、農山村にも

割合を示す。つまり、暮らし視点で認識された問題

強い影響を与えている。１次産業の不振に加えて、

は、それぞれの世代や家族のなかでの位置により多

農村工業の合理化・ 撤退により、 非農林業所得の

様である。その結果、地域全体としてみれば幅広い

減少も見られる。さらに、それらを下支えする役割

問題が生じている。

を果たしていた公共事業の縮減や不安定化により、

こうした多様な問題により、農山村における住民

農山村経済は総崩れの様相さえある。

の暮らしの「場」が阻害されており、それの対応が

従って、 公共事業に依存しない地域産業の育成

必要となる。そして、その対応とは、基本的には、

があらためて課題となっている。さらに、所得形成

格差是正の立場からの公的主体による支援となろう。

（カネの獲得 ）のみならず、それが地域内で循環す

それは、
「病院」
「救急搬送」
「買い物」が住民の命

る仕組みも必要である（カネの循環）
。
「地域経済の

や生活の質に関わり、またその基本原因が、遠隔地

持続的な発展を実現しようというのであれば、その

性などの地理上の条件不利性に根差すものである点

地域において、地域内で繰り返し再投資する力＝地

から、強い妥当性がある。

域内再投資力をいかにつくりだすかが決定的に重

しかし、この公的支援も地域づくりのなかに位置
付ける必要がある。近年では、先に論じた広域的コ

要」
（岡田知弘『地域づくりの経済学入門 』自治体
研究社、2005年）だからである。

ミュニティーが病院への通勤や商業施設へのアクセ

こうした新しい経済構造のポイントは何点かある

ス、さらに子どもの通学のために、地域内から登録

が、なかでも、次の２つは重要な要素である。第１

ドライバーを集め、生活交通の運営を行うケースが

は、産業の基本的位置付けであり、それは「地域資

見られる。 道路運送法が新たに認めた過疎地域有

源保全型経済」と論じることができる。農山村の地

償輸送の特例がそれを促進している。また、これら

域産業が、 地域に固有の地域資源を利活用するの

の地域で進む商店や給油所の撤退に対して、コミュ

は当然のことである。しかし、 それだけではなく、

ニティーがその事業を直接、間接に継承する動きも

利活用の前提として、それを保全し、磨き上げる過

活発化している。 地域共同売店（コミュ ニテ ィー

程があり、それを引き続き実践すると同時に外部に

ショップ）
、地域共同給油所（コミュニティーＳＳ）

適切にアピールすることが必要である。この地域資

の設立である。

源の保全——磨き上げ——利用というプロセスが、

もちろん、バス会社やスーパーマーケットなどの

10

5．カネとその循環づくり―第 3 の柱―

ＪＣ総研レポート／2013年 春／VOL.25

【巻頭論説】農山村再生とは何か

１つの「物語 」となって、商品に埋め込まれたとき

に、都市の消費者の強い共感が生まれ、それが消費

れは工業導入や公共事業という外部からの事業の波

行動につながる。

及効果に期待する従来の農山村経済の開発方式と

例えば、最近では、森を守るためには間伐が必要

は明らかに異なる。農山村らしい小さな経済を内部

だということは都市住民にもよく知られている。 間

から積み上げていくことが、新しい産業や雇用をつ

伐作業が、森林という地域資源を磨き上げ、保全す

くり出すという意味で「積み上げ効果 」と表現した

ることにつながっているのである。そのため、間伐

い。

材を素材とする商品は、
「森を守るための商品」とい

こうした従来とは異なるもう１つの地域経済開発

う分かりやすい物語性を持っている。高知県馬路村

を、農山村の地域づくり戦略のなかに位置付けるこ

で作られる木製バッグのように、間伐材利用のヒッ

とが求められている。

ト商品も生まれている。その背景には地域資源（森
林）の保全への消費者の共感がある。
第２は、 産業の経済規模であり、
「小さな経済 」

6．地域づくりから農山村再生へ
――交流の位置付け

と呼べる。厳しい農山村経済ではあるが、農山村住
民へのアンケート調査によれば、
「あとどのぐらいの

地域づくりは、以上の３本の柱の有機的な組み合

月額収入が必要か」という問いに対する住民の回答

わせにより、実践されつつある。しかし、現在の局

は、意外にもそれほど大きな金額ではない。特に、

面は、日本経済の長期低迷、 財政危機、 農山村に

高齢者では、月３万～５万円が中心であり、年間で

おけるさらなる高齢化の進展により、 地域づくりは

いえば36万～ 60万円の追加所得である。

より困難な状況のなかにある。つまり、
「危機の時代

つまり、このような水準の所得形成機会、すなわ
ち小さな経済を確実に地域内につくり出していくこ

における地域づくり」 であり、 それこそが本稿が
テーマとする「農山村再生」である。

とが、高齢者が住民のなかで高い割合を占める農山

その困難への対応の１つの方法が政策的支援の強

村では求められている。それは、各地ですでに実践

化である。図２では、地域づくりに対して政策的視

されている農産物直売所、農産加工、農家レストラ

点を２つの入り口として、示している。１つは、
「暮

ン、農家民宿による所得水準に相当し、それらが小

らしの仕組みづくり」に含まれる生活条件の改善で

さな経済の具体的イメージとなろう。

ある、２つは「カネとその循環づくり」と表現した

もちろん、
「そんな所得水準では若者は定着でき

地域経済の構築へのサポートである。いずれも、条

ない」という反論が予想される。しかし、実はこの

件不利性を根拠とする支援であり、政策的な論理と

ような小さな経済が多数集積すると、それを調整・

しては筋が通るものであろう。しかしながら、 むし

企画・補完する機能と人材が必要となる。地域コー

ろ2000年代の構造改革路線は、こうした格差是正

ディネーターや地域サポート人と呼ばれる人々であ

に関わる政策を後退させ、それ自体が、過疎地域の

る。そして、そこに新たに若者の雇用の場面が形成

困難性の要因となっている。その点で、
「危機 」 か

される可能性が生まれる。現実に、地域産業おこし

らの脱出を政策に全面的に委ねることはできない。

をサポートする会社やＮＰＯに若い人々が雇用され
るケースは増えている。

そこで、図２には、もう１つの可能性があることを
示した。それは、都市農村交流を通じた、地域づく

小さな経済が、若者の就業を可能とする「中規模

りの強化である。 先に、 都市農村交流には「鏡効

の経済 」をつくり上げるというプロセスである。こ

果」があることを強調した。都市住民（ゲスト）の

【巻頭論説】農山村再生とは何か
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交流を通じた感動が、逆に農村サイド（ホスト）の

産業」として、
「カネとその循環づくり」に直接つな

「気づき」 を与え、 時としてはそれが「誇りの空洞

がり、 他方で「交流の鏡効果 」を通じて、
「暮らし

化」を反転させる力を持つ。

のものさしづくり」に貢献する。地域づくり全体とし

つまり、ゲストもホストも「気づき」を持ち、 学
び合うことができるのが交流である。別の言葉でい

る。そして、そのことがさらに地域の魅力を付加し、

えば、交流には「学び合い」という付加価値がある。

より高いステージで都市農村交流が行われる条件が

そのため、都市農村交流を産業として考えた場合、

形成される。 つまり、 地域づくりが、 交流という

一般的な観光業とは異なるレベルで、多くのリピー

ル ープを使い、より高いものへ引き上げられること

ターを獲得している。例えば、日本における農家民

になる。

あ

じ

む

泊の「メッ カ 」といわれる大分県の旧・ 安心院町

いわば、
「地域づくりの交流循環 」 であり、 政策

（宇佐市）では、農家民宿のゲストのリピーター率は

的支援自体が後退していくなかで、ここに小さくな

高い。そして、そこでの「行きつけの農家を作ろう」

い可能性を見いだすことができるのである。その点

という呼びかけは、航空会社のキャンペーンにも採

で、
「危機の時代の地域づくり」 である農山村再生

用されていた。 このような「行きつけ」
（リピ ー

のひとつの糸口は交流にある。従って、都市農村交

ター）を持つ人々を増やすことは、人口減少下で産

流は、 あらためて農山村再生に向けた「戦略的活

業規模の縮小が進むわが国の産業の基本的対応で

動」として位置付けられる必要があろう。

もある。その点で、実は都市農村交流は、産業とし
て成長する可能性が小さくないことが分かる。
こうして、都市農村交流活動は、一方では「交流

12

て、地域の「新しい価値」が上乗せされることにな
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そして、それは「都市と農村の共生」に向けた国
民的コンセンサスを形成するためのプロセスでもあ
り、より大きな意味での「戦略的活動」でもある。

食料・農業・農村

研究ノート
ＪＡにとっての都市農地・都市計画問題
ほ し

ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員● 星

つとむ

勉

【図 1】都市計画制度における生産緑地（都市農地）の位置
付け

1．はじめに
現在、国土交通省において1968（昭和43）年制定

【市街化区域】

の現行都市計画法の大幅な見直しが行われている。こ

生産緑地

しゅう え ん

の背景には、当時と異なって高度経済成長の終焉・人
口減少など現行法の枠組みが間尺に合わなくなってき

第一種住専等用途区域

たことがある。
こうした見直しは、市街化区域内農地についても例
外ではなく、ＪＡグループ、とりわけ管内に市街化区
域内農地を有する都市ＪＡにとっては、税制度に絡む
だけに、見直しの結論は死活的に重要である。
本稿では、このことに関わり①都市農地問題の所在、

資料：筆者作成

そうした状況下、実施過程では自治体による激変緩
和措置やＪＡグループなど農業団体による宅地並み課

②関連税制の経緯、 ③国交省見直しの要諦と意義、

税反対運動などもあり、一種現実的・妥協的産物とし

④農住事業をはじめＪＡグループがこの問題にどう関

て、市街化区域を対象に30年の営農が継続できる（あ

わってきたのか、さらに⑤今後ＪＡグループは、どの

るいは義務付けられる） 生産緑地法が、1974年に創

ように向き合うべきなのか、 について何回かにわたっ

設された。

て整理してみる。今回は、①と②について取り上げる。

しかし基本的には、市街化区域はいずれも用途区域
が定められているため、生産緑地は図1に示したように、

2．問題の所在 ――〈地〉と〈図〉の問題提起と解決

用途区域の上に乗っかる形となった。さらに生産緑地

の考え方

指定できる農地は「公共施設等の敷地の用に供する土

現行の都市計画制度の下、とりわけ市街化区域にお

地として適しているもの」
（生産緑地法第３条）とされ

いて、あまり良い例えではないが農地は “継子扱い”

ており、この点からも都市農地はあくまでも暫定的存

の状態となっている。

在である。

なぜ、 そのようなことがいえるのかというと、 市街

しかしながら、今日ほど都市農地を典型に現行都市

化区域においては道路や公園などの公有地を除き、な

計画制度について、あらためて〈地〉と〈図〉という

んらかの建物建築が予定されている用途区域が定めら

視点から抜本的見直しが迫られている時代はない。

れることとなっている。つまり、農地という “更地” は
原理上、存在しないこととなっている。
実際、 市街化区域内農地に関する税制は、1969年

わが国の都市計画は用途区域制度に見られるように、
もっぱら〈図〉の問題としてあったといってよい。ここ
で〈図〉とは道路や建築物などの人工物である。

に新都市計画法が施行されて以降、 当時旺盛な宅地

写真は、河川（お堀）の上を高速道路が走っている

需要を背景に、10年以内には宅地化されるべきものと

ところを写したものであるが、典型的な〈地〉に対す

して、一貫して農地課税から宅地並み課税の施策方向

る〈図〉の優位性を示す写真となっている。いわば、

に強化されてきている。

河川にふたをする形で高速道路が建設されている。建

【食料・農業・農村】研究ノート▶ ＪＡにとっての都市農地・都市計画問題
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【写真】首都高下の風景

【図 2】ルビンの壺

設当時の東京オリンピ ッ クという高度経済成長期に

見えるが、キャンバスの白い部分〈地〉に着目すると

あっては、こうしたかつての江戸の風土性を無視して

人間の横顔に見える。同じ絵を見ているのに、そこに

でも経済・効率優先の立場から建設されても致し方な

対する意味の付与（関係性）はまったく異なる。大事

かった。そしてこのような考え方は、公共施設のみな

な点は、いずれの意味付与も〈図〉と〈地〉が、互い

らず用途区域制度の下、住宅開発においても広く今日

に支え合う間柄になっている、という点である。
このことは、防災面から見ただけでも都市計画にお

まで行われてきたといってよいだろう。
しかしながら、本来〈図〉とはその背景に〈地〉を

いて〈地 〉と〈図 〉が支え合うよう求められることは

有するとともに、それに支えられているものである。こ

明らかであろう。直近の例としては、東日本大震災に

こで〈地〉とは、土地（農地）
・水辺空間・オープンス

より千葉県浦安市の住宅地などで液状化によって甚大

ペース(空間)など自然由来の社会的共通資本と定義で

な被害が出たのは記憶に新しい。
〈地〉の復権を図り、
〈図〉と互いに支え合うという有機的関係を構築して初

きる。
この「社会的共通資本は、たとえ私有ないしは私的

めて、安全で持続的かつ環境豊かなまちづくりが可能

管理が認められているような希少資源から構成されて

となる。一言でいうならば、生態系の復活による都市

いたとしても、 社会全体にとって共通の財産として、

の再生ということになろう。

社会的な基準にしたがって管理・運営される」

。

注１）

とりわけ土地においては人為的につくり出せないも
のとしてある（土地問題）
。

環境持続型の都市社会づくりを目指すといったとき、
〈地〉の復権なくしては考えられない。ではその復権は
どのような条件を満たすことが必要なのかといえば、

テレビなどマスコミの防災特集などにおいて、時々

とりもなおさず農地、 水辺空間、 緑地空間といった

豪雨時の洪水に弱い大都市が取り上げられている。こ

〈地〉の確保、
〈図〉との共生であろう。つまり、
〈地〉

のことは、いかに〈図〉を優先させて〈地〉を覆い尽

の復権のためには、土地問題やそれにふさわしい土地

くしたとしても、日常普段は問題なくとも、緊急・異常

利用計画、景観計画が必要ということになる。

事態時には〈地〉が〈図〉へ氾濫（反乱）を起こし得

そして何より大事なのは、私的所有を前提としつつ

るという警鐘となっている。つまり、
〈地〉を〈図〉で

も、
〈地 〉という社会的共通資本（＝ある意味現代的

もって永遠に覆い隠し通すことはできない。

コモンズ）と見なした公・共的管理が求められており、

つぼ

この間の事情は、 図2に示したルビンの壺に例える
ことができる。図の黒い部分〈図〉に着目すると壺に

14
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さらにこのことを制度設計思想のベ ースとする新たな

しかしながら、
「急速な市街化の進展にともなう公共

都市計画制度あるいは農地保全制度の確立が求めら

施設整備負担の増大を恐れる地方自治体の多くは、地

れる。

元農民の要望もあって、農業緑地に対する助成などさ

3．都市農地に係る施策の変遷 —— 関連税制の経緯
都市農地のあり方は、営農という私的行為によって
左右されるが、それらの行為を決定するものとして、

まざまな形で、 事実上固定資産税差額相当額を戻す
措置をとっていた。 宅地並み課税は1973年度から
『実施』されたが、実際は行なわれなかった」注２）。
なお、1975年度からは租税特別措置法が改正され、

地価水準が高いことから固定資産税や相続税など税制

20年以上農業を継続しようという相続人が相続した農

によるところが最も大きい。

地に対しては、相続税の納税が猶予される相続税の納

その市街化区域内農地に関する税制は、1969年に

税猶予制度が創設された。 同制度は、 市街化区域内

新都市計画法が施行されて以降、10年以内には宅地

農地に対しても適用された。

化されるべきものとして、一貫して農地課税から宅地

２）1974年度生産緑地法の制定および地方税法の改

並み課税の施策方向に強化されてきた。

正

しかしながら、実施過程において地方自治体による

公園や道路など公共用地の種地（生産緑地法第１

激変緩和措置やＪＡグループなど農業団体による宅地

条）という限定条件付きながら、市街化区域における

並み課税反対運動などにより、さまざまに施策の紆余

農地の存続を認める制度として、1974年度に生産緑

曲折が見られた。そうした「試行錯誤」の末に、現在

地法が制定された。そして、生産緑地地区内の農地に

の農地税制として定まったのが1992年時の改正生産

ついては、 宅地並み課税の適用が除外されることと

緑地法である。

。
なった（表2）

う

よ

以下では、 市街化区域内農地の施策上の取り扱い
が、いかに試行錯誤的に行われきたのか、都市農地に
関する予備知識として整理してみる。
（1）宅地並み課税（固定資産税）制度の経緯
１）1971年度地方税法の改正
1969年に新都市計画法が施行されたことを受けて、

【表 2】1974 年度制定時の生産緑地法
土地区画整理事業または住宅街区整備事業
第１種
が実施されていない区域にあり、 おおむね
生産緑地
１ha以上の規模の区域のもの
土地区画整理事業または住宅街区整備事業
第２種 の施行区域内にあって、 おおむね0.2ha以
生産緑地 上の規模の区域のもの。 指定期間は10年間
で、更新は１回限りで10年間

市街化区域内農地の宅地化の促進と周辺宅地との税負
担の均衡を図る観点から、全国の市街化区域内農地に

３）1976年度地方税法の改正

ついて宅地並み課税とすることとされ、その実施は、

1976年度の地方税法の改正に当たり、まず宅地並

Ａ農地は1972年度から、Ｂ農地は1973年度から、Ｃ

み課税の適用範囲について検討されたのが、Ｃ農地の

。
農地は1976年度からとされた（表1）

取り扱いについてで、1979年度以降必要な措置を取
ることとされた。しかしながら1979年度改正において、

【表 1】1971 年度地方税法の改正による宅地並み課税制度
Ａ農地

宅地の平均価格以上（単位評価額が1万円未満
の農地を除く）または５万円以上の農地

Ｂ農地

宅地の平均価格の２分の１以上で平均価格未
満の農地（単位評価額が５万円以上の農地お
よび１万円未満の農地を除く）

Ｃ農地

宅地の平均価格の２分の１未満または１万円
未満の農地

注：以 上 のＡ〜Ｃ農 地については、 1 9 7 2 年 度に係る 3.3 ㎡ 当たり評 価 額と当 該 市
の市 街 化 区 域 内 の 宅 地 の 3.3 ㎡ 平 均 価 格との 比 較によって区 分された

さらに1981年度まで延長された。
次の改正点として、Ａ農地およびＢ農地のうち、引
き続き３年以上農地として保全することが適当なもの
については、 市長が農地課税審議会の議を経て条例
の定めるところにより減額できることとされた。この改
正は地方自治体が行っていた税の事実上の還付を追認
注2）石田頼房『都市農業と土地利用計画』
〈都市叢書〉日本経済評論社、
1990年、209ページ
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した措置といえる。そしてこの制度は、期限を延長し

【表 4】2000 年度改正生産緑地法の主な改正点

1982年まで続けられた。
４）1982年度地方税法の改正
この年の改正では、3.3㎡当たり３万円未満のものを
除き、Ｃ農地も宅地並み課税とされた。そして宅地並

地区の
指定要件
（法第３条）

▶良 好な生活環境の確保に相当の効用
があり、 公共施設等の敷地の用に供
する土地として適しているもの
▶500㎡以上の面積
▶農 林漁業の継続が可能な条件を備え
ているもの

行為の制限
（法第８条）

以下の行為については、 市町村長の許
可が必要。 市町村長は当該生産緑地地
区において農林漁業を営むために必要
となる施設の設置等に限り許可できる。
・建築物その他の工作物の新築、改築又
は増築
・宅 地の造成､土石の採取その他の土地
の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓

土地の買取り
の申出
（法第10条）

農林漁業の主た る従事者が死亡等の理
由により従事することができなくなっ
た場合、 又は生産緑地として告示され
た日から30年が経過した場合には、 市
町村長に買取りを申し出ることができ
る。

生産緑地の取
得のあっせん
（法第13条）

市町村長は、 買取りの申出がなされた
生産緑地について、 買取らない旨の通
知をしたときには、 当該生産緑地にお
いて農林漁業に従事することを希望す
る者が取得できるようにあっせんする
ことに努めなければならない。

行為の制限の
解除
（法第14条）

生産緑地法第10条に基づく買取りの申
出があり、 申出の日から３月以内に生
産緑地の所有権の移転が行われなかっ
たときは、行為の制限が解除される。

み課税の適用対象がＣ農地まで拡大されたことから、
農業者などに対する配慮から長期営農継続制度が創
。
設された（表3）
同制度は、特定市街化区域農地のうち、現に耕作さ
れており10年以上営農を継続することを農民が希望し、
市長の認定を受けた農地は、宅地並み課税を猶予され、
５年ごとに農地相当課税との差額を納税免除されると
いう制度である。当時、該当する農地の80％以上がこ
の制度の認定を受けた。
【表 3】長期営農継続制度の内容

制度の
概要

10年以上の長期営農継続の意思があり、 営
農継続が適当と判断され、かつ、現に耕作の
用に供されている場合には、宅地並み課税と
農地課税との差をいったん徴収猶予し、5年
ごとに営農継続の事実を確認して、その徴税
猶予した各年分の税額を免除

▶１団の農地でその地積が990㎡以上のも
の
▶１人の所有者が同一の市の区域内で所有す
認定要件
る市街化区域内農地で そ の地積が990㎡
以上のもの（１団の市街化区域農地でその
地積が100㎡未満のものを除く）

あり、財界などから市街化区域内農地の宅地への転用

５）1991年度地方税法の改正
上記の1982年度地方税法の改正（長期営農継続制
度の創設）によって、市街化区域内農地の宅地並み課
税問題は、一応の決着を見たと見なされた。

促進の必要性が盛んにいわれていた時期に当たる。
併せて、表4に整理したように生産緑地法が改正さ
れ、転用制限の強化などの措置が講じられる一方、生

しかし、
「すぐその直後から、より強烈な市街化区域

産緑地以外の農地については、1992年度以降、 三大

農地攻撃が開始されることからみても明らかであるが、

都市圏特定市を対象として、宅地並みの課税が実施さ

都市計画にとってみれば、もともと『いちおうの決着』

れることとなった。

でも『一段落』でもなかったのである。それは、この

また、 三大都市圏特定市内の生産緑地地区内の農

制度がそれまでの宅地並み課税の減免に関する税法上

地について、相続税納税猶予の適用を受けるためには

の措置と同じく、認定農地の都市の土地利用計画上の

終身営農が条件となった。

位置づけを全く含んでいなかった」

注３）

ため、同制度

は2000年地方税法の改正時、 廃止されることとなっ

そしてこの改正以降、現在の都市農地税制に引き継
がれている。

た。
時代背景として、当時はバブル経済がまだ絶頂期で
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、210ページ
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【図 3】固定資産税に係る農地課税体系

三大都市圏特定市の
市街化区域内に所在
農

生産緑地を選択

農地課税

上記以外

宅地並み課税
（特定市街化区域

地

農地）
三大都市圏特定市の
市街化区域以外に所在

農地課税
資料：筆者作成

なお、所有者が1992年12月31日までに計画的な宅

る点である。通常、課税水準を抑えるため激変緩和措

地化の計画策定に着手した場合で、1993年12月31日

置として負担調整が地方自治体によって講じられてい

までに開発許可を受けた場合には、1992年度から

るが、地域によっては相当な高負担水準となっている。

1994年度まで宅地並み課税額の10分の９の額を減額

例えば長崎県では宅地並み課税の８割以上課税され

（市町村長の確認を要する）するという措置がなされた。

ている市街化区域内農地が72.8％に達している。こう

また、1992年から1999年までに特定市街化区域内

した地域では、三大都市圏の宅地化農地並みの負担と

農地を「優良な貸家住宅を新築（基盤整備を伴うもの
に限る）した場合」にも減額の措置が取られた。
（2）農地の固定資産税課税の仕組みおよび課税実態

なっていることが考えられる。

4．小括
（1）目まぐるしい施策変遷の原因
市街化区域内農地に関し以上の経緯で見たように、

１）課税の体系
農地に係る固定資産税に関して、図3に整理したが、

線引きがなされた当時から1992年時の改正生産緑地

３つの類型に分けることができる。まず三大都市圏特

法まで、税制をめぐっては目まぐるしく変遷しているの

定市内について、生産緑地を選択している場合には農

が読み取れる。

地課税であるが、それ以外の農地である「特定市街化

こうした猫の目のような施策の変遷は、 この間の

区域農地」
（いわゆる宅地化農地）については、宅地

〈図 〉の優先、
〈地 〉の無視の下、都市農地の都市計

並みの課税となっている。

画上の位置付けがなされなかったためといえる。

もう１つのパターンは、三大都市圏特定市の市街化

その象徴が長期営農継続制度の廃止である。当時、

区域以外の市街化区域内農地で農地課税となっている。

農林側には1982年度地方税法の改正における長期営

２）評価と課税の関係

農継続制度創設により、市街化区域内農地の宅地並み

次いで、３つのパターン別に見た農地評価と課税と
の関係を見ると、表5のように整理できる。

が、結局都市計画上の位置付けがなかったために廃止

留意すべき点は、一般の市街化区域農地については、
農地課税となっているものの宅地並み評価となってい

一般農地

評

価

農地評価

それというのも、都市計画制度のなかで唯一、農地
農継続制度と比較して圧倒的に活用事例が少なく、制

課

税

農地課税

一般の市街化区域農地 宅地並み評価

農地課税

特定市街化区域農地

宅地並み課税

宅地並み評価

されてしまった。
が残るものとして創設された生産緑地制度は、長期営

【表 5】農地の課税評価と課税との関係
農地の種類

課税について決着したとの認識があったかもしれない

度を創設した都市計画側としては不満の多い実態で
あった。 そのため、1992年度の改正生産緑地法は長
期営農継続制度と生産緑地制度という、いわばダブル
スタンダードを解消し、都市農地保全のケースを同制
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度に集約化する試みだったということがいえよう。
しかしながら、最終的決着とされた現行の生産緑地

【参考・引用文献】
・宇沢弘文『社会的共通資本』岩波新書、2000年

制度にしても、その役割を十全に果たしているとはい

・石田頼房『都市農業と土地利用計画 』
〈都市叢書 〉日本経済評論社、

えず、都市計画制度において都市農地はいかにあるべ

・オギュスタン・ベルク『日本の風土性』
（ＮＨＫ人間大学 1995年10

きか――言い換えて〈地〉の復権をいかに行うかが問
われる状況となっている。

1990年
月〜12月期）日本放送出版協会、1995年
・星勉『共生時代の都市農地管理論――新たな法制度の提言』農林統計
出版、2009年
・星勉『柔らかいコモンズによる持続型社会の構築――農業・農村から

（2）一般市街化区域内農地の行方

「国のかたち」を考える――』農林統計協会、2011年

一般市街化区域内農地負担水準は負担調整率の経
過措置の進行につれ、今後も上昇していくことになる
が、地域によってはすでに高い負担水準に達している
地域がある。そうした地域では今後、個別転用などス
プロール化注4）の進展が懸念される。

注4）虫食い的に宅地開発が進んでいく様子
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ト ピ ッ ク
組合員の多様化の統計的把握と
「次代へつなぐ協同」
こ

ばやし

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

はじめ

元

【図 1】正・准組合員数の年度別推移と准組合員比率の推移

1．はじめに

組合員数
（人）

准組合員比率
（％）

6,000,000

正組合員数

ＪＡの組合員の多様化がいわれて久しい。そもそも
組合員の多様化は、今日的な課題ではなく古くは1970
年代から議論されている課題である。1980年代以降
のさまざまな議論も、ＪＡのありようと関わって、その

5,000,000

70

准組合員比率

7,000,000

60

50

4,000,000

40

3,000,000

30

2,000,000

20

そ じょう

組合員の多様な構造が俎上に載せられることが多かっ
た。もちろん組合員の多様化はＪＡ自体の課題であっ
かが問われるわけであるが、制度問題を含めて外側の

1,000,000

10

2010年

2005年

2000年

1995年

1990年

1985年

1980年

1975年

る。 そして2012年現在、 ＪＡの組合員の多様化は、

1970年

強化を目的とした組合員加入促進運動が広がりつつあ

1965年

0

こうしたなかでＪＡの組織基盤と事業基盤の拡充、

1960年

声も大きい。

准組合員数

て、ＪＡが多様な組合員に対してどのように対応する

0

資料：
『 総合農協統計表 』より筆者作成

高齢化問題・世代問題として新たな、かつ早急な対応

人と、初めて正組合員数と准組合員数の逆転が起きた。

が求められる段階に入った。それを最も明瞭に表現し

図1は、1960年から2010年までの正・ 准組合員数と

たものが第26回ＪＡ全国大会の主題である「次代へつ

総組合員数に占める准組合員の割合の年度別推移を

なぐ協同」である。

表している。正組合員数は1961年の604万人をピーク

今後、ＪＡには多様な組合員への対応と同時に、組
合員加入促進による組織基盤と事業基盤の強化、さら

に年々減少を続け、2000年以降、 その減少率は加速
化しつつある。

には世代継承の取り組みが求められる。こうした取り

准組合員数は1960年で75万人、その割合は11.6％

組みはＪＡの地域性と多様性に関わって、それぞれの

であったが、その後増加の一途をたどる。その割合は

ＪＡの主体的な戦略、 そしてＪＡは何を目的とする協

1971年に20％を、1983年に30％を、1996年に40％

同組合なのかという存在意義まで含めて、その対応が

を突破し、ついに2009年に50％を突破した。2010年

問われることとなる。 そこで本稿では今日のＪＡの組

現在、正組合員数472万人に対して准組合員数は497

合員の多様化について、統計分析とＪＡグループの歴

万人に達し、その割合は51.3％に達した。

史的な取り組みの経緯の整理から、その実態に迫るこ
（2）少数派に転じた「農家らしい農家」

とを目的としよう。

2．統計に見る今日の組合員構造の変化
（1）逆転した正准組合員割合

『総合農協統計表 』 の組合員戸数と『農林
表1は、
業センサス』の農家数から、ＪＡの組合員構造とその
変化を推計している。この推計は、
『総合農協統計表』

2009事業年度の『総合農協統計表 』によると、Ｊ

の正組合員戸数と『農林業センサス』の総農家数の差

Ａの正組合員数477万人に対して准組合員数は480万

を土地持ち非農家数とした上で、総農家数を『農林業
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【表 1】JA の組合員構成の変化
正組合員
主業農家
割合

準主業農家
割合

副業農家
割合

准組合員
自給的農家
割合

土地持ち
非農家割合

准組合員戸数
割合

1960年

70.6%

10.5%

22.8%

−16.9%

13.0%

1965年

53.1%

19.1%

18.9%

−6.4%

15.3%

1970年

39.7%

23.9%

17.1%

−1.5%

20.7%

1975年

26.2%

27.0%

16.1%

4.2%

26.6%

1980年

22.2%

26.0%

15.4%

5.8%

30.6%

1985年

19.5%

26.7%

14.8%

8.2%

30.8%

1990年

11.0%

12.8%

16.0%

11.6%

13.7%

34.8%

1995年

8.8%

9.0%

16.6%

10.3%

16.7%

38.6%

2000年

6.5%

7.7%

16.0%

10.1%

18.8%

40.9%

2005年

5.5%

5.7%

14.0%

11.4%

19.3%

44.2%

2010年

4.4%

4.8%

10.9%

11.0%

18.9%

50.0%

センサス 』 の定義に基づいて分類している。 なお、

と総合農協に重複して加入する農家が多かったためで
あると考えられる。また表が示すところは、定義が異
なる２つの統計を用いていることから、あくまで傾向を
把握するための推計である。
1975年までは、 販売農家（主業農家＋準主業農家

化と農 協 の 目 的、 ガ バ ナ ン ス 」、 小 池 恒 男 編 著

『 農 協 の 存 在 意 義と新しい 展 開 方 向 』 昭 和 堂、

2 0 0 8 年、 6 1 ペ ージ 図 1 ） および、 田 中 秀 樹 氏

作 成 表 （ 田 中 秀 樹「 生 協・農 協における組 合 員

の 特 徴と組 合 員 活 動 」『 協 同 組 合 経 営 研 究 誌 に

じ』 2 0 1 1 年冬号、ＪＣ総研 ）を参考に作成

注 2：1 9 8 5 年 以 前 の 主 業 農 家 数は「 専 業 農 家＋第Ⅰ種
兼 業 農 家 」 で換 算。 1 9 7 5 年 以 前 の 販 売 農 家 数

を経 営 耕 地 面 積 3 0ａ（ 北 海 道は 5 0ａ） 以 上とし
て換 算。 自 給 的 農 家 数は、「 総 農 家 数 ー 販 売 農

家 数 」として換 算。 土 地 持 ち 非 農 家 数は「 正 組
合員戸数－センサス上の総農家数 」として換算

注 3：1 9 8 0 年 以 前 の 准 組 合 員 戸 数 デ ータは な い た
め、准組合員数を適用

資料：
『総合農協統計表 』『 農林業センサス』

【表 2】販売金額階層規模別に見た経営体数のシェア

1960年から1970年にかけて土地持ち非農家の割合が
マイナスとなったが、当時は米以外の品目で専門農協

注 1：増 田 佳 昭 氏 作 成 表 （ 増 田 佳 昭「 組 合 員 構 成 の 変

販売なし
1985年

5.5%

100万円 100万～
未満
500万円
46.8%

500万～ 1000万
1000
～ 3000
万円
万円

38.1%

6.3%

2.8%

3000
万円～
0.5%

1990年

6.0%

48.3%

34.5%

6.7%

3.7%

0.7%

1995年

6.2%

47.9%

32.3%

7.5%

5.1%

1.1%

2000年

7.8%

51.0%

28.1%

6.8%

5.2%

1.1%

2005年

11.6%

45.8%

28.4%

7.0%

5.8%

1.5%

2010年

9.6%

49.2%

26.9%

6.9%

5.8%

1.6%

資料：
『 農林業センサス』より筆者作成

＋副業農家）の割合が50％以上であったが、1980年
に48.2 ％と半分を割り込むと減少を続け、2010年現

模別の経営体数の総販売金額を、各階層の中間値（販

在では20.1％となった。特に農業収入を家計収入の中

売なしは１戸当たり販売金額を０円、100万円未満層

心とする主業農家の割合は、2010年で4.4％にすぎな

は50万円、100万～ 500万円未満層は300万円、なお

い。対して土地持ち非農家の割合は年々増加し、2010

3000万円以上層は3000万円と仮定している）と経営

年で18.9％と２割弱を占めるに至った。

体数の積から仮に求め、各階層別の販売金額シェアの

以上から、農業者たる正組合員も多様に分化してい

推移を推計している。

ることが分かる。正組合員と農業の関係から見れば、

表２から販売金額階層規模別に経営体数のシェアを

「農家らしい農家 」は極めて少数派に転じ、同時に世

見ると、1985年から今日に至るまで、100万円未満層

代交代と離農の増加の下で、農業から切り離されつつ

が50 ％弱で推移していることが分かる。また1000万

ある正組合員の増加が見られる。ただし、今日の草の

円以上の大規模な経営体の階層は増加傾向にある。対

根的な集落営農や地域づくりの実践、農産物直売所の

して、100万～ 500万円未満層は1985年で38.1 ％か

活性化の下では、自給的農家、土地持ち非農家を含め

ら2010年で26.9 ％と10ポイント以上下げ、 減少傾向

た多様な参加による農業との関わりも見られる。 こう

にあることが分かる。 販売金額階層規模別に見ると

した関わりは、正組合員に限らず准組合員においても

100万～ 500万円未満層を分解の基軸として農家の階

「地域住民」としての参加が見られる点に注目したい。

層分化が進んでいるといえるであろう。しかし、2010
年現在でも1000万～ 3000万円未満層は5.8％、3000

（3）少数の大規模農家への生産の集中
表2は販売金額階層規模別の経営体数のシェアの年
度別推移を示している。また、表3は販売金額階層規
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万円以上層は1.6 ％と数の上では大規模な経営体が占
める割合は低い。
表3を見ていこう。 総販売金額に占める販売金額階
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【表 3】総販売金額に占める販売金額階層規模別のシェア推計

2010年現在、正・准組合員数は逆転した。第２に減

500万～ 1000万
100万円 100万～
販売なし
1000
～ 3000
未満
500万円
万円
万円

少する正組合員のなかでも多様化は進み、 いわゆる

3000
万円～

1985年

0.0%

9.1%

44.6%

18.4%

21.7%

6.2%

1990年

0.0%

8.8%

37.7%

18.2%

27.2%

8.1%

1995年

0.0%

7.7%

31.1%

17.9%

32.8%

10.5%

2000年

0.0%

8.5%

28.2%

17.1%

34.7%

11.4%

2005年

0.0%

7.1%

26.4%

16.2%

36.1%

14.3%

2010年

0.0%

7.7%

25.2%

16.1%

36.4%

14.5%

資料：各 『農 林 業センサス』より筆 者 作 成

「農家らしい農家 」は少数派に転じ、同時に農業から
切り離されつつある正組合員の増加が見られた。そし
て第３に「農家らしい農家」も階層分化が進み、ごく
少数の大規模経営体への生産の集中が進んでいること
が分かった。
このＪＡの組合員構造の変化は、ＪＡの組織と事業、
さらにはＪＡの目的、 ＪＡのガバナンスに大きな変化

層規模別の販売金額シェアは、1000万円未満層でそ

を迫る。組合員の多様化は、その意思反映と意思決定

のシェアが減少し続けている。他方で1000万～ 3000

の仕組み、すなわちＪＡのガバナンスのあり方に変化

万円未満層は1985年で21.7％から2010年で36.4％と、

を強く迫るであろう。例えば、少数の大規模経営体の

3000万円以上層は1985年で6.2％から2010年で14.5

組合員の声と、自給的農家の組合員の声ではＪＡに求

％と増加が続いている。2010年現在で1000万円以上

めるところも異なるであろうし、 今日活動が活発化し

層の大規模な経営体が占める販売金額シェアは50.9％

ている多様な生活文化活動や福祉活動に参加する女

を占めるに至った。

性組合員の声もまた、ＪＡにとって重要な組合員の声

表２と表３を併せて検討すると、数の上では7.4％に

である。准組合員も、農家の子弟など、もともとＪＡ

すぎない販売金額1000万円以上の大規模な経営体が、

に近しい准組合員と、都市部の金融事業を利用する准

総販売金額の半分以上を占めるといった状況が見られ、

組合員の間には、ＪＡに求める声も異なるであろう。

少数の大規模な経営体への生産の集中が進んでいるこ

ここで問われることは、 個々のＪＡが多様化する組合

とが分かった。少数の大規模な経営体への生産の集中

員をいかに位置付け、いかに対応するかであるが、地

は、装置産業化が進んだ畜産業などで先行したが、近

域間格差を伴ってＪＡのありようもまた多様であり、

年水田農業地帯でも顕著に進みつつある。

それぞれのＪＡの主体的な取り組みが必要となるであ

例えば、西日本の兼業米地帯のあるＪＡ管内では
1995年から2010年の15年間で総農家数は6825戸か
ら3997戸に、販売農家数は5131戸から2551戸へとほ

ろう。

3．JAグループの組合員加入促進の展開

ぼ半減した。対して、賃貸借による「担い手農家」へ

今日の組合員構造の変化は、農業をめぐる環境の変

の農地の集中が進み、100haを超える経営をはじめと

化と同時に、ＪＡグループの事業、運動の展開もまた

した大規模な経営体の階層が形成されている。2010

大きく影響している。そこで、ＪＡグループの組合員

年現在、 管内で経営規模30haを超える農業経営は、

加入促進の取り組みに焦点を当てて、1980年代以降

集落営農を含めて13経営体に達した。2010年『農林

の全国農協大会（ＪＡ全国大会）の議案から歴史的に

業センサス 』 の経営規模別経営耕地面積を見ると、

整理していこう。

10ha以上の77経営体が経営する面積は1785haに達
し、管内の経営耕地面積の38％を占めるに至っている
。

（1）1980年代の組合員加入促進の取り組み
1970年代に農業以外の事業が急激に伸長し、 特に

注）

都市部で准組合員が急増した。いわゆる都市農協問題
（4）小括
ここまで統計分析を中心にＪＡの組合員構造の変化
を見た。 簡単に整理すると以下のとおりである。 第１
に正組合員数の減少と准組合員数の増加が進み、

注）こうした大規模な経営への集中の実態は報告が多い。特に直近のセ
ンサス分析を基に地域の実態を明らかにしたものとしては、安藤光義氏
らの研究成果が詳しい。安藤光義編著『農業構造変動の地域分析』
（ＪＡ
総研研究叢書）農山漁村文化協会、2012年
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であり、その後は「地域組合か、職能組合か」といっ

ある。

た「地域協同組合論争」が展開された。こうした背景
の下、第16回大会（1982年）で、大会議案として初
めて准組合員への対応方針が明示された。その内容は、

（2）1990年代
1990年代のＪＡグループを取り巻く環境は、激動の

①地域の実情に応じ准組合員の対応を行う、 ②集落

時代であった。1991年に牛肉・オレンジが自由化され、

座談会、 生活委員会等への参加など意思反映方策を

1993年には米の部分開放が決定した。1995年、食糧

講ずる、 ③協同組合運動への理解を深める教育、 情

管理法の廃止と新食糧法の施行、そして住専問題はＪ

報提供活動の充実をはかる、とある。

Ａグループを大きく揺るがした。1997年に「新たな米

第17回大会（1985年）は、
「総合力発揮をはかる経

政策大綱」が発表され、1999年に「食料・農業・農

営刷新方策 」のなかで組織基盤の強化を掲げた。 組

村基本法 」が制定されるなど、戦後基本法農政が大

織基盤の変容として、①農家戸数の減少、世代交代、

きく転換した時期である。

②農家間の規模・経営格差の拡大、③過疎化、混住

ＪＡグループ内では単協合併と系統組織整備が進め

化、階層の多様化、 ④組合員の価値観・ 行動様式の

られた。 ＪＡ数は1990年の3574から、1999年には

多様化が整理されている。歴史をひもとくと、第12回

1618へと半減した。また、金融自由化とバブル経済の

大会（1970年 ）で「多様化した組合員の農協への結

崩壊はＪＡの信用事業を直撃した。1990年、1991年

集」
、第15回大会（1979年）で「系統農協の課題」と

と２年連続で信用事業総利益は減少し、1992年度の

して「農家の多様化」が俎上に載せられているが、第

決算では、事業総利益全体の伸びがマイナスとなった。

17回大会の組織基盤の変容の整理は、 今日に共通す

すなわち、農政を取り巻く環境、事業を取り巻く環境

る点が多く見られ、組合員の多様化という課題認識の

など、ＪＡグループを取り巻く環境が大きな変化にさ

第一歩として位置付けられるであろう。

らされた時代であったといえよう。

その対応としては「組織基盤の強化」が掲げられ、

こうしたなかでＪＡグル ープの対応はもっぱら外部

青年・ 婦人の農協運営への参加促進と、 第16回大会

環境の変化への対応と、それに伴う組織整備に追われ、

を踏襲した准組合員対応が中心である。加えて、注目

1980年代と比較すると組合員加入促進の取り組みは

すべきは「
『１戸１組合員を基本とする』考え方が定着

後回しになった感がある。第19回大会（1991年 ）で

しているが、必要に応じ見直しを行う」という点であ

は、 農業後継者・ 婦人、 准組合員の加入促進のみが

ろう。この提言から、１戸複数組合員化の取り組みが、

提示された。第20回大会（1994年）では准組合員へ

特に後継者と女性の組合員加入促進として今日に至る

の対応の言及は見られず、 農業後継者・ 婦人の正組

まで続くこととなる。

合員加入のみが提示された。第21回大会（1997年）

第18回大会（1988年）は、おおむね前回大会を踏

では、青年・女性、准組合員の加入促進とともに、准

襲しているが、より踏み込んだ文言が２点見られる。

組合員など利用者の意思反映が追加されるにとどまっ

１つは、准組合員について「農家出身者等農業・農協

ている。

に理解ある安定的事業利用者に対し積極的に准組合員
加入をすすめ組織化をはかる」
（下線筆者 ）と、以前
の「対応」から、より積極的な「加入」促進へと変化

2000年代に入ると、 組合員の多様化への対応がＪ
Ａグループにおける大きな課題として再浮上し、それ

している点である。
もう１つは、
「従来の『戸』を単位とした農協の組織
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（3）2000年代

に伴うさまざまな取り組みが見られる。以下、年次を

結集の原理のみでは不十分となってきており…（中略）

追ってＪＡ全国大会ごとに見ていこう。

…『個』を重視した組織運営へと農協運営の転換をは

①女性の正組合員加入促進（第22回大会）

かることが必要になっている」と、前回大会の「必要

第22回大会（2000年）は、1999年に施行された男

に応じ見直しを行う」 から大きく踏み込んでいる点に

女共同参画社会基本法に対応して、 女性組合員の加
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ている点である。 第２に、
「法人形態の担い手が増加

【図 2】女性正組合員数の推移と正組合員に占める
女性正組合員比率
（人）
1,000,000

（％）
20

900,000

18

女性正組合員割合

800,000

16

女性正組合員数

する傾向にあるなかで、農家と同等の位置づけをし」
と、法人の正組合員加入を明示した点にある。第３に、
「組合員ニーズを的確に把握し…（中略）…事業利用
メリットを創出し」として「事業利用メリット」
「組合

8

300,000

6

提示された。第４に、准組合員を「農業に対するファ

200,000

4

ン」として位置付けている点にある。

100,000

2

これらの特徴は、 続く第24回大会（2006年 ）
、第

0

0

25回大会（2009年）に踏襲され、より戦略的に展開

2010年

400,000

2005年

10

2000年

500,000

1995年

12

1990年

600,000

1985年

14

1980年

700,000

資料：
『 総 合 農 協 統 計 表』より筆 者 作 成

員加入メリット」という概念を用いた点にある。この
「メリット」を「新たな組合員加入の促進」につなげる
といった、いわば事業戦略としての組合員加入促進が

することとなった。第24回大会では、
「ＪＡ運動に共鳴
しＪＡ事業を安定的に利用する組合員加入者数を維
持・拡大することが、組織・事業の安定と活力ある協

入促進、 運営への参画を大きく掲げた。
「農業やＪＡ

同組合づくりにつながる」
（下線筆者）として、目標設

事業・活動において重要な役割を担う女性のＪＡ運営

定を伴った「組合員加入促進対策」が提起された。

への参画を促進するため」として女性組合員比率、女

第25回大会では、
「組合員拡大目標の設定と実践」

性総代比率などについて全ＪＡでの数値目標の設定を

として数値目標の設定、
「組合員メリットの明確化と組

掲げるとした。

合員・利用者満足度の向上」の方策として「総合ポイ

図2は、1980年から2010年の間の女性正組合員数

ント制度」の導入・活用と、
「プライシング面（価格や

の推移と、正組合員に占める女性正組合員比率の推移

金利等）で組合員の優遇措置」が掲げられた。

を示している。1980年に49万人で正組合員のうち

③第26回ＪＡ全国大会「次代へつなぐ協同」

8.8％を占めていた女性正組合員は、1990年で66万人

2012年の第26回大会は「次代へつなぐ協同」を主

と10年間で17万人の増加、12.1％を占めるまで増加し

題として、組合員の世代交代への対応に１つの焦点が

た。 しかし、1990年代はその伸びがあまり見られず

置かれた。ここでは正組合員を年齢階層別に第１世代

2000年で74万人（1990年から８万人の増加 ）
、14.2

（昭和10年代生まれまでの専業・兼業農家、70歳以上）
、

％であった。2000年代に入り、数値目標を掲げて全Ｊ

第２世代（団塊世代、45 ～ 70歳未満）
、第３世代（団

Ａで女性の加入促進を進めた結果、2010年現在、女

塊世代の子世代、45歳未満）と大別している。第１世

性正組合員は89万人（2000年から15万人の増加）で

代に対しては継承対策、第２世代と第３世代に対して

18.9％を占めるまでに増加した。

は「若手、女性を含めた多様な農業者の力を結集して

②経営課題としての組織基盤拡充
（第23 ～ 25回大会）

いく」として組合員基盤強化と組織活動の支援を掲げ

第23回大会（2003年）以降、経営課題としての組

ている。さらに「地域農業・ＪＡの応援団」として准

織基盤の拡充、 事業基盤の強化が前面に出てくると

組合員加入を進め「経営基盤強化」を図ると提起して

いった変化が見られる。そうした意味で第23回大会は

いる。

転換期にあるといえるが、その中身について見ていこ
う。ここでの特徴は次の４点が挙げられる。

ここでの課題は、やはり組合員の年齢構成の高齢化
にある。今日のＪＡを中心的に支えてきた年齢階層は、

第１に、
「離農・世代交代等による出資金の引き出し

同時に日本の農業を支えてきた昭和一桁世代である。

の増大もすすむことが想定されます」と、農業人口の

そして、ＪＡは第１世代を中心に事業運営を展開して

減少と組合員の減少が出資金問題として強く危惧され

きたが、それは実態として農業者≒世帯主であり、歴
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世代、第３世代）から表している。70歳以上の第一世

【図 3】正組合員の年齢階層別に見た構成割合（2012 年）
不明

3.5%

代は43.2％を占めていることが分かる。対して45歳未

第3世代
45歳未満

5.4%

満は5.4 ％にすぎない。正組合員の高齢化は一目瞭然
である。ただし、この図は推計値を含んでおり、あく
まで今日の正組合員の年齢構成の概観である。高齢化
した正組合員の世代構成の下で、 世代交代はＪＡグ
ループにとって喫緊の課題と捉えられ、結果として大

第1世代
70歳以上

会自体の主題も「次代へつなぐ」と世代交代の必要性

第2世代
45〜70歳未満

43.2%

が強調されているのである。

47.9%

4．高齢化の実態と将来予測
ここで具体的な数値から正組合員の高齢化の実態と、
その将来予測に迫ってみよう。事例は西日本のＡ県で

注：年齢 階 層 別 の 組 合 員 数は推 計 値を含む

ある。図4は、2011年度のＡ県内のＪＡの年齢階層別

資料：第 2 6 回ＪＡ全 国 大 会 組 織 協 議 案 他 資 料より筆 者 作 成

の正組合員数合計を男女別に示している。最も組合員
史的に世帯主義であったＪＡの組合員と事業の構造に

数が多い年齢階層は男女ともに80歳以上であり、男性

大きく関わる。経営基盤強化に関わって提示された10

で約25％、女性で約40％を占める。参考までに年齢

年後のシミュレーションでは、
「高齢正組合員の世代

階層別の出資金を見ると、Ａ県内ＪＡの出資金総額は

交代」によって組合員が16％減少し、出資金払い出し

正組合員が約３分の２を占めるが、そのうち80歳以上

の増加や貯金の流出、 共済保有契約者の減少、 その

の正組合員の出資金が全体に占める割合は20 ％を超

先にはＪＡの収益構造の行き詰まりが危惧されている。

える。すでに世代交代時の出資金払い戻しが増加しつ

そこで、簡単に現在の組合員の年齢階層別の構成を

つあるとのことで、ＪＡの危機意識は強い。

見ていこう。図3は、2012年現在の正組合員の年齢階

図5は、 Ａ県中央会の推計による2010年から2025

層別割合を、ＪＡ全国大会での分類（第１世代、第２

年までのＪＡの正組合員数の推移予測を示している。

【図 4】Ａ県の年齢別に見た正組合員数（2011 年度末時点）
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出典：第 2 6 回 JA 「 A 」 県 大 会 決 議より転 載
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【図 5】Ａ県の正組合員数の推移予測
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150,000
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として組合員の多様化が1980年代から提起されてき
たこと、2000年代に入って組合員の多様化が待った

80歳以上

2010年度比

1980年代から歴史的に整理したが、組織基盤の変容

75

進運動が数値目標を伴って進んだことなどを確認した。
ここで注目したい点は、2012年の第26回大会で強調

60.5%

されたＪＡの正組合員の世代構成の問題である。
100,000
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すでに見たように、ＪＡの正組合員の世代構成は著
しい高齢化の状態にある。こうした正組合員の世代構
成の偏りは、ＪＡが組合員の高齢化に手をこまねいて

50,000

25

いたから、というのみが理由ではない。むしろ、国の
あり方、産業の構造として農業が昭和一桁世代を中心
とした高齢者に依存してきたこと、同時に昭和一桁世

0

2010年
（実測）

2015年
（推計）

2020年
（推計）

2025年
（推計）

0

出典：第 2 6 回 JA 「 A 」 県 大 会 決 議より転 載

代をはじめとして今日の高齢農業者が粘り強く農業、
そして地域を支えてきたということの証しでもある。し
かし、いよいよ正組合員の高齢化は、わが国農業のあ

これは平成合併前市町村単位の人口推計に基づいて

り方とＪＡの組織基盤・経営が、剣が峰を迎えている

析出したコーホート変化率を利用して、年齢階層別に

ことを示している。

正組合員数の推移を推計している。2010年時点で16

必要となるＪＡの対応は高齢化した正組合員の組合

万人以上であった正組合員は、2025年で10万人を割

員資格の継承であり、組合員の加入促進であり、組合

り込み、約４割の減少となると予測されている。

員への対応・結び付きの強化であろう。単に数値目標

5．組合員の多様化と加入促進運動

として組合員数を増やすのではなく、多様な組合員の
課題に耳を傾け、多様な課題に対応し得る事業の再編

ここまで今日のＪＡの組合員の多様化を統計分析か

成などが求められる。そして正組合員の組合員資格の

ら確認し、またＪＡグループの組合員対策のうち組合

継承では、その後継者を含めて、
「戸」
「いえ」
「世帯」

員加入促進の取り組みを歴史的に俯瞰した。組合員の

に着目する必要があると考えられる。1980年代以降、

多様化では、正准逆転、正組合員の多様化、大規模

「戸」から「個」へと運動が変化したが、今は「戸」

ふ かん

な経営体への集中の３つを特徴として整理した。
そして、 ＪＡグル ー プの組合員加入促進について

と「個 」の二兎を追う必要性が出てきているといえる
であろう。

【食料・農業・農村】トピック▶ 組合員の多様化の統計的把握と
「次代へつなぐ協同」 ＪＣ総研レポート／2013年 春／VOL.25

25
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研究ノート
有機農業：ＪＡの取り組みの可能性を探る
い

ず

み

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員● 和 泉

ま

り

真理
動連盟）とFiBL（有機農業研究所）によれば、2010

1．はじめに

年の世界の有機農業面積は3704万haであり、これは

有機農業の推進に関する法律（以後、
「有機農業推

世界の農地面積の0.85 ％に相当する。1999年には

進法」
）が2006年にでき、国を挙げて有機農業を推進

1100万haであったので、10年強で3.4倍と急速に伸び

しようとの狼煙を上げてから６年たつが、欧米諸国や

ている。

の ろ し

韓国などに比べると日本の有機農業はなかなか伸びな

このうちオーストラリアは1200万haと、世界の有機

い。有機農業の推進は、グローバル化に対する地元農

面積の３分の１を占める。一方、農地に占める有機農

業生き残りの１つの手段手法とも考えられるが、TPP

業面積の比率が高いのがEUであり、全農地の5.1％に

というグロー バル化の波を前に日本ではそのような視

相当する840万haとなっている。オーストリア、スイ

点からの有機農業への傾斜も感じられない。 ＪＡグ

ス、スウェーデンといった国々では農地の10%以上が

ループにおいても、有機農業について全体として推進

有機農業用の農地である。

しているとの印象はない。日本の有機農業の実態、課

その他の地域としては、 中南米840万ha、 アジア

題、可能性はなんなのか。ＪＡは有機農業に対してど

280万ha、北米270万ha、アフリカ100万haとなって

のように関与していく可能性があるのか。

いる。全農地に占める有機農業面積の割合は、アメリ

本稿はこのような問題意識を、有機農業に取り組む

カは0.6%、 韓国は0.84%である。 世界の有機農産物

ＪＡや生産者へのヒアリングによって明らかにしようと

生産を大別すると、オーストラリアや中南米などの輸

したものである。この調査に当たっては、 有機JASの

出のための有機農産物生産と、北米とヨーロッパなど

認証機関である、 特定非営利活動法人日本有機農業

の自国市場のための有機農産物生産と考えられるだろ

生産団体中央会および会員の皆さまに多大な協力をい

う。

ただいた。ここに厚く御礼申し上げたい。

2．日本の有機農業の立ち位置
そもそも有機農業とは何か。 農林水産省のパンフ
レット

一方、世界の有機産品の市場はどのようになってい
るのだろうか。同じIFOMとFiBLのデ ー タによれば、
2010年の世界の有機産品市場規模は591億ドルで
あった。 こちらも1999年の152億ドルから10年間で

によれば、
「有機農業とは、①化学肥料や農

3.9倍と大きく拡大している。有機産品市場の大きい国

薬を使用しない、②遺伝子組換え技術を利用しない、

を見ると、１位はアメリカ（267億ドル ）
、２位ドイツ

ことを基本として、 環境への負荷をできる限り低減す

（84億ドル）
、３位フランス（47億ドル）と続く。全体

る農業生産の方法」となっている。つまり有機農業と

として、アメリカとヨーロッパで９割以上を占める。海

は環境保全型農業の１つである。
「有機食品」というと

外の有機市場はこの20年ほどで急速に拡大したが、

注１）

お

い

「安全・安心」というイメージが先行し、
「美味しい」
「環境に優しい」との認識が十分に行き渡っているとは

リーマン・ショックで頭打ち傾向にある。
世界の有機農業の全体像を見てきたが、 一方、 日
ほ じょう

本の有機農業面積は、2012年の有機JAS圃場の面積

思えない。
ここで、まず、世界のなかで見た日本の有機農業の
立ち位置を考えてみたい。IFOAM（国際有機農業運
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注1）農林水産省「有機農業を推進しましょう！」
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【図 1】日本の有機農産物・加工食品の格付け実績

【図 2】作目別の有機格付け実績の推移
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資料：農 林 水 産 省「有 機 農 産 物 等 の 格 付 実 績 」を基に筆 者 作 成

の支援や、2011年度までの農地・ 水・ 環境保全向上

は9495haであり、 農地面積の0.21%と先進国のなか

対策、2011年度からの環境保全型農業直接支援対策

では少ない。日本の有機農産物市場は13億ドルとなっ

がある。特に環境保全型農業直接支援対策については、

ているが、輸入品比率が多いのが特徴である。有機農

2011年度の実績を見ると66%が有機農業に向けられ

産物として格付けされた農産物の国産比率は６％、有

ている。

機加工食品の国産比率は43 ％であり、 国産の有機加

3．有機農業に積極的に取り組む JA・農協

工食品の原材料に輸入有機農産物が使われていること
を考慮すれば、日本の有機市場は多くを輸入品に頼っ

以上、日本の有機農業の世界のなかでの立ち位置や

ているといえよう。 図1は、日本の有機市場の規模の

近年の動向を見てきた。世界の有機農業の伸びに比べ、

推移を推計してみたもので、国内で格付けされた農産

拡大のテンポが遅い日本国内の有機農業。ＪＡの有機

物、国内外で格付けされた有機加工食品を足し上げて

農業への関心もあまり高いとはいえないなかで、有機

有機市場の規模としてみた。なお、海外で格付けされ

農業に積極的に取り組むＪＡ・農協もある。これらの

た農産物の過半は国内で加工されると見なして加えて

事例を取り上げ、取り組みの成果や課題を見ていくこ

いない。日本の有機市場もこの10年で徐々に伸びてい

とにする。

るが、リーマン・ショックで頭打ちとなっているのは、
（1）JA魚沼みなみ

世界の傾向と同様である。
このように、日本国内での有機農産物の生産は市場

新潟県の南部、群馬県に接する南魚沼市の六日町地

に比べてかなり小さいが、生産量自体は着実に伸びて

区と大和地区を管内とするＪＡ魚沼みなみは、東に八

いる。有機JASと格付けされた農産物の量は、日本の
格付け実績は2001年から2011年の10年間で1.7倍に
拡大している。作目別には、野菜が７割近くを占める。

新潟

また、野菜と緑茶がこの10年間で２倍以上の伸びであ

山形県

るのに対し、米・麦・大豆は伸び悩んでいるといえる
。
（図2）

新潟県

日本の有機農業に関する制度としては、有機食品の

ＪＡ魚沼みなみ

表示を規制するJAS法による有機認証・表示の制度と、

福島県

南魚沼市

2006年に制定された推進法としての有機農業推進法
がある。具体的な推進策としては、有機農業地区推進

長野県

事業（旧・モデルタウン事業）による核となる地域へ

群馬県

栃木県

富山県

【食料・農業・農村】研究ノート▶ 有機農業：ＪＡの取り組みの可能性を探る

ＪＣ総研レポート／2013年 春／VOL.25

27

海山をはじめとする越後山脈、西は魚沼丘陵を望み、

通販を行う企業に、５割減米については生協（パルシ

四方を山に囲まれ、中央を南北に流れる魚野川で形成

ステムズ）への販売が主である。また、ＪＡは個別の

される中山間地である。豪雪や山系により水源に恵ま

顧客リスト３万人分を持ち、そこへの販売も行う。

れており、魚沼コシヒカリの産地として知られている。
2000年に旧・ＪＡ六日町と旧・ＪＡ新潟大和町が合併

年産 ）は、有機米は４万5000円を超え、２万円に満

して発足した。 組合員数は2012年２月末現在で、 正

たない慣行米とは大きな開きがある。しかし、この価

組合員が4584人、准組合員が4058人となっている。

格差があっても有機米生産者は増えないそうで、
「有

ＪＡ魚沼みなみにおいて有機米生産に取り組むよう

機米生産者の大変さを見ているととてもやる気にはな

になったきっかけは、米生産者が自ら米を直接販売し

れない」そうだ。

たいと考えていた1989年・1990年ごろに、 特別栽培

ＪＡ魚沼みなみが有機米の販売に取り組むことの意

米であれば自ら販売できるようになったことがある。こ

義として、ＪＡの担当者は、有機米生産者には専業農

のため、旧・大和町に有機米研究会、旧・六日町にコ

家が多く、 専業農家をＪＡに惹き付けることでＪＡの

シヒカリ王国という生産者組織が発足した。生産者組

集荷率を向上させることだと語った。ＪＡとして、 専

織はUコープ（その後のパルシステム生協）との取引

業農家の２割を押さえることを当面の目標と考えたそ

で特別栽培米の生産を拡大し、有機JAS制度が発足し

うだ。このような取り組みにより、ＪＡ魚沼みなみの米

てからは有機米に取り組むようになった。

の集荷率は取り組み当初の55%程度から、 現在は70

ＪＡ魚沼みなみはこのような生産者による特別栽培
米、有機米生産への取り組みを販売面から支援してい
る。

％近くにまで向上している。
ＪＡ魚沼みなみの有機米生産者のリーダー的存在の
１人であるＡ氏は、 約6.8haの経営面積の内訳が、有

ＪＡ魚沼みなみの米の集荷量は約16万俵であり、そ

機米2.2ha、８割減米2.3ha、５割減米と慣行米で2.4

のうち約13万俵を独自販売している。その内訳は、有

haとなっている。もっと有機米を増やしたいが、圃場

機米（2000俵）
・８割減米（4100俵）
・５割減米（２

整備が早く行われたため区画が20ａなどと小さく、緩

万5000俵）
・慣行米（９万6000俵）の４区分となって

衝帯を取る必要性を考えると有機米を作れる圃場がな

いる。このうち、８割減米については、もともと有機米

いとのことで、周辺農家と話し合い有機米圃場の団地

圃場の緩衝帯を想定して設置した。ＪＡ魚沼みなみで

化に取り組んでいた。また、除草がネックになってお

は、特に有機米・８割減米・５割減米についてはＪＡ

り、 紙マルチなどを使っているが十分ではないことも

自ら精米して販売する。そのためにラック式倉庫も保

課題として挙げていた。もう１人の有機米生産者Ｂ氏

有している。販売先は、有機米については高級食材の

は、約４haの経営面積で、その内訳は有機米1.75ha、

【写真】ＪＡ魚沼みなみ管内の有機米田。目印に赤い旗が立てられてい
る
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り組んでいる

米の専業農家の経営面積としては小さいが、有機米生
産に取り組み、高い単価を得ることで経営が成り立っ
ているといえよう。
ＪＡ魚沼みなみの有機米販売量はこれまで順調に拡
大してきたが、ここ２〜３年、売れ行きが頭打ちとな
り、2011年、初めて農家にあまり有機米生産を増やさ
ないよう伝えたそうだ。魚沼コシヒカリというブランド
米産地ではあるが、ＪＡとしては今後は米から他作目
（施設園芸、露地野菜）への転換・多角化が必要と考
え、施設園芸のモデルハウスなどを造り農家を指導し

︻写真︼ＪＡささかみ管内では、地域を挙げて有機農業に取

８割減米1.9ha、慣行米0.5haとなっている。いずれも

ているところであった。
以後パルシステムズとの産直・交流活動を軸にＪＡさ
（2）JAささかみ

さかみの直接販売を展開していった。有機米生産やパ

新潟県北東部の阿賀野市にあるＪＡささかみは、

ルシステムズとの交流活動を主導してきたのは前のＪ

1994年に旧・ 笹岡農協と旧・ 神山農協が合併して誕

Ａささかみの営農課長であり、ＪＡささかみの組合長

生した。
「地域一丸となって環境創造型農業に取り組

や専務も含めて理事の半数以上が有機米生産者で構

むことで生物多様性農業を推進し、安心・安全な農産

成されている。

物の生産に取り組む」ことをスローガンにしており、

ＪＡささかみも、 ＪＡ魚沼みなみのように米を４分

「ゆうきの里ささかみ」として有機農業への取り組みは

類しており、ＪＡささかみでは有機米（全体の３%）
・

よく知られたＪＡである。 有機農業の「モデルタウン

75%減米（60%）
・５割減米(25〜30%)・ 慣行米（10

事業 」の対象地域ともなっている。 組合員数は2012

〜13％）となっている。2009年から５割減米以上をＪ

年１月末現在で、正組合員が1523人、准組合員が320

Ａのスタンダードにする「あたり米 」に取り組んでお

人となっている。

り、現在では85%が「あたり米」以上水準になってい

まい

ＪＡささかみの有機米への取り組みのきっかけは、

る。ＪＡささかみも米はおおむね独自販売であり、こ

1978年の減反反対運動から生協（後のパルシステム

のうち有機米・75%減米はほとんどがパルシステムズ

ズ）と人的交流を開始したことによる。これが1988年

に販売される。 価格は有機米２万9000円、75%減米

の特別栽培米制度の発足における特別栽培米の産直

１万8000円、 あたり米１万2000円となっている。 パ

につながった。1992年には「ゆうきの里」宣言を行い、

ルシステムズとの関わりは米以外にも幅広く、 ＪＡの
転作大豆の加工施設で作った豆腐もパルシステムズに
販売され、また、パルシステムズとの交流事業のため
のNPOを立ち上げ、 消費者と生産者双方から運転資

阿賀野市

山形県

金を集め、交流・研修事業を行っている。
ＪＡささかみは、 パルシステムズとの提携により、

新潟

米のみならず、米加工品、豆腐、その他パルシステム

ＪＡささかみ

ズから商品提案されたものも含めた販路を確保してい

新潟県
福島県

る。また、有機に取り組むことにより、85%という高い
集荷率を確保している。これについて、ＪＡささかみ
の一帯は米の集荷業者の多い地域であり、ＪＡは高く

長野県

群馬県

栃木県

売らなくては生産者が離れていくとの意識を持ってい

富山県
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業として広がるなか、紀ノ川農協は環境保全型農業を
推進して今日まできている。なお、紀の川市は有機農
業のモデルタウン事業の実施地域である。
900人強の組合員のうち、コアとなる農家は約300
人だが、そのなかの190人程度が特別栽培農産物の認
証やJAS有機認証を取得している。そのなかで、有機
キウイフルーツの生産では部会として全国最大の面積
を持ち、 柿については８割以上が特別栽培・ 有機と
なっている。今年からは玉ネギの有機認証を本格的に
開始したところである。
【写真】ＪＡささかみ管内の有機米田。この谷ではすべて有機栽培が行
われている

紀ノ川農協の販路のうち60%はコープネットであり、
全国北から南まで多数の生協に販売している。産地と

た。また、ＪＡが中心となって地域で有機米生産に取

しての自立性を維持するため、１つの生協に集中する

り組むことで「有機のささかみ」というブランド化にも

のではなく、分散させている。残りは有機農業生産者

成功している。

による販売組織である株式会社マルタを通じてのイオ

しかし、この２年、連続して病害虫から有機米の収
量が大きく落ち、有機から一時撤退する農業者が続出

ンやオイシックスへの販売、有機食品専門卸や給食・
直売所での販売などである。

した。 買う側のパルシステムズからは有機米をもっと

このような環境保全型農業への取り組みの意義につ

欲しいといわれており、ＪＡささかみとしては生産者に

いて、 紀ノ川農協の担当者は、
「環境に配慮した商品

もっと作ってもらいたいそうだ。また、今後の方向とし

だからといって必ずしも価格が高くなるわけではない

て、ＪＡささかみとしては、有機米に取り組む専業農

が、売り場の占有権は取れる」
「紀ノ川農協のブランド

家に対し、米＋α（ジャガイモなど）という経営複合

の方向であり存在意義」と言い、農協内でも特別栽培

化を薦めているところであった。

に取り組む生産者を優遇するようにしているそうだ。
特別栽培と有機について、生産者にとって特別栽培

（3）紀ノ川農協

30

に取り組むための技術的ハードルは低く、参入者も多

紀ノ川農協は和歌山県全域を対象に展開する販売

いが、有機生産はその延長にあるものではなく、
「次元

専門農協である。組合員数は2011年で932人となって

が違い、覚悟が必要」である。有機農産物は市場とし

いる。果実では平種柿、ミカン、キウイ、野菜ではト

ては「そこそこ」あり、
「まともな有機農産物を作れば

マト、玉ネギの取扱高が大きい。

売れる」のだが、ハードルが高い。紀ノ川農協で有機

紀ノ川農協は、旧・那賀町農協の青年部が団地への

での生産が多いキウイについては、反収自体は有機栽

ミカンなどの引き売りをきっかけに市場出荷以外の販

培と慣行栽培とで差はないが、この５〜６年害虫対策

売チャンネルに取り組もうと、販売だけの別組織であ

に苦慮しているそうだ。 特にミカンのように生産者が

る那賀町農民組合を立ち上げたところから発展し、

高齢化してくると、有機栽培のような新しい技術を取

1983年に紀ノ川農協が設立された。

り入れるのは難しいとのことだった。

消費者との直接取引のなかで学びながら、ワックス

また、有機認証を取るためには煩雑な記帳が求めら

を使わない、農薬を控える、見かけ重視をやめる、通

れ、農協はこれをグループとしてサポートし、年次監

い箱システムの導入などに取り組み、消費者の支持を

査などに対応している。

得て急速に拡大し、組合員も拡大した。那賀町自体も

このように有機栽培へのサポートをし、対象作物の

環境保全型実践農業（安全・安心 ）を呼び掛け、紀

拡大も進める一方、紀ノ川農協の担当者は有機JAS認

の川市への合併以降は環境保全型農業が市全体の事

証を取ることの必要性への疑問も口にした。産地と小
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売りとの提携関係が強まれば強まるほど、双方の信頼

である。Ｃ氏は有機米生産の除草方法として、２回の

関係も深まり、そうなれば追加コストが必要な有機認

代掻き、アイガモの活用、人力を組み合わせている。

証を添付しなくてもよくなる。 日本のように、 有機農

雇用しているパート労働力のほとんどは除草のためで

産物の流通に占める提携関係・直接取引の割合が多い

ある。また、大豆との輪作は雑草を抑える効果がある

なか、有機JAS認証制度の普及の難しさを感じさせた。

ので、大豆２作程度の後に米を数作というサイクルで

しろ か

圃場を回している。

4．有機農業に取り組む農業者

大潟村の水稲栽培に占める有機栽培の比率は2006

個別経営のなかで有機農業に取り組む意義や課題と

年で約10%と極めて高く注２）、JAS全国の有機米生産比

は何か。経営のなかに有機農業を取り込み成功させて

率に占める大潟村の比率も高い。大潟村で有機米生産

いる２人の生産者を紹介する。

が盛んな理由として、 圃場の区画が広く１カ所にまと
まり、緩衝帯設置の必要性が低いこと、風通しが良く

（1）秋田県大潟村 有機米・大豆生産者のC氏

病害虫が出にくい気象などが挙げられる。しかし、さ

C氏は40年前に福岡から大潟村に入植した。現在の

らに大きな要因と考えられるのは、1960〜70年代の

経営面積約18.7haはすべて自作地で、 うち大豆が７

589人の入植者、１戸15haで始まった大潟村の農業が、

ha、 残りは米である。 経営面積のうち有機圃場が

現在でも約520戸を維持していることにあるのではな

16ha、特別栽培が2.6haとほとんどが有機での生産を

いか。１戸20ha以下という現在の米専業農家の規模と

行っている。

してはむしろ小さい面積規模の制約の下で、500人以

Ｃ氏が有機農産物生産に取り組むようになったのは、
入植した当時生産調整が始まっており、田畑輪換経営

上の優秀な専業農家が取る道は単価を上げることであ
り、有機栽培はその選択肢の１つであったのだろう。

が入植条件であったなか、作った大豆や玉ネギを生協
（2）青森県おいらせ町 大規模露地野菜経営のD氏

に売ったことがきっかけだそうだ。 現在は有機の米と
北海道
大豆の生産・ 販売の他、 米の加工事業（芽吹き玄米

Ｄ氏は経営面積59ha、作付け延べ面積73haでニン

製造の特許を持つ）
、他の有機米生産者15人ほどの米

ジン、ゴボウ、長イモ、ダイコン、ネギなどを生産す

の販売事業も行う。労働力は本人、妻、長男、長女、

る大規模露地野菜農家である。59haのうち自作地は

長女の夫の他、 雇用を常勤２人、 パ ー ト年間300〜

5.2ha、農地は95カ所に分散している。Ｄ氏は主力作

400人日入れている。販売先は卸や個人、楽天のサイ

物であるニンジンの４分の１に相当する4.5haを有機で

トなどで、すべて個人で売っている。

栽培している。労働力はＤ氏、妻、妻の弟＋雇用33人

青森

である。生産物の販路は６割が（株）マルタ（そこか

有機米・大豆生産の最大のネックはやはり除草作業

らイオンなどに流れる）
、２割が地元ＪＡ、２割が地元
青森県

市場となっている。
有機農業に取り組んだきっかけは、減農薬・減化学
肥料栽培を通じて（株）マルタと取引をするなかで、

大潟村

マルタの会長から有機生産を薦められたことだそうだ。

秋田県

ニンジンはそれまでも農薬の使用量が少ないので、と

秋田

りあえず10ａから始めた。当初は草だらけで大変だっ
岩手県
岩手県

たが、３年ほどで前作をどうするかや作業のタイミン
グなど、技術的なコツがつかめたそうだ。
有機栽培のネックはやはり除草であり、基本は手で

山形県

注2）大潟村「大潟村 農業の紹介」2012年
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北海道

ような今の有機JASの方向は違うのではないかと語っ
ていた。

5．有機農業の課題と可能性
これまで紹介してきた事例を基に、有機農業の課題
と可能性をまとめてみたい。

青森

おいらせ町

（1）有機農産物の需要、買い手

青森県

有機農産物の需要自体はあるというのが多くの声
秋田県

岩手県

だった。
「有機と慣行が同じ価格だったら絶対有機を
選ぶ」
「環境保全型農業によって作ることで売り場の

除草する他、機械除草も取り入れている。有機ニンジ

確保ができる」
。ＪＡささかみは「需要は伸びており要

ンの作付け面積は８haの時期もあったが、経営面積が

望に応じきれていない」そうだし、Ｄ氏の主要販売先

拡大し、労力を有機栽培に以前ほど割けなくなったの

の（株 ）マルタは余計にできた分まで買ってくれると

で、現在は４〜５haで維持している。また、ニンジン

いう。

秋田

以外の作目については、技術がなく、経営リスクが大
きいため取り組んでいない。

岩手県

Ｄ氏は連作障害を避けるために輪作をしているので、

しかし、
「有機 」 の意味・ 内容についてまだまだ消
費者への浸透が足りないとの声が多く聞かれた。そも
そも、 有機農業推進法の対象とする「有機 」 が有機

有機ニンジンの圃場が変わる。そのため、圃場によっ

JASの対象以外も含むこと、特別栽培農産物の存在、

ては有機転換期間中となり、管理の難しさから格付け

さらに環境保全型農業による農産物に対する小売業ご

表示は有機のものも含めて転換期間中有機としている。

との個別ブランドの存在などが、消費者を混乱させて

Ｄ氏の経営の場合、有機栽培と慣行栽培のニンジン

いる面もあるだろう。

とでは価格で１㎏当たり200円しか違わない。 これに

また、有機のニーズはあっても、有機農産物の生産

ついてD氏は、大規模で取り組む以上、収穫された農

者と流通との提携関係が強まれば強まるほど「有機認

産物を売り先にさばくのが先決であり、10〜20ａで有

証」の必要性がなくなるとの矛盾も指摘された。

機をやる人とは訳が違うという。また、有機栽培に取
り組むことでの元は取れていないというが、 それでも
有機に取り組むのは、それによって経営全体の栽培・

農業生産者にとって、有機農産物の生産は、販売面

衛生管理を含むトータルな意味で技術的な向上ができ

でのより高い単価の確保、差別化、ブランド化につな

るからだという。 例えば、市場に出荷するときに生産

がる他、有機生産に必要な高度な生産技術が身に付く、

記録を求められるが、D氏の農場はすぐに生産記録が

有機認証制度が求める記録保持など経営へのメリット

出せるので、 市場から重宝されている。 グロ ー バル

もある。単価の高い有機農産物を生産することで、限

GAPへの対応も比較的容易であり、近く認証を取る予

られた経営面積でも専業で経営できるというメリット

定である。

は、特に有機米生産で感じられた。

Ｄ氏本人は、有機JAS認証における判定員でもある。

32

（2）生産者から見た有機農業

しかし、慣行栽培から特別栽培への移行は比較的容

生産者として、有機JASの認証制度はソフト面が細か

易であっても、そこから有機栽培へのハードルは極め

すぎると感じている。 そもそも有機JAS制度の導入の

て高いというのがインタビュー後の印象である。日本

背景は、自称「有機」が氾濫していたことに対し、本

の有機農業の最大のネックである除草技術を含め、ま

物とまがい物の有機との線を引くためだったはずなの

だ各地域に即した技術体系ができておらず、農業者が

に、真の有機生産に取り組む農業者が取り組みにくい

独自に試行錯誤して技術を築いている状態であった。
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まずは地域に即した技術体系の確立が急務といえよう。

有機農業への支援はＪＡが管内の意欲的な農家を惹き

また、有機JAS認証に必要な緩衝帯の設置も、有機

付け、ＪＡとしてのブランド力を高める１つの方策であ

農業（特に土地利用型）の広がりを阻害している。有

ろう。

機圃場の団地化が理想であるが、そのためには、JAな

さらにＪＡグループ全体にとってみれば、有機農業

どが地域全体として有機・減農薬を推進していく必要

を含めた環境保全型農業への積極的な取り組みを通じ、

があろう。

消費者を味方につけるという視点で、この分野での活

日本の有機農産物の作目別の動きを見ると、 米・
麦・大豆という土地利用型作目での伸びが低い。有機

動を展開することを考えていく必要があるのではない
か。

農業によって高い生産物単価を得ることにより、規模
がそこそこの専業農家が経営として成り立つ事例を見
てきたが、農業者数が減少しつつあるなか、以前より
規模拡大は容易になり、有機農業に取り組まなくても

（4）有機JAS認証制度の課題
最後に有機農業に関する法制度についても言及して
おきたい。

成り立つ経営をつくることができるようになったのが、

有機農産物に関しては、有機JAS認証制度、有機農

その背景ではないか。今回インタビューした有機農業

業推進法の対象となる農産物、特別栽培農産物、エコ

に取り組む農業者にはほぼ全員農業後継者がいたが、

ファーマーなどさまざまな制度の存在という問題があ

「彼らの世代になったとき有機農業をしているかどうか

る。特にそのなかで、推進法たる有機農業推進法と表

は分からない」 というのが、 親世代の一致した見解

示規制を行う有機JAS法が支援とブレーキを同時にし

だった。

ており、矛盾しているとの指摘がインタビューを行っ

一方、今後規模拡大があまり見込めない大潟村では
有機生産者が多い。 一定程度の規模を確保した後、

た農業者から多数聞かれた。
有機JAS制度自体については、
「文書が分かりにくい、

経営者が単価の確保・ 差別化のために有機農業を選

利用者に対し不親切 」
「書類整備の煩雑さを考えると

択することになるのかもしれない。

１経営が多品目で取り組むのは難しい」ことも課題で
あった。この点において、ＪＡが書類管理・手続きを

（3）JAにとっての有機農業

一元的に行うことは生産者側からの評価が高かった。

管内の有機農業を支援するＪＡは、それによって、

制度の複雑さは、消費者への普及を妨げる要因でも

専業農家・優秀な農家をつかむ、高い価格確保を通じ

あると考えられる。 有機農業に取り組もうとする意欲

て集荷率を上げる、ＪＡや地域農業のブランド化とい

的な農業者の後押しをするような制度体系が望まれる。

う成果につなげている。

また、有機JAS認証を取得するための費用負担も生

そのためには、ＪＡが有機農産物を独自に販売する

産者のネックとなっている。他方、有機JAS認証に実

ことが必須になる。調査先では生協や（株）マルタの

際に関与している筆者の実感として、国内の認証団体

ような専門流通業が主要な販路となっていた。また、

は、 現状の認証手数料だけでは認証事業の継続が精

ラック倉庫を整備するという、独自販売に合わせた施

一杯であり、例えば周辺からの農薬の飛散の影響など

設や体制整備も行われている。農業者の負担の大きい

についての独自のデータ収集といった活動までなかな

書類管理・JAS認証手続きなどをＪＡがまとめて担当

か手を出せていない。そもそも、日本の認証団体数は

することも、有機農業者がＪＡに期待する大きな側面

世界でも有数の多さ（米国、韓国、日本が認証団体数

であろう。

の上位３カ国）であり、認証団体間の検査基準の違い

食品流通業や食品加工企業が、 契約関係やGAPの
ような基準によって農家を囲い込む動きが進むなか、

の存在も指摘されている。今後、有機JAS認証の実施
体制そのものの成熟が必要であろう。

【食料・農業・農村】研究ノート▶ 有機農業：ＪＡの取り組みの可能性を探る

ＪＣ総研レポート／2013年 春／VOL.25

33

食料・農業・農村

現地レポート
都市農業を生きる農家

――ＪＡ東京むさし管内農家の事例報告
に い

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 倪

じ ん

鏡

軒の農家を通じて、都市農家における新しい動きを報

はじめに

告したいと思う。

近年、都市農業・都市農家を取り巻く環境が大きく
変わってきている。高度経済成長期にあった急激な都
市への人口流入と産業集中が、人口減・高齢化に変わ
り、日本の社会構造が大きな変化を迎えている。そん
ななか、新鮮で安全な農産物を提供するのみならず、

事例１
援農ボランティアの活用で都市農業を生き返らせる
―― ナスの篤農家・星野直治氏
（1）市場出荷と直接販売の両輪を回す

都市住民に身近な農業体験・交流活動の場づくり、そ

三鷹市の閑静な住宅街の一角に星野さんの農園が

して良好な景観の形成、防災空間の確保、国土・環境

ある。農園の入り口に立っている野菜直売のコイン販

の保全など、都市農業の果たす多様な役割に対し、再

売機がまず来訪者を迎えてくれる。
星野さんは農業経営を始めて50年がたち、 現在ナ

認識されるようになってきた。
とはいえ、都市農家が農業生産活動と地域に根差し

スをはじめ、10数品目の野菜の栽培を行っている。経

た活動に取り組む実態が十分に把握されているとは言

営面積は約30ａである。うち、ナスが25ａ、その他に

い難い。今回のレポートではＪＡ東京むさし管内の３

トマト、エダマメ、トウモロコシと葉物などがある。
生産物は市場出荷と庭先での直接販売を通じて販

埼玉県

売するが、市場は全体の６割を占める。とりわけ、主
力のナスは収穫量が多く、品質も高いため、長い年市

東京都

小平地区
国分寺地区

ＪＡ東京むさし
山梨県

武蔵野地区

東京
小金井地区

三鷹地区

場で高い評価を得ている。一方、少量多品目の野菜は
取れたてを売りに、庭先に設置されたコイン販売機で
近隣の住民に販売する。また、数年前から江戸東京野
菜の「寺島ナス」の栽培に取り組み始めた。まだ少量

神奈川県

であるが、主に卸売業者経由でレストランに販売して
千葉県

【写真】地域農家が作った野菜の宝船。毎年秋に開催されるＪＡ東京む
さし各地区の農業祭に飾られる
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【写真】取れたての野菜が買えるコイン販売機。小路の先に広がってい
るのは星野さんの農園
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いる。

たのである。
技術だけでなく、出荷工程においてもさまざまな工

（2）こだわりから生まれたナスへの高評価

夫がなされた。選別を例にすれば、市場では品質にA、

都市農家が営農を継続する上で、 避けて通れない

B、C、大きさにS ～３Lまで、合計15の規格があるが、

問題は相続による経営農地の減少である。星野さんの

大規模産地では、細かく選別するのは難しい。そこで、

父親の代に、ナスの他、トマト、キュウリ、ブロッコ

星野さんは自前で選別機を導入し、市場の規格に沿っ

リー、カリフラワーなどたくさんの品目を生産し、すべ

て厳しく選別することにした。 その後、 市場から高く

て市場出荷していた。しかし、その後相続によって農

評価され、いずれの規格でも良い価格で取引すること

地は半減した。限られた農地を生かし最大限に収益を

が可能となった。こうしたきめ細やかな作業で付加価

上げるため、品目の絞り込みが迫られた。トマトやキュ

値を付け、常に市場トップを勝ち取っている。市場出

ウリなどと比べ、ナスは収穫後時間がたつと光沢が減

荷にこだわる理由を聞くと、価格の他、全国各地の生

り変色しやすく、鮮度維持が困難という特徴がある。

産者と競争するため、栽培技術の向上にもつながると

そのため、長期間保存と長距離輸送に不適で、遠隔産

いう。

地にとっては不利な品目である。一方、東京は市場に

また、品質維持には適正規模へのコントロールが必

近く、上記の課題は克服しやすい。また、大規模産地

要とされる。 現在の経営面積でナスを2500本の水準

と比べ、比較的量が少ないため細かい選別でも柔軟に

に維持するのが最適で、むやみに拡大し秀品率が下が

対応できる。こうした利点を生かし、星野さんは大規

れば、かえって売り上げの低下につながってしまう。

模・遠隔産地と差別化を図ることにした。
とはいえ、市場で高評価を得られる前提は高い品質
である。そのため、星野さんは絶えず栽培技術を追求

（3）援農ボランティアの活用で農業の活気を取り戻
す

する。ナスの連作障害と青枯れ病の解決方法を見つけ

星野さんの農業経営を語る上で、
「援農ボランテ ィ

るため、トマトなどさまざまな台木を用いて試行錯誤

ア」の存在がなくてはならない。援農ボランティアと

したが、なかなか良い結果が出せずにいた。その後、

は農作業を手伝う一般市民のことである。

偶然にＪＡからの情報を受け、トルバムビガーの接ぎ

星野さんの農園で、日常の農作業は夫婦２人で担う

木を試験的に使ったところ、 青枯れ病を防ぎ丈夫な

が、週末になると、援農ボランティアで畑は一気にに

根っこができるようになった。しかも、この方法で栽

ぎやかになる。なかには、独身男女もいれば、子ども

培したナスは促成栽培から抑制栽培まで適応するため、

連れの若い親、定年前後のサラリーマンもいる。職業

出荷期間は従来の９月までから10月中旬までに延長す

も経歴もさまざまである。

ることができた。その結果、収量も売り上げも上がっ

【写真】自家製堆肥の作り方を語る星野さん。落ち葉はすべて近くの林
から集めてきたもの

援農ボランティアのスタートは15年前にさかのぼる。

【写真】援農ボランティアの憩いの場。すべて自前とのこと。作業の分
担決めや要領説明などもここで行われる
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当時のＪＡが企画した農作業体験を星野さんの農園で
実施し、大きな反響を呼んだ。その後、農業関連講座
を企画・運営する「田舎の学校」の代表である田中直
枝氏の相談を受け、本格的に援農ボランティアの受け
入れを始めた。 三鷹市役所の広報や「田舎の学校 」
のホームページの宣伝もあり、現在毎週の週末に30数
人のボランティアが集まってくる。なかにリピーターが
多く、さらに援農ボランティア活動を経て市民農園を
借りて自分で農業を始めた人もいる。定年帰農した方

【表】作付け状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

品名
ウド
ブロッコリー
エダマメ
イモ
ダイコン
ジャガイモ
トウモロコシ
トマト
ナス
キュウリ
合計

資料：聞き取りにより筆者作成

ることに、奥さんは若干抵抗があったが、本人は若い

も数人いる。
農作業の素人である援農ボランティアを受け入れる

時から家の農作業を手伝い、作付けのローテーション

際に、作業内容などについて常に吟味し一般の参加者

などを体で覚えていたから、戸惑いや不安はまったく

が退屈にならないよう工夫しなければならないと星野

なかったという。

さんは言う。また、繰り返し量より作業の確実性を強

現在農地を81ａ所有するが、練馬区にある高齢者福

調し、初心者でも失敗なく作業をこなせるよう作業指

祉施設「千歳の会」に農園として貸し出した８ａ以外、

導することがポイントだという。

自作地として利用している。ウドをはじめ、ブロッコ

援農ボランティア活動は、都市農業ならではの営農

リー、ダイコン、ジャガイモなど、主要品目だけでも

手法だといえる。星野さんの農園の場合、年々高齢化

10数品目、全部の品目を合計すると、80品目を超える。

が進み、夫婦２人だけでは日常的な農作業をこなすこ

作付面積（2012年）はウド35ａ、ブロッコリー 30ａ、

とがだんだん困難になってきている。しかし、援農ボ

エダマメ15ａ、 イモ15ａなど、 全部で127ａとなる

ランティアの受け入れによって、約２割の作業が軽減
され、労働力の補完的役割を果たしている。

（表）
。
生産物の販売は市場出荷と直接販売で行っている。

また、援農ボランティアとの交流を通じて、異業種

主力のウドは市場出荷を主とする。品種によって、

の考え方に触れ、作物以外の収穫もある。実際に援農

その収穫時期は違うが、おおむね12月から3月下旬ま

ボランティアが、自らの職業経験からさまざまな提案

で続く。昔から春の訪れを告げる食材といわれ、年末

をしたり農器具の改造を行ったりして、作業率の向上

年始高値の季節に築地市場では５～６本入りのケース

につながったこともある。

で、１箱7000円の高値も付く。 一方、 近年消費者の
嗜好が多様化し、５〜６月までウドの需要が続く。こ

事例 2
伝統野菜の生産を後世まで受け継がせる
―― ウド生産者・田中裕志氏

の時期、大田市場は１ケース７～８本のものが売れ行
きがいい。それに合わせ、市場に好まれる細い種類を
出荷する。こうして消費者と市場のニーズに応えなが

（1）市場と消費者ニーズによる販路の多角化

ら、細やかに対応している。

東京のウド栽培は江戸時代の後期に吉祥寺に始まっ

直接販売は庭先販売、直売所と宅配、３つルートが

たといわれている。田中さんはウド生産の十代続く篤

あり、少量品目が主で、全体の約５割強を占める。う

農家である。武蔵野市東京うど組合（武蔵野市のウド

ち宅配は全体の約３分の１と最も多い。しかし、近年

生産者団体）の組合長も務めている。後継者として就

高齢化の影響で従来の顧客が減り、宅配の売り上げは

農したのは、1988年本人が40歳のころで、 きっかけ

年々減少している。一方、ＪＡの直売所の開設により、

は父親の病気であった。それまでは名古屋の精密機器

直売所への出荷が増加している。このようなシフトは、

製造会社で19年間も勤めた。親しんでいた週休２日、

地元の消費者との交流を深めている。

定期休暇のあるサラリーマン妻の生活を捨て農家にな
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作付面積
35ａ
30ａ
15ａ
15ａ
7ａ
5ａ
5ａ
5ａ
5ａ
5ａ
127ａ
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①ウド栽培の向上と普及を図る組織的活動
田中さんが会長を務める武蔵野市のウド生産者協議
会は最盛期に百数十人であったが、 現在60人にまで
大幅に減った。さらに、ほとんどが50歳以上、最高齢
が81歳で、生産者の高齢化が進んでいる。そのため、
ウドの栽培と食文化をどう後世に受け継がせるかが課
題となっている。
そこで、共同作業やイベントなどを行い、生産者同
士の結束力を高めるとともに、ウドの消費者への周知、
需要向上を図っている。具体的には、ウドの根株を組
合で集め、群馬県昭和村へ持って行って、６月から11
月までは高原で育てる。その後、各農家の穴蔵に持ち
帰り育てる。また、出荷が集中する２月とお彼岸に、
年に２回品評会を開く。普段、生産者協議会は日常的

︻写真 ︼ウ ド収穫に取り組み中の田中さん。室に植えてから収穫まで日に当てな

いことが良いウドを育てるポイントだそうだ（写真提供・ＪＡ東京むさし）

（2）伝統野菜を受け継がせるための試み

活動や役員会議の他、視察や目ぞろい会なども定期的
に開催する。その他、東京の国際フォーラムなどで行

最も田中さんを悩ませているのは労力不足である。

われる農業フェアなどのイベントも積極的に出展し、

現在労働力は本人と妻と息子の３人であるが、妻と息

ウドの認知度の向上に力を注ぐ。

子は年間70日から90日間手伝う程度で補完的役割に

②野菜の収穫体験と学校給食に協力

とどまっている。 今後年齢とともにさらに体力が低下

ＪＡ東京むさし、武蔵野市とウド生産組合の連携の
下、毎年数回に「むさしウドの体験 おかむろ」を開

した場合、ＪＡ職員である長男の後継就農の他、方法
が考えられないという。

催している。１回約10組の親子が参加する。田中さん

また、経営の面では主力品目の新規需要の開拓が必

は数年前から参加者を受け入れ始めて、収穫などの農

要とされている。近年、市場価格の低迷が続いており、

作業を楽しんでもらうとともに、ウドやブロッコリーな

さらに移転によって市場出荷の条件が一層悪化してい

どの野菜も配り、 新鮮な野菜のおいしさも一緒に味

る。今後農業所得を確保するため、ウドの薬用需要な

わってもらうことにしている。

ど新たな販路の開拓を積極的に試みる考えである。

農作業体験の他、 数年前から武蔵野市の小中学校
に給食用野菜の提供にも取り組んでいる。現在、ＪＡ
の直売所「武蔵野新鮮館 」の生産者グル ープである

事例 3
緑化苗木から紅葉への特化 ―― 植木農家・田中豊氏

「グリーンクラブ」のメンバー 10人から構成された給

東京の農業では、植木も重要な位置を占める。ＪＡ

食部門が地域にある10の小中学校に協力している。Ｊ

東京むさしの管内では、以前より植木農家が減少して

Ａ東京むさしを通じて、 毎日１校当たり50 ～ 60㎏を

いるが、それでも約80人の生産者がいる。国分寺市に

納品している。その結果、これらの学校では、地元産

ある司メープルの園主の田中豊さんはこの道の名人で

野菜が全体の約２割にまで達した。こうした地域に根

ある。

差した活動を通じて、地元住民との交流が深められる
とともに、 若い世代に農業や食文化を伝えることもで
き、将来につながっていると田中さんは言う。

（1）紆余曲折した就農
田中さんは植木農家の長男である。 しかし、1969
年に農業高校を卒業した時に選んだ仕事は植木ではな

（3）今後の経営を考える

く、測量であった。その理由は、
「いずれ農業をやるん
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【写真】司メープル。常連客はともかく、植木を求め山梨、群馬から尋ね

【写真】司メープルの園主田中さん。親子2代で500種類以上の紅葉を

てくる顧客も少なくないという

収集・開発した全国で知られる名人

だったら、違う業種を経験したい」との考えであった。

つつある。そのような状況のなか、京都在住の同業者

すると、都市建設ブームのなか、８年間も測量の仕事

からの提案を受け、11年前にネット販売を開始した。

を続け、途中測量専門学校に通うほどその仕事に打ち

と同時に、市場出荷を徐々に減少させ、そして７～８

込んでいた。25歳の時に退職したものの、すぐには実

年前の市場価格の暴落をきっかけに、完全に出荷をや

家を継がなかった。作業手伝いして２年後、正式に父

めた。

親から経営を任された。

試行錯誤で始めたネット販売は、値段が市場価格の

現在経営農地は約60ａ、 うち30ａが借地で主に木

倍以上のため、 出荷量さえ確保できれば売り上げは

を育てるのに利用している。労働力は夫婦と息子さん

上々だという。現在紅葉だけで約350種類、その他ハ

（28歳）の３人である。

ナミズキなども数多く取り扱っている。年間5000本以
上を販売し、売り上げは1700万円以上となる。ネット

（2）緑化苗木から紅葉への転換

販売の他、庭先での直売も行っており、売り上げは全

時代の変化とともに、植木の需要も大きく変わって

体の３割を占める。

きた。かつては公共緑化樹の需要が多く、田中さんは

緑化苗木の需要減は、少ない面積で収益を上げるこ

ケヤキをはじめ、30 ～ 40種類の緑化苗木を生産して

とをさらに求めていた。そこで、田中さんが選んだ道

いた。ところが、公共事業の減少によりケヤキの需要

は苗木の出荷までのサイクルを短縮することであった。

も減少し、樹木の種類の転換を迫られていた。そこで、

以前は出荷まで5年間掛かっていたものを、現在１～２

考えついたのが、紅葉に特化することであった。父親

年で出荷できる栽培方法を開発し、紅葉もハナミズキ

の代に、すでに120 ～ 130ぐらいの種類を保有してい

も1年間で生産者へ受け渡せるように工夫した。 その

たが、経営を継いだあと、田中さんはよく山梨や埼玉

結果、もともと年間300本の出荷量は２倍以上となっ

の山へと出掛け、新たに集めてきた。その種類は200

た。

にも上る。次第に、常連客からも「紅葉情報」を教え
られるようになり、現在司メープルでは約500種類、

今後経営を安定させるには、新しい植木の品種開発

計１万2000本の紅葉が育てられている。
司メープルは以前ほとんど市場出荷であった。比較

が鍵を握ると田中さんはいう。とはいえ、長年掛けて

的大きい緑化用の植木は、合併前の国分寺、小平と植

集めてきた紅葉で、 交配し新たに品種をつくることは

木専門の農協へ、家庭用のものは、ＪＡ東京西武花卉、

すでに限界が近付いている。将来に向けてマーケット

青梅インターフローラ、大田花卉に出荷していた。し

の需要を見極め、 新しい品種とともに新しい品目の開

かし、市場の閉鎖、縮小によって出荷条件が悪化し、

発も重要となってくる。

か

き

さらにマーケットの需要も家庭向け、小型へと変わり

38

（3）将来に向けての取り組み
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も危機感を抱いている。彼が会長を務めるＪＡ東京む

それぞれ経営の安定・拡大を確保できた秘訣であろう。

さしの植木協議会は、高齢化の進展と相続による離農

第２に、消費者や地域住民との交流を重視する点に

などの影響で、生産者が最盛期の130人から76人に減

注目されたい。星野さんの農園の「援農ボランティア」
、

少した。うち40代、50代が全体の６割を占め、20代、

ウドの田中さんの農業体験などの取り組みは、農業の

30代の若手が少ない。そのため数年前から田中さんは

理解者・応援者、さらに後継者を育成することにつな

国分寺植木組合を拠点に生産者の交流、 若手の指導

がっている。

教育に積極的に取り組んでいる。

第３に、次世代農業者の育成に大きく力を注ぐ点で

ＪＡ東京むさしの長期基本計画の作成にも参画し、

ある。高齢化の他、農地減少や相続問題による営農環

ＪＡ東京むさしブランドの確立や植木の専門販売店の

境の悪化により、都市農業者が減少している。将来へ

設置など提案した。また、後継者を中心として活動す

の危惧から、事例となった農家らは生産者の協議会や

る組織、
「緑栄会」の活動も支援している。

若手組織への支援を通じて積極的に次世代の育成に
取り組んでいる。

まとめ

都市農業を取り巻く環境が大きく変化しているなか、

今回取り上げた３軒の農家はいずれもＪＡ東京むさ

今回は個別農家の営農活動とそれぞれ取り組んでいる

し管内の篤農家であり、自身の農業経営を極めながら、

社会活動を中心に報告したが、都市農業に残る課題は

消費者交流や地域活動にも創意工夫をし、都市農業を

まだ多い。農地の固定資産税や相続税など、常に長期

生きる方々である。彼らの共通点を整理すると、以下

的かつ安定的な営農活動に影響している。こうした問

の特徴が見られる。

題は個々の農家では対応できないものが多い。また、

第１に、時代の変化をいち早く捉え、適切に対応で

都市農業を再認識する機運が高まるなか、都市農業の

きる点である。流通事情の変化が東京周辺にある都市

振興においてＪＡが果たす役割について今後注目して

農家の経営に大きな影響をもたらした。かつて市場を

いきたいと思う。

中心とした農産物の流通が都市近郊青果卸売市場の

＊

＊

＊

閉鎖・合併によって、市場へのアクセスが困難になっ

末尾となりますが、本稿の取材にあたっては、ＪＡ

た。こうした流通事情の変化と併せて、マーケットの

東京むさし常務理事麻生昭夫様、 指導経済部長小林

需要も時代とともに大きく変わっていった。そのような

雅司様をはじめ、関係者の皆さまに多大なご協力をい

経営環境の変化を敏感に感じ取って対応したことが、

ただきましたことに感謝の意を表します。
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Web 調

査

TPPの国民への説明責任は果たされたのか

畜産物等の消費行動に関する調査〜2012年調査〜から
ふ じ

も と

や す

ＪＣ総研 基礎研究部 元主席研究員● 藤 本

ひ ろ

恭展
前回調査からちょうど１年が過ぎたなかで、状況が

1．はじめに

どう変化したか、2012年11月に前回とまったく同じ設

『ＪＣ総研レポート』2012年春号において、
「明らか

問を用いて調査した結果について、以下で報告する。

に政府の情報提供不足」と題してTPP（環太平洋パー

結論を先に述べると、データを見る限り、政府は何を

トナーシップ協定）参加への賛否アンケート結果を報

やっていたのか分からないとしかいいようがない結果

告した（49〜56ページ）
。これは2011年11月に「畜産

となったのである。

物等の消費行動調査」をＷｅｂ調査で行った際に、初
めて設問設定したものである。 詳細は『ＪＣ総研レ
ポート』をご覧いただくとして、結果はどう分析しても
政府のTPPに関する情報提供が不足しており、内容を

アは表1のとおりである。

2．総体的な認知度の変化

ほとんど把握していない人が多数に上った。また、
「あ

表2はTPPの内容に関する認知度の2011年と2012

る程度分かる」あるいは「詳しく分かる」と答えた人

年の調査結果を比較したものである。これを見ると、

のなかですら、
「現時点では情報が不足しており、
（参

「交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく分

加の是非を）判断できない」と回答した人がトータル

かる」と回答した人が0.3ポイント減少し、
「交渉内容

で40.5％に上った。こうしたデータを基に、政府はよ

や参加した時の影響などについてある程度分かる」と

り積極的に情報開示を行うなかで、TPPへの参加の是

回答した人も11.1ポイント減少した。 すなわち、TPP

非を国民に評価してもらうべきだと結論付けた。

の内容を承知していると回答した人は2011年から大き
く減少しているのである。当然のことながら、
「名前を

【表 1】有効回答者数（年代・属性別、対象エリア）
TOTAL
TOTAL
20代以下
30代
40代
50代
60代
70代以上

主婦

1,989
（100.0）

837
（42.1）

143
（100.0）

43
（30.1）

284
（100.0）

118
（41.5）

324
（100.0）

133
（41.0）

317
（100.0）

133
（42.0）

405
（100.0）

169
（41.7）

516
（100.0）

既婚男性

241
（46.7）

836
（42.0）
38
（26.6）
119
（41.9）
149
（46.0）
141
（44.5）
188
（46.4）
201
（39.0）

単身女性

単身男性

163

153

（8.2）

（7.7）

32
（22.4）
25
（8.8）
23
（7.1）
23
（7.3）
24
（5.9）
36
（7.0）

北海道

全域

東

青 森・岩 手・宮 城・秋 田・山 形・福 島

北

30
（21.0）
22
（7.7）
19
（5.9）
20

聞いたことがある程度」と回答した人は前年の34.3％
から2012年調査では41.5 ％へと7.2ポイント増加し、
「知らない」と回答した人も6.1％から10.4％へと4.3ポ
イント増加した。ちなみに、当調査はコーホート分析
注）

を目的としてのものではないため、すなわち前回調

【表 2】ＴＰＰに関する認知度（2011 → 2012 年推移）

（6.3）
24

度数

（5.9）
38
（7.4）

2012年調査a 1,989
2011年調査b 2,082

対象エリア

40

なお、有効回答を得た属性別サンプル数と対象エリ

北関東

茨 城・栃 木・群 馬

南関東

埼 玉・千 葉・東 京・神 奈 川

増減（a−b）

交渉内容や参 交渉内容や参
名前を聞い
加した時の影 加した時 の 影
たことがあ
響などについ 響などについて
る程度
て詳しく分かる ある程度分かる
4.7

知らない

43.5

41.5

10.4

5.0

54.6

34.3

6.1

−0.3

−11.1

7.2

4.3

甲信越・北 陸 新 潟・山 梨・長 野・富 山・石 川・福 井

注）
コーホート分析とは、同時期に同様な体験をする人々の集団
（Cohort）

東

が、時間の経過とともに彼らの行動様式や思考などにどのような変化が

海

岐 阜・静 岡・愛 知・三 重

京阪神

滋 賀・京 都・大 阪・兵 庫・奈 良・和 歌 山

中国・四 国

鳥 取・島 根・岡 山・広 島・山 口・徳 島・香 川・愛 媛・高 知

九州・沖 縄

福 岡・佐 賀・長 崎・熊 本・大 分・宮 崎・鹿 児 島・沖 縄
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生じたのか、時系列でデータを収集することを通じて、これを明らかに
すること（exBuzzwordsより）
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【図 1】ＴＰＰの認知度
2011年調査

2012年調査
10.4

6.1
54.6
34.3

43.5

59.6

41.5

5.0

48.2

4.7

名前を聞いたことがある程度

交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく分かる

知らない

交渉内容や参加した時の影響などについてある程度分かる

査とは異なる母集団を対象とするためにこうしたこと
が起きる。しかし、たとえ2000サンプル前後とはいえ、

【表 3】TPPをともに考える 地域シンポジウム開催結果（共
同通信社ＨＰより）
質疑応答動画
再生回数

本来であればトータルでは相当に有意なデータとなる

回

のが普通である。つまり、常識的に考えれば前回調査

１ 2月19日（日）

名古屋・名古屋国際会議場

から１年間の説明期間を経れば、認知者は増加するの

２ 2月26日（日）

秋田・ホテルメトロポリタン秋田

が妥当であろう。この結果からすると、とても政府は

３ 3月4日（日）

横浜・横浜シンポジア

４ 3月17日（土）

神戸・生田神社会館

５ 3月17日（土）

広島・広島ＹＭＣＡホール

104

６ 3月18日（日）

福井・福井県国際交流会館

39

説明責任を果たしたとは評価し難いのである。
図1はこのデ ー タをビジュアル化したものである。
2011年調査では「ある程度分かる」人と「詳しく分か

開催月日

開催場所

７ 3月20日（火祝）福岡・福岡国際会議場

る」人を加えると６割近くなっていたものが、2012年

８ 3月24日（土）

高松・高松商工会議所

には５割を切っているのが明確である。

９ 3月25日（日）

札幌・北海道経済センター

279
71
104
1,437

77
143
60

もちろん、前回調査（2011年11月）以降、政府が

注：データは 2 0 1 3 年１月 2 8 日 現 在 の 共 同 通 信 社ホームペ ージから転 記した。 動

何もしてこなかったのではないことは確かだ。
「TPPを

ずれも 2 0 1 2 年。 国 家 戦 略 室ホームペ ージ掲 載 の 「ＴＰＰに関する意 見 取りま

ともに考える 地域シンポジウム」と称して、2012年
２月19日の名古屋会場を皮切りに、全国９カ所でのシ

画 再 生 回 数も同 日 1 0 時 3 0 分 現 在、 筆 者が再 生した回 数を含む。 開 催 年はい

とめ」（ 2 0 1 2 年 7 月 1 9 日 現 在・内 閣 官 房 ）ＰＤＦファイ ルでは一 部 開 催 月 日
が異なって表 記されているが、ここでは主 催 者である共 同 通 信 社 サイトの月日

を採用した

ンポジウムを株式会社共同通信社および全国地方紙連

多くは参加していないと思われる。また、 気になるの

合会主催、日本政府が後援企画という形で開催し、さ

は質疑応答を録画した動画の再生回数である。神戸の

らには「TPP（環太平洋パートナーシップ協定）に係

1000回超えはともかく、他の会場では名古屋が300回

る説明会 」
（このうち2012年2月24日の埼玉では「開

弱、横浜・広島・高松がかろうじて100回超、他の会

国フォーラム」として開催、資料のタイトルが「平成

場は軒並み２桁である。これでは、国民全体が認識し

の開国と私たちの暮らし～農の再生と活力ある国づく

た、というには程遠い状況ではないだろうか。

りを目指して～」 となっている） を、 筆者がホ ー ム

また、内閣官房の「TPPに関する意見取りまとめ」

ページで確認した限り、高知など特に西日本で多く、

（2012年7月19日現在）資料によると、都合48の諸団

自治体主催で開催されているように見受けられる。

体との意見交換や、前述した「TPP（環太平洋パート

「TPPをともに考える 地域シンポジウム」の開催結果

ナーシップ協定）に係る説明会」を希望のあった24道

は表3のとおりである。

府県で実施、１県で調整中のため合計25道府県で実

表３を見ると、全国各ブロックで開催されてはいる

施した、としている。ただし、
「道府県毎に実施形態が

ものの、 定員は多くとも300人で、当該地区の方でも

異なる（道府県職員向け、関係団体向け、一般市民向

【食料・農業・農村】Web調査▶ TPPの国民への説明責任は果たされたのか
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け）こと、道府県により意見の公開を前提としなかっ

宮崎、鹿児島など各県のホームページを見ると、TPP

たことから、道府県名の記載は行っていない」として

に対する反対意見や不安、情報公開の要請などに対し

いる。国家戦略室のホームページでは、調整中の１県

て政府が明確に回答しているとは言い難い内容が多い

がどうなったか、2013年1月28日現在明記されていな

ように感じられる。政府が報道機関に積極的に情報を

いが、いずれにしても全国約半数の道府県で説明会を

流しているようには見えないことを考えると、
「政府は

実施したことになる。それにしては、データの示す認

こうしたTPP推進に不利な情報を国民に流したくない

知率は低すぎるように感じるのである。

のではないか」という疑問を抱かれても仕方がない状

この結果の大きな要因は、報道のあり方に起因する

況といえよう。ホームページに掲載しただけでは、よ

と思われる。例えば、
「TPPをともに考える 地域シン

ほどTPPに興味のある人しかサイトを訪問する人はい

ポジウム」が名古屋で開催された翌日の新聞記事を見

ないだろう。

ると、筆者がチェックした限りでは、全国紙レベルの

3．属性別認知度の変化

新聞では、毎日新聞の「名古屋でTPPシンポ」とする
都合13行のベタ記事（2012年２月20日 ）
、 東京新聞

次は、認知度が属性別にどう変化したかを見てみよ

が「TPP地域シンポスタート 実態見えず消化不良」

う。図2を見ると、トータルで認知度が下がっているの
は前述したとおりだが、
「詳しく分かる」と「ある程度

（2012年２月20日）くらいしか掲載されていない。

分かる」人を合計すると、主婦・既婚男性・単身男女

先述した「TPPに関する意見取りまとめ」を見ると、
日本経済団体連合会や輸出関連の企業団体などの

すべての属性で認知度が下がっていることが分かる。

TPPに賛成する団体よりもTPPに反対、あるいは慎重

なかでも主婦と単身女性の認知度の減少幅が大きく、

な意見を述べている団体の方が多い。全国知事会など

主婦がマイナス16.1ポイント、 単身女性がマイナス

地方行政も軒並み反対か慎重意見である。 さらに、

22.5ポイントと女性の認知度が下がっているように見

「TPP
（環太平洋パートナーシップ協定）に係る説明会」

受けられる。これに対し既婚男性、単身男性は下がっ

における質疑などを公開している青森、高知、佐賀、

たとはいえ、 認知度は５割を超えている。これはTPP

【図 2】TPP の認知度（2011 → 2012 年推移／主婦・既婚男性・単身女性・単身男性別）
TOTAL（n=1,989）2012 4.7
TOTAL（n=2,082）2011 5.0

42

20

8.6

30.5

54.3

0（%）

9.2

34.6

45.1

6.6

5.9

36.6

54.8
11.1

13.5

51.5

31.3

単身女性（n=186）2011 2.7

3.7

27.4

61.4

7.6

6.1

31.0

57.3

単身女性（n=163）2012 3.7

単身男性（n=197）2011

8.0

41.5

48.0

既婚男性（n=836）2012 5.6

単身男性（n=153）2012

14.2

51.3

31.8

主婦（n=855）2011 2.6

6.1

34.3

54.6

主婦（n=837）2012 2.7

既婚男性（n=844）2011

10.4

41.5

43.5

40

60

80

100

交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく分かる

交渉内容や参加した時の影響などについてある程度分かる

名前を聞いたことがある程度

知らない
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食料・農業・農村
【図 3】TPP の認知度（2011 → 2012 年推移／年代別）
20代以下（n=143）2012 4.2

36.4

20代以下（n=172）2011 2.9

39.2

42.4

30代（n=284）2012 4.2

37.8

36.3
50.7

40代（n=324）2012 4.6

16.9

43.3

30代（n=345）2011 4.1

16.2
34.2

38.0

40代（n=478）2011 5.4

12.0
38.7

43.5

8.5

55.5

36.8

46.7

60代（n=321）2011 5.6

3.7

41.2

8.1

61.7

70代以上（n=516）2012 5.8

6.2

37.6
64.9

20

1.2

31.5

50.4

7.1

0（%）

6.9

43.5

50代（n=427）2011 4.0
60代（n=405）2012 4.0

11.0

45.4
49.0

50代（n=317）2012 4.4

70代以上（n=339）2011

20.3

2.1

26.0

40

60

80

100

交渉内容や参加した時の影響などについて詳しく分かる

交渉内容や参加した時の影響などについてある程度分かる

名前を聞いたことがある程度

知らない

に関する情報に接する頻度の違いとも思えるが、この

昨年調査の40.1％よりも1.1ポイント増加している。こ

状況では国民に正しい判断を求められるかどうか、甚

れに対し「参加するべきではない」 と回答した人も

だ疑問だといえよう。

17.8％と昨年調査の16.0％から1.8ポイント増加してい

また、 図3はこれを年代別に分解してみたものであ

る。 これは、
「現時点では情報が不足しており、 判断

る。年代が上がるほど認知度が上がる傾向なのは昨年

ができない」が昨年の40.5 ％から36.7 ％へと3.8ポイ

と同様だが、年代別でもすべての年代で認知度が減少

ント減少しており、これが賛成・反対に割り振られた

している。 これでは、2011年11月11日の記者会見で

ものと思われる。すなわち、国民全体としてのTPPに

野田首相（当時 ）が「
（TPPについて）各国がわが国
に求めるものについて、さらなる情報収集に努め、十
分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に

【図 4】日本が TPPに参加すべきか（2011 → 2012 年推移）
2011年調査（n＝1,241）
2012年調査（n＝958）
3.4

立ってTPPについての結論を得たい」と約束したこと
が実行されていないのではないだろうか。

4．TPP 参加の賛否についての変化
TPPに関する認知度が減少したことはすでに述べた
が、それでは賛否について国民の意向がどう変化した
か見てみよう。 賛否の意見の母数は、
「交渉内容や影
響について詳しく分かる」および「交渉内容や影響に

4.2

40.1
40.5

16.0

41.2

36.7

17.8

参加するべきだ
参加するべきではない

ついてある程度分かる」と回答した958人である。図4

現時点では情報が不足しており、
判断ができない

を見ると、
「参加するべきだ」と回答した人が41.2％と

分からない
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関する認知度が上昇しているようには見受けられない

た、
「参加するべきではない」 と回答した人は主婦

が、認知している人については理解が進み、賛成また

（18.5％→21.1％）
・既婚男性（11.5％→15.8％）が増

は反対に傾いたものと推測できる。大きな差ではない

加し、 単身女性（18.7 ％→15.8 ％）
・ 単身男性

が、反対の人の方が増加割合が大きい結果となってい

（26.7％→20.9％）が減少している。特徴的なのは単

る。

身女性で、
「参加するべきだ」 と回答した人が10.2ポ

この賛否の程度について、ほぼ同じタイミングの

イント増加している。これは継続するデフレ経済のな

2012年11月に毎日新聞が実施した全国世論調査結果

かで、 従来比較的余裕のあった単身女性が経済的に

と比較すると、 見事に符合する。2012年11月19日付

厳しい状況になったことを反映している可能性がある。

毎日新聞によると、
「TPPに参加すべきだ」と回答した

これに対し既婚男性は賛成が減少し反対が増加してお

人が41％（当研究所41.2％）
、
「参加すべきではない」

り、TPPに対して不安を感じる傾向が強くなったように

が18 ％（同17.8 ％）となっている。
「分からない」は

見受けられる。これは従来から業務などを通じて情報

35 ％（同「判断ができない」36.7 ％、
「分からない」

を得る機会が多いなかで、TPPに関する不安要素が増

4.2％）であった。毎日新聞の調査は当研究所の調査

加したと考えられる。
また、図6はTPP参加への賛否を年代別に分解した

と異なり、認知の段階を踏んでいないが、認知が不足

ものである。

している人でも感覚的に同じ結果となった可能性があ
る。なお、毎日新聞の調査はコンピューターで無作為

これを見ると、認知度同様に年代が上がるほど賛成

に数字を組み合わせて作った電話番号を使う方法で聞

者が多くなる傾向だか、 今回調査では30代で「参加

き取り調査し、1038人から回答を得たとしている。

するべきだ」と回答した人が目に見えて増加（30.7％

さらに、図5でTPP参加への賛否について主婦・既

→42.6％）している。既婚者であれば子育て中心とな

婚男性・単身男女別に見ると、
「参加するべきだ」と回

る世代で、可処分所得が伸びないなか、家計のことを

答した人は主婦（28.7％→30.1％）
・単身女性（19.6

考えると海外から安いものが輸入された方が良いと考

％→29.8％）
・単身男性（36.7％→41.9％）が増加し、

える人が増えた可能性も否定できない。 逆に40代・

逆に既婚男性は減少（53.1％→48.5％）している。ま

50代は「参加するべきだ」と回答した人が減少し「参

【図 5】TTP 参加への賛否（2011 → 2012 年推移／主婦・既婚男性・単身女性・単身男性別）
TOTAL（n=958）2012
TOTAL（n=1,241）2011

既婚男性（n=526）2012

19.6

20

参加するべきだ

参加するべきではない

34.0

1.7

34.4

1.0
12.3

55.1

20.9

36.7

0（%）

6.0

42.1

18.7

41.9

単身男性（n=120）2011
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11.5
15.8

29.8

単身男性（n=86）2012
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15.8

53.1

単身女性（n=57）2012

6.9

46.8

48.5

既婚男性（n=582）2011

3.4

41.9

18.5

28.7

4.2

40.5

21.1

30.1

主婦（n=432）2011

36.7

16.0

40.1

主婦（n=289）2012

単身女性（n=107）2011

17.8

41.2

32.6

26.7
40

6.5

60

34.2

2.5

80

100

現時点では情報が不足しており、
判断ができない
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分からない
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【図 6】TPP 参加への賛否（2011 → 2012 年推移／年代別）
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【図 7】TPP 参加への賛否（2011 → 2012 年推移／世帯年収別）
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加するべきではない」と回答した人が増加している。

を開示し議論するべき」という内容の意見は多数あっ

これらの世代ではTPPの本質が見えてきた、あるいは

た。

TPPへの不安が増加したものと思われる。60代では賛

また、TPPに「参加するべきではない」と回答した

成者と反対者の両方が増加しており、TPPへの理解が

人の理由の一番は「食料自給率が低下する・農林水産

進むなかで従来の「判断ができない」人から振り分け

業が壊滅する」という主旨のもので、さらに保険制度

られた典型的パターンと思われる。70代以上では賛成

や食品安全に関する不安を挙げる意見も多数に上った。

が大きく減少し、反対が大きく増加している。70代以

「総体的に日本に不利になる」 との意見も多く、
「
（主

上の自由回答を見ると「日本の経済に悪影響がある」

に）アメリカと交渉しても有利条件が獲得できるとは

「国内農業が崩壊する」 などの意見が昨年調査より増

思わない」のがその理由である。回答を見ると、消費

加しており、TPP参加は日本にとってマイナスだと思う

者は日本政府の交渉力について相当悲観的であるよう

人が増加したものと見られる。

に見受けられる。前回調査同様、
「アメリカの都合の良

さらに、TPP参加への賛否の推移を世帯年収別に見

い内容で交渉が進み日本は不利益になる」との回答が

たのが図7である。これを見ると、年収が多くなるほど

相当数あった。なにより、
「まともな議論もせず、参加

賛成者が多くなる傾向があるが、2012年調査ではこ

することだけが先行している」という意見も多く、やは

れがさらに顕著になっている。世帯年収900万円以上

り情報開示と議論不足を指摘する意見も多い。

（税込み）の層での賛成者が2011年の44.4％から2012
年は51.0％と6.6ポイント増加している。これに対し、
世帯年収300万円未満の層では賛成者は35.6％と世帯
年収900万円以上の層よりも15.4ポイント少ない。 昨

これまで、調査結果を分析してきたが、最終的な結

年調査で経営者や管理職層に賛成者が多いというデー

論は昨年調査に基づきコメントしたものとまったく同じ

タを示したが、基本的にこの構図は同様である。この

である。 すなわち、
「わが国の国民が正しい判断がで

ことは、TPP参加によって、富めるものはさらに裕福に

きるよう、少しでも多くの情報を開示すること」である。

なり、貧しいものはさらに貧しくなるという不安を捨て

そして、もっと開かれた議論の場を持ち、前回調査時

きれないことを示しているのではなかろうか。

点から１年たった今でも不明確な、参加した場合の具
体的なメリットとデメリットを十分吟味し、参加の可

5．自由回答の概要

否を判断するべきだろう。政権が交代したにしろ、是

昨年調査同様、 今回調査でもTPP参加への賛否を
選択した人にその理由を求め、多くの回答を得た。
TPPに「参加するべきだ」と回答した人の理由は、

非はともかく１国の首相が国際社会に「協議する」と
公言した以上、最善の結論を出して意思表示すべきだ
ろう。くどいようだが、これも前政権とはいえ、 首相

一番多いのが「価格の安いものが買える」という主旨

が「十分な国民的な議論を経た上で」と約束した以上、

のもので、デフレ経済のなかで昨年にも増して家計に

アリバイづくりの説明会ではなく、 本当に国民が議論

切迫感があるものと思われる。また、
「自由貿易に参加

する場を持つべきだろう。

しなければグローバル化のなかで日本が孤立する」と
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6．おわりに

2013年２月４日付毎日新聞によると、2013年２月に

いう主旨の回答も多い。さらに「経済の活性化になる」

2012年11月と同様の調査を行い、
「TPP交渉に参加す

という主旨の回答も多く、これらが理由の３本柱であ

べきだ」 と回答した人の割合は2012年11月調査の

る。ただし、これら賛成の意見のなかでも、
「日本の農

。記事
41％から47％に増加したと報道している（表4）

業は守るべき」や「米作は守るべき」などのコメント

によると「調査を重ねるたびに上昇傾向が続いている」

は多い。さらに今回調査では「中国の脅威から日本を

とあるが、筆者が調べた範囲では、この間に国民が本

守る手段になる」など最近の情勢を勘案した回答も複

格的に議論をする場を持ったという記録は見当たらな

数あった。こうした賛成意見のなかでも、
「もっと情報

い。2012年12月の衆議院議員選挙での争点として新
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【表 4】毎日新聞世論調査結果

（ 小 数 点 以 下を四 捨五入 ）

社説 ）
、
「農業政策

攻めの戦略で自由化に備えよ」

（設問）日本は、太平洋沿岸国で、参加国の関税を撤

（2013年２月11日付読売新聞社説）
、
「TPP交渉 参加

廃する環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるＴ

を決断する時だ」
（2013年２月15日付毎日新聞社説）

ＰＰの交渉に参加すべきだと思いますか、思いませ

などの論調である。前述した毎日新聞の調査に対する

んか。

回答がこうした記事に引きずられた可能性は否定でき

回答

全体

男性

女性

参加すべきだ

47%

57%

39%

参加すべきでない

19%

19%

18%

分からない

32%

22%

40%

ないだろう。その毎日新聞の記事においても「全体で
は『分からない』がなお32％を占め、市場開放による
国内産業への影響について、国民的な議論が深まって

調 査 の 方 法：2 月 2 、 3 日の 2 日 間 、 コンピューターで無 作 為に数 字を組 み 合わせ

いない」
（2013年２月４日付前述記事）とコメントして

9 2 1 人の 回 答を得た（ 毎日新 聞 記 事より抜 粋 ）。

いるのである。

て 作った 電 話 番 号 を 使うR D S 法 で 調 査した。 有 権 者 の い る 1 4 6 1 世 帯 から、

2013年１月18日付日本経済新聞によると、TPP参加
聞紙面にTPPに関する記事が数多く登場したが、目立

による経済への影響をこれまで「各府省がばらばらに

つのは全国紙の「TPP交渉に参加すべし」の大合唱で

示してきた試算の前提を精査し、すべてを政府の公式

ある。具体的なメリット・デメリットを示したものはま

見解として検討を進める」とある。これら情報開示の

ず見当たらないが、とにかく早期に交渉に参加しなけ

動きは歓迎するところである。 現政権がそのようなこ

れば日本は乗り遅れる、日本の主張が反映できない、

とをするとは思わないが、決して一部の限られた有識

という論調の記事が多い。 いわく、
「危機突破へ首相

者だけで密室で議論して国民不在のなかで決めてしま

はTPPに踏み出せ」
（2013年１月29日付日本経済新聞

うことのないよう、切に期待するものである。
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協同組合研究部からのお知らせ

『にじ』2013年春号の誌面構成について
ＪＣ総研 協同組合研究部

に、その研究成果を「新協同組合ビジョン」として取

はじめに

りまとめ、わが国協同組合（協同組合を含む第３セク

ＪＣ総研では、2012国際協同組合年を記念する研

ター）運動の新たな展開と発展に役立たせたいとする

究活動として2011年11月から新協同組合ビジョン研

ものです。

究を進めてきました。本研究の目的は、これまでのわ

本研究では、以下の９つの研究テーマを設定してお

が国協同組合運動を総括し、現代を見据え、現場に立

ります。

脚して今後の協同組合運動のあり方を研究するととも
①協同組合運動の哲学

⑥協同のネットワーク・社会連帯

②わが国協同組合運動の歴史的総括

⑦協同組合における教育・文化活動と学び合い

③ 21 世紀の社会経済と協同組合セクター

⑧わが国協同組合法制度の総括と今後のあり方

④協同組合運動における参加のあり方

⑨協同組合研究史

⑤参加を基軸とする組織運営・事業活動・経営管理

テーマを取り上げ、今後の協同組合運動のあり方につ

『にじ』2013 年春号について

いて論考と事例紹介を行っています。また、昨年10月

ＪＣ総研の『協同組合経営研究誌 にじ』では2011
年春号以降、約２年にわたって新協同組合ビジョン研

に開催した「2012年度協同組合・ 協同会社職員交流
セミナー」での講演内容も掲載いたしました。

究を特集し、その研究成果を順次掲載してまいりまし

なお、研究課題Ⅰ～Ⅲの構成と要旨については、当

た。今春号では、
「21世紀の社会経済と協同組合セク

研究所のホームページ（
「刊行物」
）に詳しい内容を掲

ター」
「協同組合における教育・文化活動と学び合い」

載しておりますので、そちらをご覧ください。

「わが国協同組合法制度の総括と今後のあり方 」の３
執筆テーマ

執筆者

研究課題Ⅰ：21世紀の社会経済と協同組合セクター
・
「協同組合セクター」から「協同セクター」へ 〜レイドロー第四優先分野
「協同組合地域社会の建設」を越えて〜

都留文科大学 教授 田中 夏子氏

・協同組合セクター論の新展開 ―社会セクター・コミュニティーとの関連―

ＪＣ総研 特別研究員 堀越 芳昭 氏

研究課題Ⅱ：協同組合における教育・文化活動・学びあい
・グリーンコープの生活再生事業の取組み ―検討経過と実践―

グリーンコープ連合 常務理事 行岡 みち子 氏

・協同組合教育に関する試論 ―協同組合における教育文化活動と学びあい― 聖学院大学 教授 大高 研道 氏
研究課題Ⅲ：わが国協同組合法制度の総括と今後のあり方
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・農協における組合員の再構築を展望して（下） ―現行法の正組合員・准組
合員・員外者を超えて、農協法改正に向けて―

行政書士・前東日本国際大学教授 松崎 良 氏

・法人の種類とその実態 ―公益と営利に関する法人制度の姿―

青山学院大学 名誉教授 関 英昭 氏

・協同組合税制の現状と展望

農林中央金庫 主監 明田 作 氏

・独占禁止法の目的と協同組合 ―経済的公正と協同組合の適用除外―

ＪＣ総研 特別研究員 堀越 芳昭 氏
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【協同組合】
『にじ』2013年春号の誌面構成について

特別寄稿
全国町村会 調査室長 坂本 誠 氏

・道州制の何が問題か
報告：2012年度協同組合・協同会社職員交流セミナー
・基調講義「地域社会から信頼される協同組合となるために」

三重大学大学院 特任教授 石田 正昭 氏

・ＪＡの実践報告「ＪＡ上伊那の地域営農づくり」

ＪＡ上伊那 常務理事 下村 篤 氏

・ＪＦの実践報告「ＪＦ全漁連の現状と課題」

ＪＦ全漁連 信用・組織指導部 次長 梶田 秀人 氏

・森林組合の実践報告「森林組合の現状と課題」

全森連 組織部長 中島 公彦 氏

・生協の実践報告「コープネット事業連合の事業戦略におけるＪＡとの連携」

コープネット事業連合 統括部長 内田 一樹 氏

連載企画
・〔連載〕新JAのマーケティング論（最終回） 販売事業革新から組織革新へ
・〔連載〕組合員が主役「漁協人生を振り返る」〈第３回〉 遊子漁業協同組合
元代表理事組合長 古谷 和夫 氏
・〔連載〕協同組合の仲間と知り合おう〈第17回〉
映画で被災地に元気を！3.11震災を受けて ―みやこ映画生活協同組合―

千葉大学大学院 教授 斎藤 修 氏
ＪＣ総研 研究員 高橋 文男
みやこ映画生協 理事 櫛桁 一則 氏

える諸課題に焦点を当て、そこでの協同組合運動の理

次号に向けて

かい り

念と現実の乖離、および克服の道筋について展望して

新協同組合ビジョン研究については、ひとまず今春

いきたいと考えております。引き続き『協同組合経営

号で一区切りとし、 今後は2013年度中の単行本化に

研究誌 にじ』をご愛読いただくとともに、当研究所の

向けて準備を進めていく予定です。次号以降は、新協

研究活動に対して一層のご理解とご支援をお願い申し

同組合ビジョン研究の成果を踏まえつつ現代社会が抱

上げます。

公開研究会開催のお知らせ
ＪＣ総研（協同組合研究部）では、日本社会の将来像と協同組合運動のあり方を展望し広く意見を交わす目的か
ら、協同組合関係者および協同組合に関心を持つ一般の方を対象に参加無料の「公開研究会」を開催しておりま
す。次回の開催予定は以下のとおりです。ご興味のある方は、ぜひ下記事務局までお申し込みください。
１．日時：2013年4月13日（土） 13：00 ～ 17：40（予定）
２．場所：明治大学（駿河台）リバティータワー ９階 1095室
３．研究テーマ：
「格差・貧困等社会的排除の克服」
４．報告内容：
（今後、講師の都合などにより変更の可能性があります）
・第１報告「子供・若者達の貧困〜ドキュメント『高校中退』〜（仮題）
」
報告者 青砥 恭 氏（ＮＰＯ法人さいたまユースサポートネット 代表、明治大学 講師）
・第２報告「自立支援から共生型ケアへ（仮題）
」
報告者 古村 伸宏 氏（日本労働者協同組合連合会 専務理事）
・第３報告「生活・就労支援等を通じた社会的排除克服の道筋（仮題）
」
報告者 福原 宏幸 氏（大阪市立大学 教授）
５．参加費：無料
６．申し込み方法：４月５日（金）までに事務局あてＥメールもしくは電話でご連絡ください。
７．事務局（問い合わせ先）
：ＪＣ総研 協同組合研究部
TEL：03-6280-7254（部代表）
、FAX：03-3268-8761
E-mail：k-takeuchi@jc-so-ken.or.jp
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デンマークの風力発電協同組合
ＪＣ総研 協同組合研究部

た け う ち

主任研究員● 竹 内

きゅう

わ

久和

デンマークは1970年代の石油ショックを契機にエネ
ルギー自給に取り組んだ。早くに原発を否定し、北海

、不特定多数の事業者で構成さ
全分離しており（図1）
れる注１）。発電事業者と電力小売業者（大口顧客）は、

油田の開発とエネルギー効率の向上、風力発電を中心

「ノルドプール」と呼ばれる、北欧４カ国共通の電力取

とした再生可能エネルギーの普及に取り組んだ結果、

引所を通じて自由に電力を売買し、電力価格は市場の

自給率100％を達成し、電力消費の３割近くを風力発

需給に応じて日々変動する。電力小売業者は、市場で

電で賄うまでになっている。本稿では、デンマークの

調達した電力契約を基に需要家（消費者）と契約を結

風力発電普及の推進力となった風力発電協同組合に着

び、 小売業者の指示に基づいて配電業者が実際に電

目し、その背景や要因を明らかにしながら、わが国協

力を供給する注２）。デンマークの電力の大半は、北海

同組合の取り組み方向について考えてみたい。

油田の天然ガスなどを利用した熱電併給施設（コジェ
ネレーション：以下、コジェネ）と風力発電によって

1．デンマークの電力事情

賄われている。デンマークは石油ショックを契機にエ

デンマークはバルト海と北海に挟まれたユトランド

ネルギー政策を転換し、北海油田の開発とともに、エ

半島と、その周辺の島々からなる王国である。人口は

ネルギー効率の高いコジェネや独自のエネルギー源で

556万人と日本の北海道並みで、国土面積は北海道の

ある風力発電の普及に取り組んだ。近年は、温暖化対

半分程度である。氷河に削られてできた平坦な国土は

策によるCO2抑制の目的も加わり、風力発電以外に麦

大河川に恵まれず、大型のダムや水力発電はない。代

わら・バイオガスを利用したコジェネが多数設置され、

わりに平坦な国土と豊富な風を利用して風力発電が盛

重要な電力源となっている。

んである。地下水が貴重な水資源となっているため、
廃棄物や環境問題に対して非常に敏感な国民性でもあ

2．デンマークの風力発電の経緯
デンマ ー クは風力発電で長い歴史があり、1900年

る。
デンマークの電力システムは発電・送電・配電が完

れていたという。第２次大戦後に石炭や石油が大量輸

【図1】デンマークの電力産業の構造
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れていったが、1973年の石油危機が大きな転機となっ
た。中東依存からの脱却が政策目標となり、省エネ推
進や北海油田の開発と併せて、独自のエネルギー源と
して風力発電への関心が高まった。
1978年には風車を保有していた農民らが中心と

小口顧客
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出典：ｅシフト（ 脱 原 発・新しいエネ ル ギー 政 策を実 現する会 ） 編『 脱 原 発と自然
エネ ル ギー 社 会 のための 発 送 電 分 離 』 合 同 出 版 、 2 0 1 2 年 （ 原 典：高 橋 洋

『 電 力自由 化』）

注1）送電会社は国営の1社のみ。発電と配電は兼営可
注 2）商品を販売する会社（販売会社）と商品を届ける会社（配送会社）
が異なる場合を考えるとイメージしやすい

送電会社（国営）
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なって風力発電所有者協会が設立され、同協会の働き
掛けなどにより1979年から政府の補助金制度

が開

注３）

始された。さらに1984年には政府・ 風力発電所有者
協会・電力会社間の自主協定（三者協定）により、電

【図2】デンマークの風力発電設備容量の推移
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1990年には、 持続可能社会の構築を目指した新エ
ネルギー計画「エネルギー 2000」が策定され、エネ

【表】デンマークのエネルギー政策と風力発電の歴史

ルギー消費量とCO2排出量の削減のため、炭素税の導

年
主な出来事
1973 〇第１次石油危機。
〇初の公式エネルギー計画「エネルギー 1976」を発表。
⇒第１次石油危機への対応、エネルギー安全保障の確保に重点。
1976
・エネルギー自給率の向上（北海油田の開発、原子力発電の導入検討）

入と風力・バイオマス発電推進の方針が打ち出された。
風力発電事業者には電力税と炭素税が還元された他、

・補助金制度による省エネ奨励、電力税（エネルギー税）の導入
〇風力発電所有者協会が設立。
1978
〇風力発電機初の試験・認証機関としてリソ国立研究所が設立。
1979 〇第２次石油危機。風力発電所の初期費用補助制度（本文注３参照）が開始。
〇第２次エネルギー計画「エネルギー 1981」を発表。
⇒石油価格高騰への対応に重点（エネルギー効率の引き上げなど）
、環境配慮、
1981

再生可能エネルギー重視政策の推進。
・天然ガスへの転換、コジェネ・風力発電の普及推進、原子力発電の導入検
討など
〇環境NGOと大学研究者が共同で「もう１つのデンマークエネルギー計画」を発

1983

表。
⇒再生可能エネルギーとコジェネを中心とするエネルギー需給見通しを示す。
〇風力発電の電力の固定買取開始（当初10年間、一般電気料金の70％）
1984
〇風力発電機の認証資格制度が開始（リソ国立研究所）
1985 〇デンマーク議会、原発に依存しないエネルギー計画を決議。
1986 〇チェルノブイリ原発事故が発生。
〇第３次エネルギー計画「エネルギー 2000年」を発表。
⇒持続可能社会の構築（2005年までにエネルギー消費量▲15％削減、CO2排出
1990

量を同▲20％削減〈1988年比〉
）
。
・2 005年までに風力発電量を1500MWに増強、バイオマスの推進、炭素税

1992

の導入など
〇「風車法」が成立。
⇒固定価格買取制度が正式に法制化（買取価格引き上げ〈70％→85％〉
）
。
・風力発電事業者に電力税と炭素税を還元、 電力会社に風力発電の優先接続

（1988年比）
。そのために国内の全エネルギー消費量の35％を再生可能エネ
ルギーで賄う計画。
・風力発電の設置目標を2005年までに陸上で1500MW、 洋上で4000 MW

1999

に引き上げ
〇電力市場を自由化する「新・電力供給法」が成立。
⇒発送電の完全分離、ノルドプールへの参加（1999年西部、2000年東部）
、固
定価格買取制度の廃止と段階的なグリーン証書割当制度（本文注４参照）への

移行を決定。
○政府が再生可能エネルギーに対する方針をより市場決定に委ねるよう変更。
2002
⇒生産補助金の上乗せ幅が削減され、ＥＵ内でも最低レベルに。
〇
「再生可能エネルギー促進法」が成立、関連法制を１つの法律に統合（本文注

2008

５参照）
。
・洋上風力発電について固定価格買取制度を復活し、 陸上風力発電について
建て替え時の生産補助金を増額（市場価格への上乗せ幅を増額）
・新設の風力発電所すべてに設置地域の住民に20％以上の所有権付与を義務
付け

注：資料を基に筆 者 作 成

対して「電力系統への接続（優先接続 ）
」と「電力小
売価格の85％での買い取り」が義務付けられた。
1999年に電力市場を自由化する「新電力供給法 」
が成立し、 発送電分離の他、 固定価格買取制度の廃
止とグリーン証書割当制度注４） への段階的移行などが
決定された。これは競争原理を導入し、再生可能エネ
ルギー量増大に伴う財政負担増加を避ける狙いがあっ
たが、 結果的に風力発電の設備投資が長期に停滞す
る事態を招いた。風力発電推進に消極的な政府に対し
て市民の間に批判の声が高まったこともあり、2008年
に政府が制度を一部見直した結果注５）、 足元では風力

を義務付け
1995 〇炭素税（環境税の１つ）を導入。
〇第４次エネルギー計画「エネルギー 21」を発表。
⇒
「エネルギー 2000」を発展・強化。CO2排出量を2030年までに▲50％削減
1996

固定価格買取制度が正式に法制化され、 電力会社に

。デ
発電の設備容量も再び伸びを加速している（図2）
注 3）政府が風力発電建設費の30％を補助する制度。その後、補助率
は徐々に削減され1989年以降廃止された
注 4）政策当局が電力供給事業者に対して供給量の一定割合を再生可能
エネルギーで賄うことを義務付け、再生可能エネルギー事業者（以下、
再エネ事業者 ）が発電量に応じて「グリーン証書 」を発行する。RPS
（Renewables Portfolio Standard）制度と呼ばれる。同証書は市場で売
買され、その売却代金が再エネ事業者の収入となる
注 5）グリーン証書割当制度の導入に伴い、2003年以降運転開始の風
力発電所から送電会社の買い取り義務はなくなり、再エネ事業者は電力
を市場価格で販売し、送電会社から20年間一定の生産補助金（上乗せ）
を受け取る仕組みとなった（既存設備は運転開始10年後から同様の扱
い）
。しかし、その後の投資停滞から、2008年成立の「再生可能エネル
ギー促進法」では洋上風力発電について固定価格買取制度を復活させる
など、優遇策を再び強化している
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ンマーク政府は2050年に化石燃料をゼロにするという

よって異なるため、固定価格の場合もあれば市場価格

野心的な目標を掲げており、2020年までに電力消費

の場合もある。この売電収入に炭素税・電力税の還元

の50％を、2030年までに同65％を風力発電で賄う計

やグリーン証書の売却収入などが加わり、そこから運

画である。

営に必要なコスト
（維持費、修繕費など）が差し引かれ

3．風力発電協同組合について
（1）風力発電協同組合が普及した理由
デンマ ー クの風力発電の一番の特徴は、 小規模分
散化された発電設備と住民による所有比率の高さであ

て組合の利益が決まる。この利益を出資口数で割った
ものが１口当たり報酬として組合員へ還元される仕組
みである。デンマークでこうした風力発電協同組合が普
及した理由としては、以下のような要因が挙げられる。
ａ．居住基準の存在

る。 近年は、 大規模洋上風力発電の建設により出力

デンマークでは風力エネルギーは地元住民固有の財

ベースでは民間電力会社のシェアが大きくなっている

産とされており、このため投資家は自分が居住する市

が、同国では依然として約5400機の風力発電機が存

町村または隣接の市町村内に設置する風力発電所しか

在し、その8割近くを個人（主に農民）もしくは協同組

投資できないよう法律で制限されていた。この法律は

合が所有している。こうした住民所有の風力発電を先

2000年4月に廃止注７）されたが、長年にわたり外部資

導してきたのが風力発電協同組合である。

本による風力発電所建設を阻み、各地で風力発電協同

風力発電協同組合の仕組みはそれほど複雑ではない。
風力発電協同組合の出資口数は年間見込み発電量を

組合が設立される素地となった。
ｂ．電力消費基準の存在

1000kwhで割って求められ、１口当たり単価は創業費

デンマークでは、個人が風力発電協同組合に出資す

（計画値 ）を出資口数で割って決定される。口数が発

る場合、出資口数に対応する報酬が非課税扱いとなる

電所の設備容量に連動しているため、設備稼働後の組

一方で、自己の年間電力消費量に応じて出資口数の上

合員募集はない。負債の調達が認められていないため

限が定められていた（電力消費基準 ）
。この規制は、

資金規模が制約されるが注６）、その反面、長期安定的

技術革新による風車の大型化などに伴い徐々に限度額

な組合経営が可能で出資金の安全性も高い。 議決権

が引き上げられ、最終的に2000年4月に廃止されたが、

は出資口数にかかわらず１人１票である。出資口権利

上限規制と非課税措置の存在は、結果として幅広い地

の中途売却は可能で相対取引によって売買価格が決め

域住民の参加を促し、 風力発電協同組合の普及に貢

られる。

献した。

発電した電力は組合員の自家消費ではなく、電力取

c．手厚い財政支援と固定価格買取制度

引市場（もしくは電力会社）へ全量売却される。売電

政府の手厚い財政支援（建設補助金、 電力税・ 炭

価格は風車の稼働時期（の制度 ） や経過年数などに

素税の還元）と固定価格買取制度は、デンマークの風
力発電事業を安定して収益が見込める事業として確立
させた。資本力の乏しい小規模事業者でも事業への参
入が可能となり、地域住民にとっても魅力的な投資機
会となったことから、住民主導による風力発電協同組
注 6）デンマークの風力発電協同組合は、税務対策上の理由からパート
ナーシップ（無限責任合名会社）の所有形態がとられており、負債調達
が認められていない
注7）居住基準とは異なるが、2008年に成立した「再生可能エネルギー
促進法」では、地元住民への利益還元と意見反映の仕組みとして、洋上
を含むすべての新設風力発電所に対して設置区域もしくは最も近い沿岸
自治体の住民に20％以上の所有権を付与することが新たに義務付けら

【写真】コペンハーゲン港に設置された風力発電機
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合設立につながった。

電効率向上のために風車を大型化しても騒音問題や景

d．財政以外の政策支援

観問題が生じにくい利点がある反面、協同組合方式で

デンマークでは、1990年代半ばに風力発電の設置

は巨大化した建設費用を調達することが困難なため、

が土地利用計画のなかに明確に組み入れられるように

近年は電力会社による所有が主流となっている。また、

なった。全国的な風力資源マップの作成に加え、法律

大規模化に伴い事業運営も複雑化・専門化しており、

で風力発電所の設置場所の条件が明確化され、 立地

資金調達と事業運営の両面で大規模化への対応が課

調査などにより各自治体で風力発電適地が把握された。

題となっている。

また送電会社に対しては、自治体の風力発電開発計画
に則ったいかなる立地場所にも電力会社の系統連係設

4．わが国協同組合へのインプリケーション

備を配備する義務が課された。こうした政策支援は風

デンマークの風力発電協同組合は市民ファンドの性

力発電事業の初期コストを引き下げ、資本力に乏しい

格が強く、また制度の歴史的経緯や政府からの手厚い

風力発電協同組合の設立を後押しした。

支援が普及の大きな要因となってきたことから、すぐ

e．風力発電所有者協会の存在

にわが国協同組合に応用できるものではない。しかし、

風力発電所有者協会は所有者の代表としてさまざま

デンマーク政府が行ったさまざまな支援策は、今後わ

な交渉の窓口となり優遇措置の獲得に貢献した。また

が国協同組合が解決すべき課題として捉えられる他、

毎月、風力発電機の電力生産と事故や故障に関する報

風力発電所有者協会（前述のｅ参照）のような技術サ

告書を発行し、そのデータベースと、ユーザーや技術

ポートを行う機関の存在は、今後の事業連帯のあり方

コンサルタントとの活動などを通じて（必ずしも専門

を考える上で大いに参考となろう。ヨーロッパには再

家とは呼べない）風力発電協同組合の運営を技術面か

生可能エネルギーの分野で活躍している数多くの協同

らサポートした。

組合がある。電力輸出入の容易さや災害リスクの低さ

f．地域の合意形成を促進

など日本と事情が異なる点も多いが、引き続き情報収

外部資本による風力発電開発は、 地域が騒音や景

集していきたい。

観破壊など不利益を被る一方で利益は地域外へ流出
するため、地域の合意形成を難しくさせる。住民参加
による風力発電協同組合は、地域への利益還元や住民
の主体的関与・民主的な運営などを通じて風力発電開
発に対する社会的受容性を高め、合意形成を促すこと

【参考・引用文献】
・脇阪紀行『欧州のエネルギーシフト』岩波新書、2012年
・朝野賢司他『デンマークのユーザー・デモクラシー』新評論、2005年
・笹川桃代「自然エネルギー普及のプロセスとその社会的影響――デン
マークにおける住民参加型風力発電事業の事例研究――」2004年
・ｅシフト（脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会）編『脱原発と

から広く普及した。

自然エネルギー社会のための発送電分離』合同出版、2012年
・ケンジ・ステファン・スズキ『
〔増補版〕デンマークという国 自然エネ

（2）大規模化する風力発電所にどう対応していくか

ルギー先進国〔風のがっこう〕からのレポート』合同出版、2006年

デンマークの陸上風力発電は飽和状態にあり、風力
発電の主役は洋上風力へシフトしている。洋上では発

・北嶋守「デンマークにおける風力発電機の普及と産業化のプロセス
――農機具鉄工所を世界企業に変貌させた技術・組織・制度――」
『機
械経済研究』№39、2008年

【協同組合】デンマークの風力発電協同組合
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部下一人一人へのアプローチのポイント
ＪＣ総研

経営相談部● 人事コンサルチーム

〜部下育成の代表的な視点〜

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

部下のやる気を引き出す。
部下の教育必要点（どの能力が、どの程度不足しているかなど）を把握する。
その都度タイムリーに指導やアドバイスを行う。
ＪＡの「期待される職員像」をイメージさせる。
部下が自ら行動を行うよう仕向ける。
仕事に対する責任（場合によっては権限も）を持たせて、仕事をさせる。
達成感を体験できる仕事レベルを与える。
仕事の達成度合いを相互に確認し、次期の仕事に生かす。
・仕事上の良い点は、具体的に褒める。
・部下の立場に立って、一緒に話し合う。

上記を踏まえ、
「部下一人一人へのアプローチのポイント」について、以下確認ください。
【部下の学習タイプを把握していますか】
次のタイプ別項目で、該当する項目が最も多かったものが、その部下の優位タイプとなります。まず、管理者の
皆さんが実施してみてください（部下にチェックさせるのも有効です）
。
資料などを読むより、話を聞く方を好む。

聴覚的タイプ

大声で読むと理解しやすい。
言葉で指示などされたことを、繰り返すことが簡単にできる。
話し相手の声や言葉に反応が速い。
頭のなかで考えている時間が多い。

言語的タイプ

意味が通るかどうかにこだわる。
新しい事実やデータなどを関連付けたり、理解することが得意。
自分の気持ちを言葉で十分に表現している。
資料を見るより、自分で体験することを好む。

触覚的タイプ

実際に調べたり、動くことによって理解する。
手を使ったり、物をつくることが好き。
話をしているときは、身体のどこかを動かしている。
思い出すために、メモなどを取る習慣がある。

視覚的タイプ

絵や図表化することで、うまく記憶ができる。
話を聞くときは、相手の表情や身振りなどをよく見ている。
口頭よりも、書面指示の方が理解しやすい。
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誰もが、無意識のうちに学習タイプを基準に相手と接しています。部下一人一人が、どの学習タイプかを把握
することにより、管理者としてのコミュニケーションや接し方を変えましょう。
【効果的な接し方のポイント】
特

徴

接し方のポイント

聴覚的タイプ
言語的タイプ

▶音で物事を捉えるのが得意。何かに取り組むときは、

▶左記の要件があるため、会議室などのなるべく静か

▶聞いて学習するのが得意なため講義形式が効果あ

▶話し合いに参加させ、言葉で相手の理解を確認する

▶話すときも、聞いたことの内容が多くなるのが特徴。

▶「どんなことを聞きたい」などと話し掛けることで、

▶自分なりに論理付けることでより理解をする。

▶話の目的を始めに明確にし、関連付けながら話すこ

静かな環境を整えるのが必要。

り。

▶文章を書いたり、それを発表する機会を持つことで、
より早く身に付けるタイプ。

▶論理的に話し、長く複雑に話すのが特徴。

な場所で話をすること。

こと。

理解度を確認できる。

と。

▶相手が理解しているかどうかを、共有しながら話す
こと。

▶「どう考える」などと話し掛けることで、理解度を
確認できる。

触覚的タイプ
視覚的タイプ

▶まずやってみる、使ってみるがこのタイプのため、

▶説明するより、やらせてみる。
「とりあえずやって

▶話し方の特徴は、
「～のような感じがします」とい

▶自らの体験談を話しながら、
「どう思う」などと話

▶物事を描くことで理解するのが得意であり、全体像

▶全体像を話してから具体的な話をすること。できれ

行動させたり、体験させるのが効果的。

う言葉遣いが多くなる。

を大切にするタイプ。

▶話す内容は、視覚情報に基づき、見たことや映像に
ついての内容が多くなるのが特徴。

みよう」などの呼び掛けに敏感に反応するタイプ。

し掛けることにより、理解度を確認できる。

ば、図やフローなどを絵に描いて説明すると、イメー

ジしやすいタイプ。

▶「どんな点が見えてきたかな」などと話し掛けるこ
とで、理解度を確認するとベター。

①すべてのタイプに共通することは、部下の特徴を把握し、受け取りやすい接し方を心掛けることが大切になりま
す。
②また、経験や年齢・職場・役割などにより、タイプは固定的ではないようで、変化していくケースもありますの
で、定期的なチェックに基づき対応する必要があります。
なお、優位タイプは１つとは限りません。基礎となっているタイプと環境や役割により別のタイプが表れるケー
スも多々見受けられるようです。
③部下一人一人のタイプを把握した上で、職場や業務で必要とされる教育必要点をアドバイスできるよう、接して
みてください。

【人事管理】部下一人一人へのアプローチのポイント
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労働法務チームの業務活動について
ＪＣ総研

経営相談部● 労働法務チーム

労働法務チーム（主席研究員4人）の主な業務活動について、以下に紹介します。

1. 講師派遣（出講）
労働法務チームにおいては、労働法務分野におけるノウハウを蓄積し、ＪＣ総研で実施（Ｊ
Ａ全中と共催）する労働関係法セミナー、人事労務セミナーなどの講師対応の他に、中央会な
どにおいて主催するＪＡ人事担当向けの研修会などへの講師派遣（出講）の要請に対応してい
ます。
2012年度（2013年１月現在）の労働法務関係の出講は9件で、主な講義内容は、外務活動
の労働時間管理と最近の労働法改正、労働法基礎研修、最近の労働関係法令の改正動向とＪ
Ａ経営への影響、ＪＡにおけるメンタルヘルスの取り組みなどです。

2. 労働法務に関する電話相談
ＪＡの人事・労務管理実務に関する相談事業の１つとして、
「労働
法務に関する相談」を実施しており、ＪＡや中央会などからの電話

【2012年度上半期】

などによる相談に対応しています。2012年度上半期（2012年４月
～９月）の総受付件数は367件で、相談内容は従業員の募集採用か
ら退職までのさまざまな場面での人事労務管理上の法務に関する課
題や就業規則の整備対応、 メンタルヘルス対応など、 多方面にわ
たっています。今年度の特徴としては、2013年４月本格実施の改正
労働契約法、改正高年齢者雇用安定法に関する就業規則の規定整
備、労使協定の見直しなど多様な相談が寄せられています。なお、
2012年度（2013年１月末現在）の総受付件数は667件（前年同月、

その他
（就業規則、
募集採用
など）
184
（50％）

賃金･退職金関係
56
（15％）

367

メンタルヘルス関係
46
34 （13％）
（9％）
パート労働関係

545件）となっています。

3. 弁護士法律相談
上記の「労働法務に関する相談」の他、ＪＡの労使間の紛争への対応など、個別の法律相
談については、労働問題専門の弁護士による個別相談（有料）の機会を設けております。担当
弁護士は、ＪＡ関係事件など多数の労使の法律問題事案を取り扱われている中山慈夫弁護士
（第一東京弁護士会所属／経営法曹会議所属）です。
2012年度（2013年１月現在）の相談件数は、10件で、主な相談内容は、就業規則変更に
よる賃金規定の見直し、労働時間管理制度の見直し、退職勧奨・普通解雇、労基署の指導へ
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労働時間管理関係
47
（13％）

の対応、メンタルヘルス職員の労災問題、外部の労働組合との団体交渉の法的留意点などで
す。相談をご希望される方は、労働法務チームまで電話などでご照会ください。
『人事管理ＲＥＰＯＲＴ』の発行
4．
2012年度の『人事管理REPORT』に掲載した主要記事とQ&Aは次のとおりです。

【主要記事】
号 数

2012 年

掲 載 項 目

氏名など

4 月号 欠勤・休職職員への対応と職場復帰の留意点

弁護士
石井 妙子氏

5 月号 賃金制度見直し、管理監督者問題、定年後再雇用の法的留意点

弁護士
中山 慈夫氏

6 月号 解雇、退職時のトラブル防止策

弁護士
山中 健児氏

7 月号

今後の労働関係法改正動向と人事労務管理に与える影響及び労働 弁護士
法務の対応策について
石嵜 信憲氏

8 月号

最近の不祥事の特徴と懲戒処分手続き等の法的留意点及び危機管 弁護士
理対応策
加茂 善仁氏

9 月号

やりがい・働きがいのある職場つくりと人材育成
～若手社員の活性化と人材育成～

聖泉大学客員教授
井戸 和男氏

10 月号

メンタルヘルスの復職判断と職場不適応者への対応の人事労務実 弁護士
務
増田 陳彦氏

11 月号

労基署の監督・指導の具体例と対応の実際及び労働時間・賃金関 弁護士
係の就業規則の見直し
盛 太輔氏

12 月号

労働法総論・個別的労働関係の法律知識
（採用から退職まで）－ Part1 －

弁護士
三上 安雄氏

1 月号

労働法総論・個別的労働関係の法律知識
（採用から退職まで）－ Part2 －

弁護士
三上 安雄氏

2013 年

2 月号 集団的労使関係の法律知識（労働組合への対応等）

弁護士
伊藤 昌毅氏

【Q&A】
号 数

掲 載 項 目

4 月号 【労働法】セクハラ行為の場所と使用者責任
5 月号 【労働法】女性労働者の母性健康管理と法的留意点について
6 月号 【労働法】労基署の立入調査における指摘事項について
7 月号 【労働法】賃金減額にかかる合意
2012 年

8 月号 【労働法】障害者の法定雇用率引き上げと障害者雇用の法的留意点について
9 月号 【労働法】派遣労働者に対する雇用契約申込み義務について
10 月号 【労働法】事業場外労働みなし労働時間の適用
11 月号 【労働法】従業員の見だしなみと企業秩序維持のための法的留意点について
12 月号

2013 年

【人事管理】再雇用の賃金の検討について
【労働法】解雇予告手当の支払時期について

1 月号 【労働法】長時間労働の損害賠償リスク
2 月号 【労働法】改正労働契約法・改正高年齢者雇用安定法と実務対応上の法的留意点

【労働法務】労働法務チームの業務活動について
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ＪＣ総研 経営相談部●ファーマーズマーケットチーム

ファーマーズマーケット利用者ヒアリング調査の結果報告
――消費者との関係づくりで持続成長を目指す

本調査は消費者のファーマーズマーケットに対する評価

ジがあります。しかし、ファーマーズマーケットと呼ばれる

や要望を明らかにし、店舗運営に生かすことを目的に10年

近年の直売所は、鮮度、安心・安全の評価が高く、値段に

前から実施しています。この間、未曾有の被害をもたらし

対する評価は９項目中８番目、生産者との交流は最も低い

た東日本大震災による “テイケイ” や “きずな消費” “食の

結果でした。

安心・安全重視” という価値基準が定着しつつあります。
今年度の調査は、ファーマーズマーケットを利用する約

者名が表示されているから安心 」
「ＪＡ直営だから信頼感

6000人の消費者（全国31カ所 ） の声を集めることができ

がある」という項目は約９割が評価しています。食への不

ました。消費者意識の変化に対応し、直売事業の継続成長

安が高まるなか、消費者にとって誰が作ったものなのか、

を目指す戦略とは。 そのヒントとなる調査結果の概要を紹

誰が責任を持って販売しているのかは「安心・安全」を得

介します。

るための重要な要素となっています。
次に「従業員の対応がよい」
「店全体に活気がある」 が

《利用者の属性》

約８割でした。温かい接客がつくり出す心地よさ、旬の農

年齢層は60歳以上が最も多く約６割、次いで40 ～ 50歳
代で約３割でした。30歳代までの利用者は約１割。野菜・
果物中心の売り場ゆえに、時間的に余裕があり、素材を上

産物を前面に出したダイナミックな売り場はファーマーズ
マーケットの魅力となっています。
次いで評価の高い項目が品揃え。
「地場の珍しい商品が

手に保存・調理する技術のある年齢層がコアな利用者です。

ある」が約７割、
「年間通して品揃えが豊富」が約６割でし

子育て期の若い主婦層の利用を増やすには、食べ方の提案、

た。近年は直売所専門の指導員を配置するなど営農に力を

加工品の充実を図る必要があります。

入れる店舗も増え、こうした努力の結果ともいえます。

同行者数を見てみると自分1人で来るという消費者は約２

それに続くのが「スーパーと比べて安い」という項目。

割。 約８割は誰かと一緒に買い物をしているという結果で

６割の消費者が安さに魅力を感じているものの、鮮度や安

した。 店内をじっくり観察してみると分かりますが、 ス ー

心感、品揃えほど評価は高くありません。景気低迷による

パーなどの買い物客のように効率よく目的のものを目指し店

経済性重視の傾向が読み取れます。スーパーなどの安売り

内を移動するというより、 同行者とどんな農産物が今日は

合戦という不毛の競争に参戦する必要はありませんが、品

出ているのか話しながら（宝探しでもしているかのように）

質に見合う価格を消費者の理解が得られるような情報を付

買い物自体を楽しんでいる光景を見ることができます。

けて販売することが大切です。

店までの所要時間は10 ～ 20分が最も多く約４割、次い

「生産者と話ができて楽しい」と感じている消費者は約４

で30分以上が約３割を占めています。交通手段は約８割が

割。農産物の追加出荷、試食販売、イベント時の対面販売

車利用。30分以上かけて車で来る利用者層は、景気低迷、

など生産者と交流する機会はありますが、消費者に魅力と

ガソリン代の高騰に最も影響を受ける層といえます。 安定

して伝わっていないのです。単に農産物を購入する場では

した運営には地元消費者を固定客として取り込むことが重

なく、
「モノの交流」から「人の交流」を促し、スーパーに

要です。

ない魅力づくりを考えてみましょう。

《ファーマーズマーケットに対する評価》
農産物直売所というと、新鮮、安心、安価というイメー
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詳しく見てみると、
「朝採りの農産物だから新鮮 」
「生産
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《ファーマーズマーケットへの要望》
利用者の要望で多かったものは「農産物の残留農薬の定

【食育・FM】ファーマーズマーケット利用者ヒアリング調査の結果報告

期検査」が約８割、
「加工品の細菌の定期検査」が約７割

はそれほど高くありません。 ここでしか食べられないメ

でした。農産物の栽培履歴の提出を義務付けている店舗は

ニューの開発や農の癒しを感じられる雰囲気づくりなどの

多くありますが、客観的に安全性を裏付ける取り組みが求

工夫が必要です。

められています。 加工品のトラブルは健康被害につながる

《最後に》

ことも多いため、保険加入による備えと共に、検査実施を
年間計画に組み入れ、消費者が抱くファーマーズマーケッ

本レポートでは、消費者のファーマーズマーケットに対

トへの「安心・安全」を確かなものにしていきましょう。

する評価や求めていることを全体的な傾向としてお示しし

「加工品の特徴の説明」や「農産物の特徴の説明」を要

ました。直売所の乱立やデフレによる家計引き締めの影響

望する消費者も多くいます。 単なる商品としての農産物や

で、客離れと売り上げ低迷に悩む店舗も少なくありません。

加工品ではなく、地域で生産されている食材に対する物語、

地場農産物や手づくり加工品といっても販売台に並べて

農家直伝のレシピによる手作りの良さを知ることで、 心の

待っているだけでは売れない時代になりました。 変容する

豊かさを得たいというニーズの現れといえます。

消費者のニーズに対応し、胸が躍る心地よい空間づくりが

「軽食・喫茶コーナーの設置」を要望する消費者は約４

大切です。生産者と消費者が共感する場づくりと、地域の

割。農産物に付加価値を付けた取り組みの１つとして地場

食と農を次世代につなぐという視点が直売事業の発展につ

食材を使った飲食サービスがありますが、消費者のニーズ

ながるものと思います。

【図】ファーマーズマーケットで聞いた消費者の声
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新公益法人制度への移行に伴い、
2013年４月１日から
「一般社団法人ＪＣ総研」
へと改称します。
政府による公益法人制度改革の一環として、全国の公益
法人は要件を整え、2013年11月までに「新公益法人制度」
への移行申請を行うこととなっています。
当研究所もこれに従い、新公益法人への移行の申請を行

新役員体制は2013年３月下旬の臨時総会で決定しますの
で、ホームページへの掲載などでご連絡する予定です。

4．送金・振込時の団体名

い、2012年10月12日の内閣府公益認定等委員会において

上記１のとおり、団体名が変更となりますので、 農林中

「一般社団法人」への移行につき、
「認可の基準に適合する

央金庫などにある当研究所の預金口座名義も変更となりま

と認めるのが相当である」との答申が出されました。

す。金融機関への手続き完了が４月下旬～５月ごろになる

2013年３月中に正式な答申が出され、 新制度の法人へ

と予想されますので、完了しだい、ホームページへの掲載

と移行する予定ですが、以下の項目について変更となりま

や文書などでご連絡する予定です（金融機関への手続き書

すので、よろしくお願いします。

類には団体の登記簿が必要ですが、2013年４月は全国の
公益法人の大半が一斉に登記申請するため、法務局サイド

1．団体名の変更

での登記簿の完成がいつごろになるか未定のためです）
。

2013年4月1日より、団体の名称が2013年３月31日現在
いっ ぱん しゃ だん ほう じん じぇいしぃ そう けん

の「社団法人ＪＣ総研」から「一般社団法人ＪＣ総研」に

なお、当分の間（１年間程度）は旧団体名でも振り込め
るように手続きをする予定です。

変更となります。

2．代表理事と業務執行理事

３号会員加入のお願い

新公益法人制度では「代表理事 」 および「業務執行理
事」制度が設けられており、2013年４月１日より当研究所
では会長と理事長の2名が代表理事、専務理事以下４名の
理事が業務執行理事となります。

当研究所の会員は１号会員（ＪＡグループ全国機関
９団体 ）
、２号会員（都道府県農協中央会およびＪＦ
全漁連・全森連・日本生協連 ）
、３号会員（１号・２
号以外でこの研究所の目的に賛同する法人、ＪＡ、県

【代 表 理 事】
ばん ざい

あきら

つち や

ひろし

代表理事会長

萬歳 章

代表理事理事長

土屋 博

【業務執行理事】
お

ち

まさ や

専

務

理

事

越智 正也

常

務

理

事

近野 俊幸

理

事

松岡 公明

理

事

水卜 祐之

こん の

とし ゆき

まつおか

こう めい

み うら

すけ ゆき

信連、県経済連、電算センター、全国機関の子会社な
ど）で構成されています。
３号会員にはＪＡグループや協同組合グループの法
人が自由に加入できます。年会費は１口５万円で、機
関誌『ＪＣ総研レポート』および人事労務に関する研
究誌『人事管理REPORT』 の配布、 人事労務に関す
る各種セミナーの参加料割引が受けられます。
このたびの一般社団法人化を機に、広く加入を募集
しておりますので、ご希望の団体は下記までご連絡願

3．役員体制の変更
2013年４月１日より、上記２の「代表理事」および「業
務執行理事 」を含め、 役員体制がこれまでの理事17名・

います。
担当部署：企画総務部
TEL：03-6280-7200（代表） FAX：03-3268-8761

監事３名から、理事13名・監事３名体制に変更となります。

60

ＪＣ総研レポート／2013年 春／VOL.25

【企画総務】
「一般社団法人ＪＣ総研」へと改称します

まうことはないだろうか。 私にはある。 自 信がなくな

分にもっと才 能があったら……」 なんて悶 々と考えてし

グラウンドで実験し検証させる（さすが開成、としか言いようが

たちのために、練習時間は「実験の場」とし、自分なりの仮説を

「自

ない）
。高い技術が求められるサインプレーは、はなからやらない

『
「弱くても勝てます」
開成高校野球部の
セオリー』
髙橋秀実＝著
新潮社（2012年9月）

きた私である。

だい ご

み

もひょっとすると…… 今 年の夏の大 会がにわかに楽しみになって

開 成高校野球部は今のところまだ甲子園へは行っていない。で

てくるから不思議だ。

そんなことが、単なるきれいごとではなく、すんなりと心に落ち

新たなチャンスが生まれることだってある。本書を読んでいると、

戦を練り、一歩一歩 駒を進めること自 体を楽しんでいるうちに、

て」しまうことはないか。
「勝ち」そのものよりも、自分なりの作

とがある。そして「勝つ」という結 果だけを求めて、自ら「負け

人生の主人公は自分。そんな当たり前のことを忘れてしまうこ

からの勝負は大胆にはできません。だからこそ今なんです」

徒たちには『自 分が主役 』と思って欲しいんです。大 人になって

てくる。作者のインタビューに答えた監督の言葉が印象的だ。
「生

する選手たちの姿は清々しく、
「挑戦することの醍醐味」が伝わっ

す が すが

好奇心に訴えながら指導する青木監督と、それに応えようと奮闘

メッセージである。時には恫喝しながら、時には秀才たちの知的

どう かつ

して一番感じたのは「一生懸命になることは面白い」という強烈な

しかし、そんな「勝ちのセオリー」にも増して、私が本 書を通

パーソンに大受けしているのもうなずける。

の生き残りを掛け、 新たな「経 営 戦 略 」の立 案に悩むビ ジ ネ ス

勝つ」いわば「弱者の兵法」だ。グローバル競争のなかで、自社

それが常識を逸したものであることがよく分かる。
「下手は下手で

チャーを翻 弄する……などなど。野 球に詳しくない私が聞いても

通常は下位打線に当たる七・八番に長打の選手をもってきてピッ

がひるむという、思わぬ副産物を生むらしい）
。打順を輪で考え、

り、落ち込むところまで落ちていって……。あれができたらいいの

ならばそんなつまらないことはやめてしまって「あるもの」 を
生かそう、そうすりゃ結 構いけますよ。そんなことを教えてくれ
たのが本書である。
開成高校といえば、毎年二〇〇人近くを東京大学へ送る、超が
三つ付くくらいの進 学 校。これまた超が三つ付くくらい凡 人の私
にとっては、 名 前を聞いただけで「はは〜っ」 とひれ伏してしま
うほど、頭上高くにおわします存在である。そんな勉強一筋のイ
メージが強い開成高校野球部が、二〇〇九年夏の高校野球予選、
強豪ひしめく東東京大会でベスト一六入り、二〇一二年大会でも
ベスト三二まで勝ち進むという驚きの戦果を収めた。その快進撃
の陰には、実にユニークな「勝ちのセオリー」が存在している。
開成高校の野球部がグラウンドを使用できるのは週に一度きり、
たった三時間という短さである。部員たちものんびりしたもので、
高校球児の定番「丸刈り」もほとんどいない。そんな状況だから、
ナイター設備付きの専用グラウンドを持ち、全国各地から精鋭が
集まっているような、バリバリの強豪校にかなうわけがない。――
そう、普通にやっていては。
そこで開成高校野球部を率いる青木秀憲監督が編み出したのが、
基礎技術もなく、短い練習時間でもなんとか勝ちをもぎ取れる方
法、名付けて「ドサクサ戦法」
。
「とにかく長打にこだわり、相手
がひるんだ隙にドサクサに紛れて大量点を取り、コールドゲーム
で勝つ」というものだ。
短い練習時間は、コツコツと積み上げなければ結果が出ない守
備ではなく、
「打つこと」に集中する。何事も論理的に考える秀才

が わ

お

り」は結構苦しいものだ。

（試合中に監督が作戦を大っぴらに叫ぶため、かえって相手チーム

え
り

J Ｃ総研 基礎研究部 主任研究員●小川
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【この本が好き】目線を変えると人生は2倍楽しい！

理恵

に。こうなったら幸せなのに……。でもこうした「ないものねだ

目線を変えると人生は
２倍楽しい！

す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

人は、どのようなときでも常に「生

そこで、上司と共に実践する「メ

き生き」としていたいものです。そ

ンタル・マネジメント」が重要にな

れが、人の抱く心の真実の１つです。

るのです。

《プロフィール》

株式会社ビジネスラポール

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。

『生き生きと仕事ができるメンタル・マネジ
メント！～契約の意識が自由をつくる～』

くてはなりません。それが、最も重
要なトップの義務なのです。

仕事は、
「義務と権利」の契約で

トップは、３ポイントで義務を果

環境にいたとしても、不自由や拘束、

成立しています。 立場や報酬を保

たし、部下の「生き生きと楽しく生

強制を感じてしまいます。現状には

証される権利を得るとともに目標や

きる」権利に応えてあげましょう。

満足せず、いつも心のなかで叫んで

目的、課題やテーマと成すべきこと

しまうのです。

を最善策で成し遂げる義務があり

１．やりたいことをやらせる

「もっと躍動的に仕事をしたい！」

ます。しかも、最短・最速・最良が

２．できることをやらせる

「新たな挑戦をして充実感に満た

求められているのです。そのことだ

３．向いていることをやらせる

しかし、人は、当然と納得できる

けに意識を集中すると、かなり強烈

されたい！」
「強制や束縛がなく自由自在でい

なストレス源になります。

この自覚を持ってマネジメントに
挑み、義務を果たしていきましょう。

たい！」
しかし、人の抱く心の真実には、
「生き生きする」とは、自由自在

62

もう１つあります。

1．やりたいことをやらせる

に好き勝手ができることでしょう

「フワフワととりとめない」という

か？ 「生き生き」 ＝「わがまま」

ことです。
「多角性」があるのです。

性があるとは限りません。しかし、

とは違うはずです。

つまり、同時に何にでも心が向きま

本人は、 やってみたいのです。 客

す。責任感や集中力もなく目移りす

観的に見て、 役割を担う立場的に

人は、 組織に所属して仕事をし

るのです。 その特徴を適度に操作

もスキルも未熟で「任せるのは難し

ています。 その枠内の制度や仕組

調整して、常に心に新鮮さをつくり

い！」と思っても、本人はそのこと

みに組み込まれ、 組織の一部であ

出し、心を躍動させるのが「メンタ

に対して意欲的なのです。 上司の

り環境そのものになって生きて、生

ル・マネジメント」です。

評価や指導は受け付けません。 説

やりたいことが、上手であり、適

かされています。制度とルール、そ

部下は、日に何度となく自分自身

得しようとしても「自分を理解して

して組織文化に縛られているのは

のなかで、
「落胆と高揚 」
「失望と

いない！」とさえ断じるはずです。

事実です。そのなかでどのようにし

期待」を波のように繰り返している

「信頼できない上司だ！」 と落胆と

て「自由自在」に「生き生き」と生

ものです。 だから、 組織トップの

失望でいっぱいになります。そうな

きられるのでしょうか？

方々が恒常的に意欲をつくり出さな

ると、意欲は見せかけにしかなりま
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【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】生き生きと仕事ができるメンタル・マネジメント！

・

人の心の真実
＊いつも「生き生き」としていたい
＊同時に何にでも心が向く――多角性

上司

メンタル・マネジメントの実践

部下

共に生きる心
意欲をつくり出す

「落胆と高揚」
「失望と期待」
を繰り返す

部下が生き生きと
実力発揮できることの
喜びと充実
１. やりたいことをやらせる
２. できることをやらせる
３. 向いていることをやらせる

せん。やりたいことはやらせるしか

意なことやできることは、確かな喜

ないのです。

びとともに、ベテランの風格でやっ

そこで、厳守すべき３アドバイス
です。

てもらうことです。
そのために厳格な３チェックが必

①立案計画のときには、 上司は仲
間として参加すること
②全体像は１人で考えさせ、 仲間
に説明させて質疑に答えさせる、

厳選した３スキルを発揮しましょ
う。
①その時々の部下の心の様子を把
握すること。 仕事着手の前後・

①初心者向きマニュアルの注意点

最中や仲間との言動のやりとり

や勘所を作らせること
②マ ナ ー違反や手抜きのないよう
に、けじめをもたらすリーダーを

をつくること

兼任させること

クチーム化してリーダーを務めさ

ません。それが躍動の近道です。

要です。

などプレゼンテーションの機会
③１人でやらせるのではなく、タス

契約の意識が自由をつくる
生き生きさを発揮できる

③客観的な根拠を明示して、 本人
に成果の評価を報告させること

せること

を見ること。ストレス度を測るこ
と
②プ ライベートの話題や交流を通
あん ど

して、 気楽さや親しみの安堵感
を誘い出すこと
③作業ノ ー トや業務日誌を活用し
て、 部下に潜む相談事項を読み

3．向いていることをやらせる
2．できることをやらせる

取ること

本人には、 自分の向き不向きの

上 手にできて 結 果 を出 せると

思いがあります。 上司の判断で構

以上により、 仕事を通じて上司

いっても、新鮮な生き生きさを感じ

いません。向いていると思うことを

の指導の下で、 部下一人一人が、

ているとはいえません。淡々とした

やらせてみるのです。 それを本人

のびのび、 生き生きと実力発揮が

作業化になってしまい、 惰性と妥

が向いていると思えばラッキーです。

できるようになるのです。

協のマンネリ化で創造も改善もなく、

不向きと決めつけているなら上司の

メンタル・マネジメントの醍醐味

無気力に陥っていることが多々あり

本領発揮でリ ー ドすればよいので

は上司であり、組織トップの方々の

ます。 仕事や努力に喜びが見いだ

す。いずれにしても、向き不向きが

喜びと充実のためにあるのです。

せないのです。しかし、本人からそ

あるのはよい傾向です。やる気につ

それが、あなたから部下へ伝わっ

れを取り除いたら、存在感さえ自ら

ながるからです。ただ、うぬぼれた

ていく「共に生きる」心になるので

危ぶむようにもなりかねません。得

り傷つかないようにしなくてはなり

す。

【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】生き生きと仕事ができるメンタル・マネジメント！

だい ご

み
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JA 総研研究叢書❶

JA 総研研究叢書❷

２つの
「油」
が
世界を変える

エコフィードの
活用促進

薄井 寛／著

泉谷 眞実／編著

新たなステージに突入した
世界穀物市場

2,730 円

穀物貿易に迫る規模へ成長した燃料生産農業と、中国など新興国の食

2,625 円

エコフィードをめぐる経済主体間の取引関係を、ビール粕、リンゴ粕、

用大豆油の需要急増で、世界の食料・穀物貿易はまったく新しいステー

焼酎粕など、飼料資源ごとに具体的に分析。宿命ともいえる資源供給

ジに移行した。その最新動向を、よって来る歴史的要因とともに詳細に

の不安定性の問題、廃棄バイオマスの仕分けなど社会的費用の負担問

分析し、わが国農業が水田フル活用、大豆増産などに挙げて取り組むべ

題、エコフィードの新規需要開発問題など、その活用促進を図る立場か

き事態、状況であることを浮き彫りにする。

ら問題点を洗い出し、問題解決の道を実践的に提起する。

JA 総研研究叢書❸

JA 総研研究叢書❹

食料消費の
変動分析

農山村再生の実践

新たな販路開拓、
市場創出にむけて
（データ・CD-ROM付き）

濵田 亮治・和泉 真理／著

小田切 徳美／編著

2,730 円

2,940 円

長引く不況・デフレ経済と所得の低迷の下、消費者の食料消費行動は

農山村の現場で着実に生まれ始めた地域再生への数々の取り組みと政

大きな構造変化を遂げている。 その実態とそれに伴う市場構造の変化

策当局の現場で重視され始めたさまざまな政策を分析し、それが持続す

を、７回にわたる消費者Web調査と各種資料などにより分析。多様な

る諸条件を浮き彫りにし、農山村と地方全体の再生の戦略的実践方向を

データと分析結果は、市場縮小を打ち破り、新たな販路開拓や市場創出

提案。それは、地方都市の再生に応用できるものも少なくないことを明

に取り組む上で豊富な示唆を与える。

らかにする。

JA 総研研究叢書❺
〈脱〉安売り競争

食品企業の戦略転換

JA 総研研究叢書❻

農業の新人革命

国産大豆で食農連携を
進める豆腐企業に学ぶ

澤 千恵／著
2,625 円

64

和泉 真理・横田 茂永／著
2,730 円

大量生産による安売り競争の路線では大手に対して勝ち目はないことに

若い農業後継者や新規参入の若い人々など「農業の新人」の考え方や経

気付き、国産大豆使用に転換し、
〈生産者—流通業者—消費者〉との連

営の姿から、ポスト昭和１桁世代の多様な農業経営のあり方や地域農業

携で活路を開いた豆腐製造４企業の戦略と実践。 価格以外の価値を重

の未来像を描くとともに、ＪＡ、行政、教育機関、農業法人、農業に参

視した食品製造が、流通業者と消費者の支持を得、経営の持続的発展

入した農外企業などが人材の確保・育成に果たすべき役割を、その先駆

につながった！

的取り組みの事例を踏まえて提案する。
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【JA総研研究叢書】

巻頭言などでもご案内しているとおり、４月から当研究所が社団法人から一般社団法人へ移行するのとあわせ、
『ＪＣ総研レポート』をリニューアルした。従来は基調テーマに基づく論文と基礎研究にかかる論文を掲載していた
が、経営相談部や協同組合研究部をはじめ、ＪＣ総研全体の活動などについて幅広く掲載することとした。このた
め、今号から基調テーマを設定していない。
ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）問題が風雲急を告げる情勢だが、足元のわが国の農政の方向性が見通
せないのは残念ながら従来どおりである。こうしたなかで、今回の巻頭論説は明治大学の小田切徳美教授に「農山
村再生」の基本的視点と方向性について論じていただいた。ＴＰＰで経済を活性化させる、イコール輸出産業を富ま
ひん

せることよりも、都市に人口が集中するなかで、存亡の危機に瀕している多くの農山村を再生、活性化させることの
方がよほど喫緊の課題に思えるが、いかがだろうか。派手な経済政策は一見格好が良いが、本当に必要なのは地に
足が着いた地道な継続性のある政策だと信じている。政治にはこの地道な政策を期待したい。
（基礎研究部 元主席研究員 藤本恭展）

春は変化の季節である。ＪＣ総研が社団法人から一般社団法人へと移行することを機会に、当『ＪＣ総研レポー
ト』も、ＪＣ総研の総合的機関誌としての色合いを濃くさせることとして、内容を一新した。これにより、全部署が
担当ページを持つこととなったが、それぞれの業務が多忙ななか、各担当者が一生懸命に執筆してくれた。取りまと
めには多少の苦労もあったが、全部署の協力のもと、こうして１冊の機関誌として発行することができたのはうれし
い限りである。
表紙の色とりどりのチューリップには「彩り豊かなメンバーで、新たな調和を生み出そう」という編集部の願いを
込めた。今後、より一層ＪＣ総研の情報発信力を高めていきたい。
編集部においても、メンバーだった藤本恭展主席研究員が、３
月１日付の異動で出向元のＪＡ全農へ戻られるなど、変化に次ぐ
変化に翻弄されての編集作業となった。
しかし、春は希望の季節でもある。
「チェンジをチャンスに！」
は、今村奈良臣前研究所長が繰り返し提唱されていた合言葉だ。
変化の波に流されることなく、うまく風にのって帆を進めたい。


（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、一般社団法人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

飯田橋レインボービル５階

一般社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部

宛
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