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前回の小誌『ＪＣ総研レポート』
（2013

取り組みの特徴 ③その広がり ④取

年春号、VOL.25） におきまして、４月

り組みのために求められる対応（制

１日をもって当研究所が一般社団法人に

度、政策など）を明らかにする。

研究活動の充実と、
情報発信機能の強化に取り組む

移行した旨、ご案内申し上げました。
この移行認可基準適合との判断を得
た際の約束ごととして、
「所定期間内に
公益目的支出計画を着実に実行するこ
と」という事項があります。これは、
「移
行の時点の公益目的財産額を本来の目
的である公益目的に沿って費消しなさ
い」ということです。
「公益（性）
」
、その定義・解釈は専門
家に委ねるとして、 今般の移行は公益
法人制度改革の議論を経た上での認可
判断であり、また当研究所は移行前から
公益的あるいは非営利の諸事業を営ん
でまいりましたので、 何を今さらかもし
れませんが、移行を機にもう一度自分な
りに再認識したいと考えているところで
す。
当研究所の事業活動のうち、2013年

３．研究プロジェクト「高齢化・世代交
代期におけるＪＡの対応戦略に関す
る研究」
（主査：増田佳昭 滋賀県立
大学教授）においては、ＪＡの主要
メンバーである昭和一桁世代、団塊
世代とどのように向き合うのかが重
要であると捉え、介護などＪＡが取
り組むべき地域課題という視点か
ら、現地調査などを通して調査研究
を行う。
４．
「食料の消費行動に関する調査研究」
においては、生産者・ＪＡにとって
多様な生産・ 販売戦略の展開が求
められるなか、生産者・ＪＡが消費
行動の変化などの消費者情報を直
接把握する機会は少ない。このこと

度から取り組みを開始した研究テーマな

から、農畜産物に関して、一般消費

どを中心にご紹介申し上げて、巻頭言と

者の消費行動を定期的に調査・ 分

させていただきます。

析し、当該農畜産物の生産者・ＪＡ
などの生産・販売戦略構築の一助と

１．当
 研究所の強みである、 ①農村地

する。

域での実地調査などにおける優位
性、 ②研究所発足以来構築してき

そして、こうした研究活動の成果の発

た外部研究者などとのネ ット ワ ー

信については、小誌やウェブサイトなど

ク、③会員からの人員派遣など、を

従来の機能に加え、 広く一般国民の皆

生かした、農業、農村、食料、ＪＡ

さまの目に触れ、 さらには１人でも多く

などにかかる実証的・専門的な調査

の方々に農業、農村（地域社会）
、食料

研究活動に取り組む。

および協同組織の発展にご理解をいた
だけるような情報発信機能の強化に取り

２．研究プロジェクト「農山村再生の新

組んでまいりたいと考えております。

展開に関する研究 」
（主査：小田切
徳美 明治大学教授 ）においては、
全国各地で行われている農山村の
活性化に向けた多様かつ新たな取り
組み事例について、①形成論理 ②

ＪＣ総研

理事・基礎研究部長
み

う ら

す け ゆ き

水卜 祐之

今後とも、 当研究所業務運営にご指
導・ご支援を賜りますようお願い申し上
げます。

【巻頭言】研究活動の充実と、情報発信機能の強化に取り組む
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巻 頭 論 説

食べることから
農業と農業政策の
これからを考える

1．はじめに
生源寺眞一 名古屋大学大学院教授は、著書『新
版よくわかる食と農のはなし』
（家の光協会、2009
年 ） のなかで、
「現代日本の食料をめぐる政策のあ
り方は、考えれば考えるほど奥の深いテーマなので
ある」と述べた。その現代日本の食料には「絶対的
な必需品」と「高度に選択的な財」という両極端の
特質が同居していること、オーソドックスな政策論
としては、前者に対しては危機管理機構（セーフティ
ネット）
、後者に対しては市場機構という備えを用意
する必要があるという。しかしながら「食料の持つ
二面性をこのように単純明快に分けて考えることは、
本当に現実的であろうか」とも指摘した。
「セ ー フ
ティネットは、セーフティネットをめざして確保され
るのではない。農業経営者がのびのびと活躍する、
その結果として食料の自給力も確保されるのである」
以下では、 このことを手掛かりにもう少し掘り下
げて議論をしたい。

2．揺らぐ食べ方
「絶対的な必需品」としての食とは、生きるための
食である。それは、私たちにとって欠かせないもの
な か し ま

中嶋 康博
や す ひ ろ

東京大学大学院
農学生命科学研究科
教授

2
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である。その内容は、カロリーとさまざまな栄養素
から構成されて、それぞれどうしても確保しなけれ
ばならない絶対的な基準がある。
「高度に選択的な財 」としての食とは、 楽しむた
めの食である。 豊かな社会にはなくてはならないも
のであるが、しかし時と場合によっては後回しにさ
れる。その内容は、味や香りなどの品質や同時に提
供されるサービスによって構成されるが、それらへ
の要求水準やその評価は状況によって相対的に変化
する。
私たちの食べ方は揺らいでいる。あるときには、
ただ食べるだけでよしとし、価格が安いものを選び、

【巻頭論説】食べることから農業と農業政策のこれからを考える

お

い

美味しくない食も受け入れる。またあるときは、 美

にした経済発展がそれらの動きを支えた。しかしそ

味しいもの、珍しいものを優先して、価格が高くて

れは常に危うい成長過程の上にあった。潜在的な食

も受け入れることがある。それから、健康を維持す

料不足は、海外からの米供給を求めた。そのことが

るために必要なカロリーや栄養素の摂取にやたら注

一時的な供給過剰を引き起こし、1930年ごろの農

意するときがある。ところが、 楽しむことを優先し

業恐慌の一因にもなる。その後、生産変動がたびた

て、健康に良くない食事だと知っていたはずが目を

び起きて、農村は疲弊し、国内供給に不安を抱え続

つぶることもある。 食べ方によって健康に良いこと

けることになった。

も悪いこともあると十分に承知していたはずなのに、

4．本格的な食の充実

それをすっかり忘れてしまう。考えや行動が一貫し
ていない。同一の人間が、時と場合によってまった
く異なった態度を示す。

第２次大戦後の食料不足は深刻であった。 海外

実はこのような多面性こそが食の面白さであり、

からの引き揚げや戦後のベビーブームにより、５年

悩ましさなのである。そのことが食の政策論を大き

の間に1000万人以上人口が増加した。 しかし生産

く左右する。

基盤の荒廃、 生産資材の不足が続いたため、 絶対
的な食料不足のままであった。政府は、農地改革を

3．食の不足

断行しつつ、緊急開墾などの増産対策を次々に行っ
た。さらに援助物資も含めて、海外からの食料の一

このような態度は、あれこれ選べるだけの余裕が
なければ取れない。不安なく食事ができてはじめて、
ぜい たく

このような混乱した「贅沢な食」が許されるのであ
る。

時的な輸入によって、厳しい状況になんとか対処し
た。
1960年代以降、食料事情は大幅に改善して、つ
いに不安のない食が実現する。
「絶対的な必需品 」

「贅沢な食 」を、 社会の中間層が楽しめるように

としての食が確保されたのである。しかし高度経済

なったのは、現代になってからである。ただし、大

成長が奇跡であったように、この時期の食の確保も

久保洋子 実践女子大学教授によれば、すでに近世

奇跡的に成功したのかもしれない。

江戸期には多彩な食が成立していたという（
『江戸

戦後、復興して以降もわが国の人口は増え続けて、

の食空間 屋台から日本料理へ』講談社学術文庫、

食料の絶対的な量の確保が依然として課題だった。

2012年、原著は1998年）
。一方で、江戸後期の日

また経済成長期を経て、食の構成内容は大きく様変

本は人口成長にブレ ーキがかかり、3000万人前半

わりした。とりわけ米消費の減少、油脂と畜産物の

辺りで長らくとどまった。この時代には享保、天明、

消費の増加が顕著であった。それはわが国農業が不

天保の大飢饉が発生している。都市と農村との食料

得意な分野である。

き きん

事情に大きな格差があったのである。絶対的な食料

食料事情の改善を支えたのは、大量に輸入された

不足におびえつつ、しかし人口と食料供給力の間に

油糧種子と飼料穀物である。 その結果、1960年に

はある種のバランスが取れていた。

80%だった自給率（カロリーベース）は、1975年に

明治期になると人口は劇的に増えた。その背景に

は50%近くにまで一気に低下してしまった。同時に

は食料事情の改善がある。 耕地面積の拡張、 品種

国内の農業生産構造は大いに調整が進んだ。 消費

改良、農業資材の投入増、そして国際化をきっかけ

の減退に合わせて米生産は縮小させた。ただ、それ

【巻頭論説】食べることから農業と農業政策のこれからを考える
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を補完する穀物生産はそれほど伸びなかった。他方、

外から食料を輸入し続けることに疑問を持たないだ

輸入飼料に依存しながら、畜産物生産は大幅に増や

ろう。しかし国民経済のゼロ成長が続くとそうはい

すことができた。野菜生産も順調に拡大した。ただ

かない。さらに、世界的な人口増加、途上国の経済

しそれは、輸入された石油由来の資材に支えられて

成長による国際的な食料事情の悪化についての予測

いて、施設園芸の拡大で近年ますますその依存度が

もあって、将来の食料供給への不安が重なった。

高まっている。

この数年の政治・外交情勢で大いに問題になった

食料の消費と生産という観点からすると、国内は

のは、国家の安全保障への懸念であろう。食料の安

大きく二分された。生産の中心は遠隔地に次々に移

全保障はその一部を構成していることを、あらため

動し、拡大する都市にますます多くの消費が集中し

て振り返るべき時期に来ているのではないか。

ていく。 かつての地産地消はまれなものとなってい
く。増産された野菜と畜産物をどのように都市に運
び込むのかが課題となったが、卸売市場の改革を進
めながら、その流通システムの構築に成功した。

6．人口減少社会という転機
わが国は完全に人口減少社会に入った。 国立社
会保障・人口問題研究所はいくつかの仮定を置いて

5．新たな局面

将来人口を予測している（図参照 ）
。出生率・死亡
率ともに中位の想定の場合、2060年の人口は8674

その後、食の外部化がさらに進み、フードシステ

万人と予想されている。2010年の１億2806万人に

ムが変化して、食スタイルの変革が始まった。単に

比べて、68％にまで人口規模が縮小する。最も人口

生鮮品が拡大するだけではなく、加工食品、調理食

の多い推計結果は出生率高位・ 死亡率低位の想定

品、外食がますます充実していった。そのことを支

での9602万人（2010年に対して75 ％）
、 最も人口

えたのは、円高の進行と貿易自由化の拡大である。

の少ない推計結果は出生率低位・ 死亡率高位の想

輸入された原材料を質・量ともに増加させることに

定で7856万人（同、61％）となる。

なり、消費者の求める多様な食に食品産業が応じた。
「高度に選択的な財 」としての食が確立することに

もちろん単に人口が少なくなるだけではなく、 年
齢構成も少子高齢化がますます進むことになる。
2010年の人口比率は、０ ～ 14歳が13.1 ％、15 ～

なったのである。
その結果、1980年代半ばから1990年代半ばまで

64歳が63.8％、65歳以上が23.0％であった。2060

の10年間に、戦後２回目の自給率の大きな低下が起

年には、それが（出生率・死亡率中位の想定で）０

きた。それは1960年代から1970年代半ばまでの１

～ 14歳が9.1％、15 ～ 64歳が50.9％、65歳以上が

回目の低下とは、内容が大きく異なった。

39.9％になると予測されている。

再度の食料自給率の低下に直面して、 食料安全

人口減少は大きな衝撃を社会に与える。このこと

保障に対する懸念が国民の間に広がることになった。

に対して、一部に楽観論があるものの、多くの場合

その背景には、1980年代半ばに国内の農業生産の

は悲観論をベースに議論されている。社会を持続的

縮小が始まったことへの不安がある。 さらにもう１

に維持していくためのさまざまな基盤が揺らぐこと

つの不安があった。 それは、1990年代初めのバブ

は確実である。食の経済にも大きな影響を与えるこ

ル経済の崩壊とその後の経済の長期低迷に対してで

とは間違いない。

ある。順調に経済が拡大しているならば、今後も海

4
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7．人口減少と食料確保

ただ、それよりも重要なことは、国内生産がその
まま維持できると仮定してよいかどうかである。 も

「絶対的な必需品 」としての食を確保する観点か

しも生産が３割減ってしまうならば、自給率は現在

らは、人口減少は好ましい。必要とする量が減れば、

のままにとどまる。実は1960年から2010年の50年

食料の確保が容易になるからである。50年後に７割

間に、カロリーベースで国内供給はおよそ３割減少

程度にまで人口が減った場合、もし国内生産がその

している。その50年間に、耕地面積は607万haから

まま維持されるならば、カロリーベースの自給率は

459万haに25 ％減少し、 耕地利用率は134 ％から

６割近くにまで上昇することになる。 もちろん少子

92％へ42ポイント低下して３分の２になっていた。

高齢化という人口構成の変化は、必要とする食料の

実質的な利用面積の縮小ほど生産が減少していない

内容に修正を加えることは間違いなく、 このような

のは、作物の単収と畜産物の飼養効率が向上したか

単純な計算は適用できない。将来にどのような食料

らである。しかし生産性の上昇がこの後も続くかは

が要求されるかは詳しく検討すべきだろう。

分からない。

【図】わが国の将来人口予測
（千人）
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従って今後の生産動向は、 農地の利用と生産活

ではこれ以上の生産の刺激は不要となる。しかしな

動が維持できるかどうかに懸かっている。これまで

がら不測の事態に備えて、食料供給力を維持するよ

の耕地面積の減少は農地の転用によるものであった。

うに、人と農地を農業部門につなぎ止めておかなけ

しかし今後懸念されるのは耕作放棄の拡大である。

ればならない。そのための所得補償は生産刺激的で

言うまでもなく、担い手不足がこの耕作放棄の増加

ないことが望ましく、欧米諸国では直接支払いによ

に拍車を掛けている。急速に農地と労働力のバラン

る支援を行うことが一般的になりつつある。

スが崩れてしまった。食料不足の時代は圧倒的に農

わが国のように「絶対的な必需品」の確保におい

地が不足していたけれども、 輸入農産物によって

て、かなりの部分が輸入に依存している場合、今後

「絶対的な必需品 」としての食が確保できて以降、

も調達できるかどうか不安に思うのは、 多くの国民

国内では農地は余り、 逆に人手が不足するように

が持つ当たり前の感情であろう。先に触れたとおり、

なったのである。

国民経済の将来の見通しが不透明ならば、確実に食
料を輸入し続けられるかどうか不安になる。そのた

8．収益性と農業生産
人手不足、特に担い手不足が起きているのは、農

めに少しでも国内生産を拡大していきたいというこ
とになるが、WTOによる国際規律の下で、 単純な
価格支持が手法として認められなくなっている。

業がビジネスとして人を引き付ける魅力に乏しいこ

9．経営のあり方

とが理由である。土地利用型農業を中心に、長年に
わたる収益率の低さが人材確保を困難にしている。
しかし、農業は、総体的にそもそも高い収益率が

以上のように「絶対的な必需品」としての食料は

期待できない産業である。
「絶対的な必需品 」とし

安くなりがちであり、 生産を続けるにはコスト削減

ての食料の価格は、どの時代でも、どの国でも、低

努力が常に求められる。そして生産コストに占める

いことが求められてきた。 そのような観点からする

最大の費目は労働費であるから、省力的な農作業へ

と、生産者と消費者は、常に利害が鋭く対立する関

の転換を進めるために、規模を拡大して、機械化に

係にある。先に指摘したとおり、潜在的に食料が乏

取り組んでいかなければならない。

しかったはずの1930年代ですら農産物価格は低迷

人口減少社会において、農業従事者を確保するこ

して農家は貧困に苦しんだ。その前に起きた米騒動

とには相当な困難が予想される。他の産業との人材

の時代は、確かに食料の価格は高騰したが、さまざ

獲得競争が厳しくなるからである。将来的に、人手

まな対策が取られて、
「賃金財 」である食料の価格

の掛からない農業へ生産体系を転換しなければなら

は抑えられた。

ないだろう。すでに担い手不足が起きていて、それ

人口が増えると「絶対的な必需品」としての食料
を増産しなければならないため、条件が不利な限界

農地集積の仕方を考えなければならない。とにかく

的な土地にまで作付けは拡大した。その供給を維持

面積を増やそうと離れた土地でも集めてしまうと、

するために、先進国では生産者の支援をしてきた。

たとえ生産と売り上げが増えても、手間が掛かって

食料が不足する時代には生産を刺激しようとするの

かえって平均費用がアップし、収益率は低下してし

で、価格支持による所得補償が行われた。

まう。 徹底した省力化を進められるように農地の集

一方、食料確保に不安がなくなると、国内供給面

6

はもう待ったなしの課題である。しかしそのときに、
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成できない。

ために需要が縮小したにもかかわらず、構わず生産

しかしそれでも条件が不利な地域では、経営が成
り立たないことがあるだろう。その場合は、 先に指
摘したとおり、不測の事態に備えた食料供給力の維
持のため、経営支援が必要とされる。

が拡大していったならば、
「高度に選択的な財 」 の
価格は低下してしまうだろう。
価格や収益率が低下してしまっては、ビジネスと
しての農業の魅力は下がってしまい、人口減少社会

ところで、
「高度に選択的な財 」 としての食を生

において農業の人材確保はますます難しくなる。も

産する場合、経営のあり方は異なった対応が必要と

ちろん農業への投資も進まないであろう。現在も農

なる。程度問題であるが、品質を高めるためにコス

業への投資は、土地改良事業をはじめとした公的な

トを掛けることは正当化される。わが国で要求され

資金に基づくものが中心である。投資の少ないこと

る品質の高さは、 多くが手間を掛けることで実現し

は、農業の将来の基盤を危うくする。

てきた。もちろんそのような生産が成立するには、
コストに見合った価格が付かなければならない。
ただし、高級なものであっても、価格を引き下げ
ようとする力は働く。 従ってやはりコスト管理は徹
底して行わなければならない。

11．人口減少時代への助走期間
農業が地域経済において果たす重要な役割の１つ
は、雇用機会の提供にある。ところがすでに指摘し
たとおり、これからの農業が省力型の経営構造に転

10．人口減少の与えるもう１つの影響
生産者が思いを込め手間を掛けて作った産品を、

換していく見通しのなか、 多くの農家はどうしたら
よいのであろうか。確かに人口は減少するが、高齢
労働力はかえって増えるかもしれない。

消費者が理解し高く購入することも増えていった。

フードチェーンの視点から、農村での働く姿を見

生産者と消費者は単に利害が対立するだけの関係を

直すべきであろう。いわゆるプレハーベスト（収穫

越えて、互いが協働し合うこともあり得るように

前）
・オンフィールド（圃場内）での作業は労働節

なった。その一例が有機農産物の生産と販売である。

約型へと転換して、コスト削減を目指すべきである。

生産で手間の掛かる有機農産物の普及は、 産消提

一方でポストハーベスト（収穫後）
・オフフィールド

携での取り組みから始まった。

ほ じょう

（圃場外）での作業は労働集約型の対応をして、価

1980年代以降、 このような消費は着実に拡大し
ていたのだが、しかしバブル崩壊後の長引くデフレ

値創造を目指すべきである。そこに高齢労働力を活
用する道が開かれる。

経済のために、期待したほどマーケットは成長して

「高度に選択的な財 」としての食料においては、

いない。そもそもマクロで見た国民全体の食料消費

収穫調製時での選別や加工作業にもう少し手間暇を

額は1995年に頭打ちとなっている。

掛け、魅力的に販売することで価値を生み出すこと

日本農業のすべてが「高度に選択的な財」として

ができる。品質は、生産時の対応だけではなく、収

の食の生産に携わるということはあり得ない。 今、

穫調製時の対応にも大きく左右される。その取り組

景気の回復が現実のものとなりつつあり、
「高度に選

みで規格外の産品を商品化する可能性が出てくるが、

択的な財」としての食のマーケットが再び拡大する

そのためには定型化されない作業が求められること

期待がある。しかしながら、中長期的には、人口減

もある。そのような丁寧な作業が必要なとき、高齢

少がこのマーケットを小さくしてしまうだろう。その

労働力に期待するところが大きい。 そのことによっ

【巻頭論説】食べることから農業と農業政策のこれからを考える

ＪＣ総研レポート／2013年 夏／VOL.26

7

て、農村のすべての人に役割を与えることができる。

上げるだけでなく、その内容をいかにコミュニケー

もちろん近代的な共撰施設での正確かつ迅速な

トするか、そして互いの信頼関係を構築するかがポ

低コスト型の効率的な収穫調製作業も進めていかな

イントになるであろう。 農林水産省が中心となって

ければならない。それは「絶対的な必需品」として

産官学連携で取り組んでいるフード・コミュニケー

の食料にとって、どうしても取り組まなければなら

ション・プロジェクトはその解決のための手掛かり

ない課題である。 消費者に届けるまでのロジス

を与えてくれる。

13．おわりに

ティックコストの削減には常に挑戦しなければなら
ない。

私たちの食生活において、
「高度に選択的な財 」

12．サービス産業としての食料産業

としての食料と「絶対的な必需品」としての食料と

「高度に選択的な財 」としての食料の可能性を拡

り得ないことは言うまでもない。
「絶対的な必需品」

大するために、日常の食とは別の販売ルートの確保

としての食料は、 大量生産した標準化された「商

と販売方法の創造に取り組むことも考えるべきであ

品」として供給されるべきである。そして「高度に

る。多くの直売所において、それはすでにビジネス

選択的な財」としての食料は、究極的には個別ルー

として実現している。これまで以上にグリーンツー

トを意識しつつ、優れたロジスティックとバリュー

リズムや産直（宅配）とのコラボレーションの実現

チェーンの構築を検討していく必要がある。

可能性を探るべきであろう。

もう１点留意しなければならないことは、
「高度に

「サービス産業」という視点から、食料の提供手

選択的な財」と「絶対的な必需品」との境界は変わ

法を組み立て直すことができる。
「サービス」は、消

り得るということである。10年間に「高度に選択的

費者ごとに対応を工夫して価値を提供するもの、１

な財」として開発されたものが、今では当たり前に

回ごとに消費し尽くすもの、という特徴がある。サー

なって「絶対的な必需品」に近いと認識されている

ビス産業の典型例は、医療、介護、そして観光であ

場合もあるだろう。米にその例を見ることができる。

り、今、成長産業として注目されている。

米の品種改良は目覚ましい。技術とシステムは常に

「高度に選択的な財 」としての食料だからこそ、

進化する。 また同じ食料・ 食品でも品質が多様で

「サービス」化の可能性がある。そのためには個別

「高度に選択的な財」と「絶対的な必需品」が混在

対応のルートを構築する必要があり、グリーンツー

することもあり得る。このことが一番始めに引用した

リズムや産直（宅配）といった新しいフードシステ

「食料の持つ二面性をこのように単純明快に分けて

ム（オルタナティブフードシステム）がその有力候

考えることは、 本当に現実的であろうか」という生

補なのである。ただし、個別対応のためには人手を

源寺教授の議論に関係してくる。それぞれの切り分

いかに確保するかが重要となる。その担い手として

けとメリハリの付け方に配慮すべきだろう。

の高齢者に期待が集まる。

8

のバランスが重要である。 一方だけということはあ

本格的な人口減少社会の到来を見据えつつ、
「絶

サービス化された食において、消費者と生産者の

対的な必需品」と「高度に選択的な財」としての食

関係は、対立から協働へと様変わりする可能性を持

料を供給していくために、ビジネスと政策の枠組み

つ。しかしそのためには、単にサービスのレベルを

を大きく見直していかなければならないのである。

ＪＣ総研レポート／2013年 夏／VOL.26

【巻頭論説】食べることから農業と農業政策のこれからを考える

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②
ほ し

ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員● 星

つとむ

勉

げられた。

1．はじめに

①エコ・コンパクトシティ注）に向けた一つの実現手

標記テーマをめぐっては、
『ＪＣ総研レポート』
（2013

段として、都市内部の有効利用と周辺部の保全を

年春号、VOL.25）において、都市農地（市街化区域

一体的に実現する仕組（例えば、離れたエリアに

内農地 ） 問題の所在、および農地関連税制の経緯を

おける緑地保全等の環境貢献等を評価した容積

取り上げた。

率緩和と環境貢献の担保措置等）

本稿においては引き続き、国土交通省における都市

②建築的土地利用と非建築的土地利用（緑地、 農

農地を含む都市計画制度見直し議論のポイント、具体

地等）とのバランスのとれた一体的な土地利用の

的には社会資本整備審議会都市計画・ 歴史的風土分

あり方（都市農業の振興に資する観点から、都市

科会都市計画部会に設置された都市計画制度小委員

計画における農地・農業の位置づけの見直し等）

会（2009年６月設置。以下、
「小委員会」という）に

③郊外部における新市街地開発型事業の抑制（選

おいてなされた議論、および中間とりまとめ（2012年

択と集中）及び長期にわたり実現していない都市

９月。以下、
「中間」という）を概観してみる。

計画の定期的見直し検討ルールの確立

以上の国の議論を受けて、今後この問題にどのよう
に対処すべきかの考察を本稿の結論とするが、このこ

上記で掲げられた３つの論点は、立地別的論点とも

とを議論する前に、ＪＡグループは都市農地・都市計

なっている。①は主に商業地やビジネス街など市街中

画問題についてどのように対応してきたのか、農住組

心部とその周辺地域、②は住宅地とともに緑地や農地

合制度をケースに、結論の前提条件として整理する。

が混在している地域、③が市街化調整区域など都市の

2．都市計画制度小委員会での議論のポイント
（1）中間とりまとめ報告の骨子
現行の都市計画法で目指されている都市像とは、法

郊外部での議論である。
以上の論点に沿っての小委員会での議論を踏まえ、
昨年（2012年）９月に出された「中間」では、以下の
センテンスに集約される都市像が提示された。

律が出来た1968（昭和43）年当時の社会経済状況、

「都市計画は、 目指すべき都市の姿の実現のために

高度経済成長を背景として、一言でいうと社会資本整

様々な手続を経て決定されるものであり、いわば地域

備を中心とする都市機能、特に大都市圏での充実をい

の貴重な共有財産として、守り、育てていくことが重

かに図るか、ということに尽きるといえよう。こうした

要である。…（略）… そのため、都市計画の制度面、

コンテクスト（文脈）において、都市農地つまり市街

運用面において、
『集約型都市構造化 』 と『都市と

化区域内農地は宅地供給すべき素地として位置付けら

緑・農の共生』の双方が共に実現された都市を目指す

れた。
こうした議論を180度転換させたのが今回の小委員
会での議論であり、
「中間」である。
ところで、2010年度小委員会での議論を開始する
に当たって、議論すべき論点として、以下の３点が掲

注）国交省によると、
「典型的なエコ・コンパクトシティの構造としては、
都市内の中心市街地、主要な交通結節点周辺等から、都市機能の集積
を促進する拠点（集約拠点）を地域特性を踏まえて選択して位置付け、
複数の集約拠点と都市内のその他の地域とを公共交通を基本に有機的
に連携させる拠点ネットワーク型の『集約型都市構造』を想定している」
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べき都市像とするとともに、この都市像を実現するた

うのは対立物と考えられてきた。その中では、先ほど

め、都市計画の前提となる民間活動を重要な手段とし

ご覧頂いたように、基本理念とされた農業との健全な

て位置付け、重視していくこと（民間活動の重視）が

調和というものを目指す、そのあらわれの１つとして、

重要である」
（
「中間」
、５〜６ページ）
。

市街化区域というのは都市的な土地利用を卓越させる

「都市と緑・農の共生」というキーワードが示され、

エリアとして設定された。その中で都市的な土地利用

持続可能あるいは環境共生という視点から現行都市計

への転換の種地として扱われてきたと言ってもよいの

画法で示されている都市像よりも大幅に踏み込んだ表

だと思います。このような農地については、市街化区

現となっている。

域の空間の再構成を考える中で、これまでの『転用さ

そして同共生の具体的内容は、以下のように表現さ
れている。

れるべき用途』
『あってもなくてもよい用途』というこ
とではなくて、 必然性のある、あって当たり前の安定

「集約型都市構造化を図るに当たっては、 都市機能

的な非建築的土地利用として生かしていく、 こういう

を集約するエリアに着目するばかりではなく、広く国土

ことが考えられるのではないか。この点が今回の基本

構造を捉えて対応する必要がある。水と緑は、その国

的な論点として掲げさせて頂いているところでござい

土構造を構成する主要な要素であり、集約型都市構造

ます。

化の実現のために、都市を支える流域圏や崖線などに

補足させて頂きますと、都市的土地利用の農業的土

存在するまとまった緑の保全を図ることが不可欠であ

地利用への優先を見直すということですが、逆に、農

る。…（略）… 農地についても、消費地に近い食料生

業的土地利用を優先するのか、農業的土地利用を優遇

産地や避難地、レクリエーションの場等としての多様

するのかということではなく、仮にそうであるならば、

な役割を果たしているものとして都市内に一定程度の

市街化区域は除くということになるのではないかと思

保全が図られることが重要であり、このような『都市

いますが、 ここでは両者の共存状態をより積極的に

と緑・農の共生』を目指すべきである。

図っていこうということでございます。また、これは大

都市と緑・農の共生は、地球環境問題の対応策の一
つであるのみならず、子育て世帯や高齢者など多世代

都市部だけではなく、地方部の市街化区域内でも当て
はまる問題であろうと考えています」

にとって良好な居住環境が確保された住みよいまちづ

「それから、共存していくということを強調した訳で

くりの実現を図ることにもなる」
（
「中間」
、６〜７ペー

ございますが、そういう観点からは、単に混在してい

ジ）
。

るというのではなく、まさに共存するというような空間

「水と緑は、その国土構造を構成する主要な要素 」

管理、 これは一種のエリアマネジメントの仕組みと

であるとともに、
「農地についても、消費地に近い食料

言っていいと思いますが、そういう仕組みや市民参加

生産地や避難地、レクリエーションの場等としての多

型の仕組みを検討していくような必要があるのではな

様な役割を果たしているものとして都市内に一定程度

いか」
（
「第６回小委員会議事録」
、10 ～ 11ページ）

の保全が図られることが重要」であるとしている。
以上の議論については、以下に要約できよう。
（2）都市農業・農地と農あるまちづくり
次に、相当程度宅地化が進んでいる実態を踏まえ、

なくてもよい用途」ということではなく、必然性の

どのような形態で都市農業・農地を保全し、また管理

ある、あって当たり前の安定的な非建築的土地利

されるべきなのか、さらに良好な居住環境の確保（＝

用として生かしていく。

農あるまちづくり） を図るために、どのような役割分

・ただしその際に、では農業的土地利用を優先させ

担が期待されるのか、もう少し小委員会での議論に立

るのかといえば、そうではなくてあくまで周辺住宅

ち入って検証してみる。

地（建築的土地利用）と共存状態を目指すという

「従前は、 都市的な土地利用と農業的土地利用とい

10
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たときには、市街化調整区域へ逆線引きなど市街

づくり手法の中心に据えることは、 開発に伴う公害な

化区域を除くこととなる。

ど外部不経済行為に対する規制中心の、 現行の都市

・そういう意味では、両者一体的な空間管理ができ
るようなマネジメントが重要であり、地域を単位と

行政手法とは、180度異なっており、 この点からも画
期的であると評価できる。

するということでエリアマネジメントの発想が重要
（3）残された課題点

である（図参照）
。

「中間」において示されたとりまとめ案について、あ

【図】イメージ図
非建築的土地利用

建築的土地利用

るべき都市像の大幅見直しになった分、 都市農地に
限ってみても、今後整理すべき課題点は数多くあり、
以下列挙してみる。

生産緑地など保全すべき
農地（農区）

周辺住宅地など（住区）

［要再結合］

第１の点は、既存制度や税制との関係をどのように
整理するかである。特に、現行法でも有力な農地保全
手法となっている生産緑地制度とこれに関連する税制
をどのように整理すべきか。
第２の点は、都市政策としての農地保全施策（国土

エリアマネジメント区域（地域単位）
：市民参加を含めたトータル
な仕組みづくりの必要性
資料：筆 者作 成

交通省）と農業振興施策（農林水産省）との関係を、
どのように考えるかである。
以上の２つの課題点指摘に関わり、
「中間 」 では以

現行の生産緑地制度は、 農地所有者の営農継続を

下のように記述している。

前提としているが、以上のように周辺住民および居住

「保全のあり方については、 農地所有者とその他の

空間と一体となって、農あるまちづくりを実現していく

者 …（略）… の間における税の公平性の観点、一般

という仕掛けにはなっていない。

農地（市街化区域以外の農地）など他の農地とのバラ

都市農地はあって当たり前の土地利用という考え方

ンスの観点、所有者の利用意向など農業関係者の意向、

への転換とともに、エリアマネジメントという発想の下

都市農業に特有な農業形態、地域性など、様々な観点

での農地の保全・活用という考え方こそ、筆者は画期

から、個々の事情を踏まえ検討すべきである。また、

的であると考える。それというのも、物理的客観的に

保全すべき農地は一定の永続性をもって確実に保全さ

都市農地が確保されるだけでは、農あるまちづくりの

れる必要があり、土地利用や転用の制限など、制度上、

意義は半減する。周辺住民の理解促進、さらには活用

営農の継続性を十分に担保することを検討すべきであ

や管理への参画があってこそ、農家にとってだけでは

る。…（略）… 引き続き様々な分野や関係者の意見を

ない農あるまちづくりが名実ともに根付くこととなる。

丁寧に集約しつつ、都市政策と農業政策の双方から一

そしてその実現手法としては、
「中間」において示さ

体的・ 総合的に検討していく必要がある」
（
「中間 」
、

れた３つ目のキーワードである民間活動、つまり「こ

30ページ）

の都市像を実現するため、都市計画の前提となる民間

第３の点は、より本質的な視点からの課題提起であ

活動を重要な手段として位置付け、重視」
（
「中間」
、５

る。
「中間」のように計画的保全が実現されるとなると、

ページ）することによる。例えば、
10年間の営農継続・

都市農地の公共性は従来以上に高まってこよう。しか

農地並み課税を内容とする農地所有者と自治体が、手

しながら、現行では市街化区域内農地は所有者の届け

挙げ方式により防災農地協定を締結する、あるいは農

出によって、転用（潰廃 ）ができるようになっている。

地所有者がなんらかの理由により営農継続できなく

つまり都市農地は、私的所有に基づく個別判断・処分

なった場合、保全管理を一定条件の下、ＮＰＯ団体が

と、都市計画あるいは都市農村計画制度という公共性

担うなどといったことなどである。こうした誘導をまち

との矛盾が表出する「場・地域」として、今日に至っ

かいはい
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ている。こうした矛盾を回避するために、現行制度で

たすことが求められるのかを、ＪＡグループより、理

は生産緑地制度を含め “当面の営農継続” を認めると

論的に追求した「一楽構想」なるものがあった。

いう暫定的手法によってきた。しかし計画的保全が視

以下は、同構想がどのようなもので、その後どのよ

野に入りつつある今日、あらためて現行法制度下での

うに展開したのかの実態を踏まえ、ＪＡグループにとっ

矛盾点に真正面から向き合う必要がある。

て今後のあるべき都市農地・都市計画問題への取り組

そしてこの矛盾点克服のヒントとして、 農家による

み方について、本稿の結論として検討してみる。

営農継続・農地保全が困難となった際などには、社会

◇

◇

的な基準に従って管理・運営される仕組みづくりが望

「一楽構想」とは、現在の一般社団法人ＪＣ総研の

まれ、
「中間」でキーワードとした、住民参画も含めた

前身である財団法人協同組合経営研究所で理事長を

「民間活動を重要な手段として位置付け、重視 」する

務めていた一楽照雄氏が、1967
（昭和42）
年から1969

ことが重要と考えられる。

い ち ら く てる お

（昭和44）年にかけて、高度経済成長・開発ラッシュ

3．公共財としての農地が都市計画上で果たすべき役
割とJA の関与
（1）高度経済成長時に打ち出された農住まちづくり
「一楽構想」

が起こるなかで唱えた、
「協同組合による農住都市の
建設」構想、いわゆる「農住都市建設構想」のことを
指す。その事業面での具体的骨子は、以下のとおりで
ある。
①農地所有者は、宅地供給と農業用地との調和を図

都市農地をめぐり以上のような国（国交省）におけ

るため、土地区画整理組合をつくり、または農協

る議論がなされている状況下にあって、都市農家を代

に委託して宅地を造成する。この場合、宅地・農

表するＪＡグル ープはどのように対応すべきなのか、

地の集合化を図る。

もっと正確にいうならば国の議論を受け入れる状態と
なっているのだろうか。

②良好な住宅環境の形成に努めるとともに、供給す
る住宅は賃貸住宅を主とする。

いざとなったら処分が可能な生産緑地制度も含めた
“当面の営農継続” は、突発的に莫大な相続税の支払

③造成された宅地、建設された賃貸住宅は、原則と
して参加者の持ち分を定めた共有地とする。

いが求められる都市農家にとっても都合がよい。しか

④宅地の分譲、 住宅の賃貸・ 分譲は、 農協に委託

し、現行の都市計画行政の大幅な見直しが今後なされ

して行う。 また、 宅地造成、 住宅建設および住

る過程で、このストーリーが崩れないという保証はな

宅・宅地の購入に要する資金は、農協が融資し、

い。それと同時にそもそも公共財としての農地の果た

これに国が利子補給を行う。

す役割について、ＪＡグループはより積極的に情報発
信すべき時期に来ているといえる。言い換えれば、心

上記で提案された事業の骨子案は後々、 農住組合

理的に “当面の営農継続” で良しとするクリンチ状態

制度（1981〈昭和56〉年施行。上記①～③に対応）

から一歩進めて、国民みんなが納得する都市農地保全

や農住利子補給制度（1971〈昭和46〉年施行。上記

理念の提示と実行が求められている。

④に対応 ）として日の目を見ていくわけであるが、単

この間、地産地消やファーマーズマーケットの設置

に構想として終わらずに立法化され、それなりに農家

などによる都市農業の果たしている役割については、

に受け入れられた背景の１つとして、デベロッパーに

都市ＪＡを中心にＰＲが目に付くようになってきている

よる土地（農地）買収、都市開発が進む過程において

が、土地問題や景観問題からのアプローチ、あるいは

素地供給側である農家は、供給してしまった後はその

農あるまちづくり全般に関わっては、 筆者が見る限り

まま生計手段を失うことを意味した。 こうした事態を

まだまだの感がある。

避けるべく、土地を売却せず自らも賃貸住宅供給に代

実は、高度経済成長時、都市計画（まちづくり）上
において、公共財としての農地がいかにその役割を果

12
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生計手段も確保される道を選んだ方が賢明であると、
判断したことによろう。

同制度の特徴点は、同じまちづくり手法である土地
区画整理事業が事業終了後、 事業主体である土地区

しかしながら一楽氏が提案した構想そのものは、列

画整理組合は解散されてしまうのと異なり、引き続き

挙した事業骨子とともに、実はもっと高邁な理念を見

区域内に市民農園を設置し組合員が共同して、運営す

据えていた。

ることができるといった農あるまちづくりが可能となっ

こう まい

「この事業は、 予め関係公共団体等と十分に連絡を

ている。

とって、その協力を求めつつ進め、宅地造成工事の進

では、こうした事業が実際にどう実現されたのかそ

行と公共施設の設置の歩調が合うようにすることはも

の実態を見てみると、残念な結果となっている。具体

ちろんである。…（略）… 特に肝要なことは、ここに

的には、2007年３月段階では81組合（地区総面積

移り住んで来た人々には、生活協同組合の結成または

205.4ha）設立されたが、このうち宅地転換、つまり

それへの加入を勧奨し、その設立および運営には、農

基盤整備後組合を解散してしまったのが49組合で６

協として積極的に物心両面からの協力と援助をするこ

割に上る。また、この時点で解散しなかった残りの組

とである。…（略）… 農協と生協の両組織の緊密な提

合でも、組合員が共同して建設した集合住宅や市民農

携によって、農民と非農民との間の接触と交流を日常

園の管理・運営を行っていたのは、７組合（8.6％）に

的に盛んにすれば、恰も農民の縁故者を呼び集めたよ

とどまったのが実態である。 つまり結果的に見れば、

うな姿にすることが可能であり、 そこに住む人々のす

土地区画整理事業と同じように、単なる宅地など供給

べてにとって、真に住み心地の良い農住都市が出現し

事業の１つとして位置付けられてしまったといってよい

そうである。
（協同組合経営研究月報

だろう。

昭和42年６月

No.165巻頭言より）
」
（
「農住建設の基礎理論･提言と

どうしてこのような結果になってしまったのか、 最

資料」社団法人地域社会計画センター、1991年、９

大の要因は、農住組合の制度設計自身に問題があった

～ 10ページ）

ことによる。

国交省の小委員会での議論で提示されたエリアマネ

農住組合制度が発足する２年前の1979（昭和54）

ジメントの発想が、以上の構想案に該当しよう。一楽

年、当時の所管官庁であった旧・国土庁土地局（現・

構想では、 宅地供給を単に都市農家の生計手段確保

国交省 ）は農住型の転換計画「市街化区域内農地等

だけに終始させるのではなく、供給後に新住民と都市

利用転換計画」の骨子を発表している。同転換計画の

農家とが協働して新たなまちづくりを行うことが最終

対象要件として３ha以上の農地のおおむね５割以上を

目的とされている。

住宅地区に見込む地区で、 かつ転換後の集合農地区
などを都市計画上「農業専用地区」に位置付け、農地

（2）農住組合制度その後

転用を規制する。その際の事業主体は地権者の参加に

実際、農住都市建設やエリアマネジメントが可能と

よる「農住組合」を設立、区画整理と土地改良を行う

なる法制度として、農地所有者３人以上で構成される

が、国は転換計画策定補助、事業実施に当たっては農

農住組合制度がある。

業近代化資金や課税の特例措置を講ずる、といった内

農住組合制度とは、
「住宅の需要の著しい地域にお

容案が提示された。

ける市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に

つまり、農住組合には都市的土地利用と農業的土地

応じ当面の営農の継続を図りつつ当該市街化区域内農

利用の総合的土地利用調整機能とともに、組合員は農

地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業

業専用地区での営農主体を期待されたわけであるが、

を行うために必要な組織を設けることができるように

この案は他の省庁の猛烈な反対にあって頓挫した。ま

し、その組織の事業活動を通じてこれらの者の経済的

ず、都市側の旧・建設省（現・国交省）にとっては、

社会的地位の向上並びに住宅地及び住宅の供給の拡

市街化区域内に農業専用地区を設けるなどとんでもな

大を図」る（農住組合法第１条）制度である。

いことであった。一方、旧・農林省（現・農水省）と
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しても市街化区域内農地はいわば嫁に出した身であり、

べからく生協運動に結集してもらうなど、 今日考える

いまさら国費を投入してまで土地改良事業を行うなど、

といささか非現実的ともいえなくはないが、 底流に流

さらさらその気はなかった。

れている協働して農あるまちづくりを行うという考えは、

その結果、発足した農住組合に主に期待されたのは、

今日こそ求められている普遍的理念ではないだろうか。

農住組合法第１条の文面に象徴されているように、当
ひっぱく

時の高度経済成長による宅地需要の逼迫を背景とした
宅地の供給機能である。

「中間」のなかの一節、
「都市と緑・農の共生は、地
球環境問題の対応策の一つであるのみならず、子育て

また、制度を活用する農家側にしても自身都合が良

世帯や高齢者など多世代にとって良好な居住環境が確

い当面の営農継続が認められた上に、 基盤整備され

保された住みよいまちづくりの実現を図ることにもな

ての都市開発利益を享受できるわけであり、 制度の

る」
（
「中間」
、７ページ）というセンテンスなどは、都

ルーツである一楽構想に思いをはせる根拠は、薄かっ

市農地の保全は今や都市農家自身の問題のみならず、

たともいえよう。また、 農家組合員を支援するＪＡで

周辺住民が主体的に農家経営を支援し、場合によって

は、農住組合事業を住みよい地域社会建設への貢献と

は管理・ 活用に参画すべき自らの問題となっているこ

いうのではなく、もっぱら一経済事業分野として位置

とを意味していよう。

付けてしまったのが実態である。

ところで、都市ＪＡに限らないがＪＡグループ全体
にとって今後、地域協同組合としての機能強化が求め

（3）今後の都市農地保全に向けてのJAの関わり方に

らの理由のみならず、地域住民のＪＡへの期待・ニー

ついて
時は巡り、 時代もまた回り回って原点に回帰するこ
とがある。

ズからしてもいえる。 そしてこのことは、 地域住民に
准組合員になってもらうかどうかにかかわらず、 少な

「中間 」で打ち出された、今後のあるべき都市像の
キーワードとしての「都市と緑・農の共生」
、そしてそ

くとも地域住民の支持取り付けが全ＪＡにとって不可
欠であることを意味している。

の実現手法としての現行の規制中心から誘導中心への

そうであるならば、 農産物流をはじめＪＡ事業の利

都市行政の転換、さらにエリアマネジメント発想の採

用促進とともに、国交省の方針転換を好機として、農

用、といったことを考えると、今後ＪＡグループから国

家と地域住民共通の生活根拠たる土地問題や、住みよ

民へ提示しみんなに納得してもらえるような、 都市農

い地域社会づくりに一楽構想の精神を持って、ＪＡは

地保全理念として、かつての一楽構想こそふさわしい

もっと関与すべきであろう。

といえないだろうか。
それというのも、一楽構想の精神を生かすとすれば、
農家が農地転用・土地活用して資産家化（離農）して
いくケースではなく、農地が保全され農を仲介役とし
て地域内の生活者目線に両者が立つ余地が生じた場
合と考えるからである。言い換えれば、都市農家と周
辺住民との共生が可能な条件が満たされる必要がある。
もちろん、都市農家はＪＡに、そして都市住民はす

14

られるだろう。これは、ＪＡの経営基盤確保・強化か
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【図 1】日本の人口推移と予測

1．はじめに
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前号のトピ ッ ク「組合員の多様化の統計的把握と
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『次代へつなぐ協同』
」では、①組合員の多様化の整理、
②ＪＡグループの歴史的な対応の整理、③その上で今
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100,000

日の組合員の高齢化に焦点を当てた。

94,301
84,109

特に組合員の高齢化は待ったなしの状況にあり、そ
の世代交代がＪＡにとっての喫緊の課題であることを

50,000

明らかにした。ここに第26回ＪＡ全国大会（2012年）
の主題である「次代へつなぐ協同」の位置付けの１つ
があることは言うまでもないであろう。そこで今号では、
統計分析を中心に、もう少しＪＡを取り巻く「高齢化」
について見ていこう。
「高齢化 」 の課題認識とその実
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資料：総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」
「我が国の推計人口」
「人口
推計年報」
、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」より筆者作成

態については周知の事実であろうが、あらためて数字
を確認することも必要であろう。

2．高齢化が進む日本社会

【図 2】世代構成割合の変化
65歳以上
（老年人口）
０〜14歳（年少人口）
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推移と、今後の人口予測による推計を示している。

1980年
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1950年時点で約8400万人であった人口は、2010年
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の減少が予想され、2030年時点の人口は約１億1600

2010年
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万人と推計される。
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推計
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世代構成割合の変化の推移を示している。1950年時
点では、０～ 14歳の年少人口が35.4 ％、15 ～ 64歳
の生産年齢人口が59.6 ％、65歳以上の老年人口が
4.9％という構成であった。その後、年少人口は減少を
続け、また生産年齢人口は1990年時点をピ ークに減
少に転じた。 対して老年人口は増加の一途をたどり
2010年現在で23.0％となった。
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現在で約１億2700万人となった。しかし、今後は人口
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図1は、総務省統計局が公表しているわが国の人口

同時に注目したい点はその世代構成である。図2は、
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資料：図1と同じ

年人口は３割を超える見込みとなっている。

3．地域別に見る高齢化の実態
こうした人口減少と高齢化の将来予測については既
報も多い。特に「高齢化」
・
「高齢化社会」という言葉

今後の人口予測による推計を見ると、2020年時点

はあらゆる場面で登場し、課題意識も高いといえるで

で生産年齢人口は６割を割り込み、2030年時点で老

あろう。特に近年では、大都市部とその周辺のベッド

【食料・農業・農村】トピック▶ ＪＡを取り巻く環境変化 特に高齢化に注目して

ＪＣ総研レポート／2013年 夏／VOL.26

15

年時点で20.4％と7.6ポイントの上昇が見られる。同様

【表 1】都道府県別に見た高齢化率の推移
（上位および下位の 5 都道府県）

に神奈川県では6.4ポイントの上昇である。大都市部と

2000年
2010年
高齢化率が高い５都道府県
島根県
24.8
29.6
秋田県
高知県
23.6
29.1
島根県
秋田県
23.5
28.8
高知県
山形県
23.0
28.0
山口県
鹿児島県
22.6
27.6
山形県
愛知県
千葉県
沖縄県
神奈川県
埼玉県

高齢化率が低い５都道府県
14.5
20.4
14.1
20.4
14.0
20.3
13.8
20.2
12.8
17.4

全国平均

17.4

その周辺のベッドタウンでの「高齢化」は、著しい速
さで進んでいることが再確認される。

4．都市部で進む「高齢化」

埼玉県
東京都
愛知県
神奈川県 資料：総務省統計局統計調
査部国勢統計課「人
沖縄県

23.0

口推計年報」より筆

全国平均

者作成

「高齢化」は全国的に進み、社会に共通する課題と
なっている。しかし「高齢化」の実態は、地域によって
大きく異なる。 そのことを明示した論考として坂本誠
氏の「人口問題と『過疎・高齢化』
」に注目したい注２）。
少し長くなるが引用をさせていただこう。

タウンでの「高齢化」の実態とそこでの課題の深化も

坂本氏は、
「我々は、とかく『過疎 』と『高齢化 』

明らかとなっている。
「高齢化」
・
「高齢化社会」は農山

を結びつけて考えがちだが、農山村の過疎市町村にお

村地域の課題ではなく、国民的課題である

いて高齢人口が増加している、という認識は的確でな

。

注１）

表1は、 都道府県別に見た高齢化率の推移から、

い。過疎市町村の高齢人口の増加は、ピークを過ぎよ

2000年と2010年時点での上位の５都道府県と、下位

うとしている。むしろ高齢人口が今後急激に増加する

の５都道府県を示している。高齢化率が高い都道府県

のは、都市の非過疎市町村においてである」と分析す

は東北、中国・四国、九州などに多く、高齢化率が低

る。

い都道府県は、関東、東海などに多い。ただし、ここ

この分析を顕著に表すものが図3である。過疎市町

で注目したい点は各都道府県の高齢化率の順位の変動

村の高齢化の伸びは2000年以降緩やかとなり、 特に

ではない。むしろ高齢化率の数字そのものであり、特
に下位５都道府県の高齢化率の推移である。

注1）
「オールドニュータウン」など、近年都市部での人口問題が注目さ

まず、2010年時点の下位５都道府県の高齢化率が、
沖縄県を除いて軒並み20％を超えていることが分かり、
その水準が2000年時点の上位５都道府県の高齢化率
に近付きつつある。 また、2000年時点で高齢化率が
最も低い埼玉県では、2000年時点で12.8％から2010

れるが、それを含めて農山村の再生の方向を検討したものとしては、小
田切徳美氏の一連の整理が参考となる。 代表的な整理として、小田切
徳美「今なぜ、農山村再生か」
、小田切徳美編著『農山村再生の実践』
（Ｊ
Ａ総研研究叢書④）農山漁村文化協会、2011年、11 ～ 23ページが参
考となる
注2）坂本誠「人口問題と『過疎・高齢化』
」
『ＪＡ経営実務』
（2012年２
月号）全国共同出版、16 ～ 25ページを参照

【図 3】高齢人口数（65 歳以上）の推移──過疎市町村と非過疎市町村の比較──
700
高齢人口の指数︵一九六〇年高齢人口数を100とする︶
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と『 過 疎・ 高 齢
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化』
」
『JA経 営 実

人口１万人未満の過疎市町村
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（2012年2月

号）全国共同出
版、17 ペ ー ジ よ
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2010年

り転載

食料・農業・農村
人口１万人未満の過疎市町村では2005年以降、減少
に転じている。他方で、非過疎市町村の高齢人口は増

6．高齢世帯の増加と組合員資格の継承

加の一途をたどっていることが分かる。坂本氏は、高

高齢者のみで構成される世帯が増加している点に関

齢化「率」よりも、高齢者の「絶対数」に着目した分

わって本稿で注目したい点は、ＪＡの組合員資格の継

析を行っており、大都市部とその周辺のベッドタウン

承対策である。すでに前号の図４「Ａ県の年齢別に見

での老年人口の急激な増加が「胸突き八丁」を迎えて

た正組合員数」で見たとおり、ＪＡの正組合員の高齢

いると分析している。

化が顕著である。全国的に見ても70歳以上の「第１世
代」は43.2％を占め、その組合員資格の継承は喫緊の

「高齢化」のもう１つの側面
5．

課題であろう。

「高齢化 」自体の進展が大きな課題であることは言

そこで、ＪＡの正組合員の「戸」と組合員資格の継

うまでもないが、むしろ「高齢化」による社会と課題

承の課題に接近するべく、
『農林業センサス 』 から農

の変化こそが注目すべき点であろう。 例えば、
「高齢

家人口の変化を簡単に整理していこう。

化」の進展は、社会保障制度のあり方に鋭く課題を提

図5は販売農家の農業従事者数を1995年から2010

示するし、地域社会の仕組みにも変化をもたらす。こ

年までの推移から見ている。1995年時点を見ると40

うした議論は、政治、経済、社会などの幅広い課題を

～ 44歳の年齢階層と、60 ～ 64歳の年齢階層という

提起するが、本稿では特にその家族形態の変化に注目

２つのピーク＝「山」が存在していることが分かる。

していこう。
図4は、家族形態別に見た65歳以上人口の割合の推
移であり、65歳以上の老年人口がどういった家族形態
に所属しているかを表している。1995年時点では「子
と同居」している老年人口が54.3％と５割を超えてい
た。しかし、2010年現在では42.3％と、12ポイントも
減少している。代わって増加している家族形態が「単
独世帯」すなわち高齢独居世帯と、
「夫婦のみ」の高
齢世帯である。
「単独世帯」は1995年時点の12.6％か

【図 5】販売農家の農業従事者数の推移（1995 年－2010
年）
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資料：
『農林業センサス』より筆者作成

【図 6】販売農家の世帯員数の推移（1995 年－2010 年）
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資料：
『農林業センサス』より筆者作成
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この２つの「山 」は当然ながら年数の経過とともに推

同居する農業後継者がいると回答した販売農家を見

移していき、2010年現在では55 ～ 59歳の年齢階層と、

ると、全国的にはその割合が若干減少していることが

75歳以上の年齢階層に見られる。しかし、その「山」

分かる。特に北海道で、同居する農業後継者を確保し

の形状、とりわけ1995年時点の40 ～ 44歳の「山」が、

ている販売農家が24.3％と少なく、また中国で38.8％、

2010年現在極めて低くなっていることに気が付く。

四国で36.4％、九州・沖縄で29.4％と確保率が比較

1995年時点の40 ～ 44歳は75万6422人であったが、

的低いといった傾向が見られる。

2010年時点の55 ～ 59歳は53万1305人まで減少して
いる。

他出している農業後継者がいると回答した販売農家
の割合は、全国的に増加傾向が見られる。特に東山で

図6は、販売農家の世帯員数を1995年から2010年

11.4 ％→19.3 ％、 近畿で11.5 ％→20.5 ％、 中国で

までの推移から見ている。世帯員数も、前図５と同様

16.5％→25.6％、四国で13.5％→23.3％、九州・沖縄

に２つの「山」の存在と、その「山」の変化が見て取

で10.9％→20.7％と増加が顕著である。そして、農業

れる。この２つの図を整理すると、 第１に日本の農業

後継者がいないと回答した販売農家の割合は、全国的

が依然として昭和一桁世代（1995年時点60歳代、

に減少傾向にある。しかし、北海道では68.6％の販売

2010年現在75歳以上の年齢階層）に支えられている

農家で、九州・沖縄では49.9 ％の販売農家で農業後

こと、第２にその後継者世代である第１次ベビーブー

継者がいないとする回答の割合が多く、地域格差が生

ム世代を中心とする年齢階層（1995年時点40歳代、

じている。

2010年現在55 ～ 64歳 ）の著しい減少傾向である。

以上の動向を整理すると、第１に農業後継者がいな

2005年『農林業センサス』の分析において小田切徳

いとする販売農家の割合は減少している、第２に農業

美氏は、
「確かに『山』は崩れ始め」と「山崩れ現象」

後継者が同居する販売農家は減少しつつあるが、他出

を指摘したが注３）、その進行は一層顕著となっている。

している後継者がいると回答した販売農家の割合が増

農業に従事する後継者世代が減少するとともに、後継

加していることが分かった。また第３に地域性が顕著

者自体の同居が減少するなかで、ＪＡの正組合員の継

となりつつあり、北海道と九州・沖縄で後継者がいな

承対策は厳しい状況にあると見るべきであろう。

い販売農家の割合が高く、また西日本で農業後継者が

7．地域別に見た後継者確保の状況（販売農家）
次に、 販売農家の後継者確保の状況について地域
別に見ていこう。表2では2005年『農林業センサス』
のデータと2010年『農林業センサス』のデータを地
域別に比較している。

同居する販売農家の割合が低いことが分かった。ただ
し、これらの動向は、販売農家自体が2005年の196万
3424戸から、2010年現在163万1206戸と減少してい
注 3）小田切徳美「日本農業の変貌 」
、 小田切徳美編『日本の農業－
2005年農業センサス分析－』農林統計協会、2008年、10 ～ 11ペー
ジ

【表 2】地域別に見た販売農家の後継者確保の状況
2010年（％）
2005年（％）
2010年−2005年ポイント差
農業後継者がいる
農業後継者
農業後継者がいる
農業後継者
農業後継者がいる
農業後継者
同居農業後 他出農業後 がいない 同居農業後 他出農業後 がいない 同居農業後 他出農業後 がいない
継者がいる 継者がいる
継者がいる 継者がいる
継者がいる 継者がいる
全国
41.4
18.0
40.6
44.2
10.4
45.4
−2.8
7.6
−4.8
北海道
24.3
7.2
68.6
21.1
3.5
75.4
3.2
3.7
−6.8
東北
47.8
15.8
36.3
50.3
9.4
40.2
−2.5
6.4
−3.9
北陸
47.6
14.7
37.8
52.5
9.2
38.3
−4.9
5.4
−0.5
関東
44.3
14.5
41.2
47.6
7.8
44.6
−3.3
6.7
−3.4
東山
40.4
19.3
40.3
41.7
11.4
46.9
−1.3
7.9
−6.6
東海
47.4
15.9
36.7
51.4
9.3
39.4
−4.0
6.6
−2.6
近畿
43.6
20.5
35.9
46.9
11.5
41.6
−3.3
8.9
−5.7
中国
38.8
25.6
35.6
40.9
16.5
42.6
−2.1
9.1
−7.0
四国
36.4
23.3
40.3
39.5
13.5
47.0
−3.1
9.8
−6.7
九州・沖縄
29.4
20.7
49.9
31.5
10.9
57.6
−2.2
9.9
−7.7
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るなかでの動向である。

う。

表２で見た販売農家の後継者確保の状況について、

図7は2010年時点の地域別に見た農家の構成割合

ＪＡの正組合員資格継承の課題から検討すると、その

を示している。また、表3は2005年対比の増減率を地

課題の１つは「他出農業後継者がいる」とする販売農

域別に見ている。2010年時点の地域別に見た農家の

家であろう。先に述べたように、その他出農業後継者

構成割合を見ると、そこには地域性が表れてくる。北

が、今どこに住んでいるのか、いつ農業に従事するの

海道と東北で販売農家の割合が５割を超える。対して、

か、そして果たして後継者は「戻ってくるのか」
、そも

自給的農家が比較的多い地域は、東山（33.4％）
、東

そも農業者として「戻ってくるのか」
、そしてその先に

海（28.8％）
、近畿（27.4％）
、中国（26.6％）
、四国

はＪＡの事業と運動に賛同して正組合員資格を継承す

（25.6％）である。そして、北陸の土地持ち非農家の

るのか、などといった課題がある。

割合は44.6％と他の地域と比較してその割合が顕著に
高い。

8．地域別に見た農家の構成割合

次に2005年からの変化を2005年対比増減率から見

ここまでは販売農家を中心に高齢化と山崩れ現象、

ていこう。全国的には①販売農家の減少、②土地持ち

後継者の状況について統計から見てきた。しかし、Ｊ

非農家の増加、③自給的農家は東日本で増加、西日本

Ａの正組合員資格継承を考える上では、自給的農家、

で減少という地域差、といった特徴が明らかとなった。

土地持ち非農家まで含めて見ていく必要があるであろ

より細かく地域ごとに見ていくと、東北と北陸における

【図 7】2010 年時点の地域別に見た農家の構成割合
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資料：2010年『農林業センサス』
より筆者作成

【表 3】地域別に見た農家の構成割合と2005 年対比

全国
北海道
東北
関東
北陸
東山
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄

販売農家
割合
41.8
61.6
51.2
43.4
39.3
38.1
34.8
39.8
38.7
42.1
39.5

2010年（％）
自給的農家
土地持ち非農家
割合
割合
23.0
35.2
10.0
28.4
17.0
31.8
22.6
34.0
16.1
44.6
33.4
28.4
28.8
36.4
27.4
32.9
26.6
34.8
25.6
32.4
20.6
39.9

2005年対比増減率（％）
販売農家
自給的農家
土地持ち非農家
増減率
増減率
増減率
−16.9
1.4
14.4
−15.3
0.5
16.4
−17.7
9.3
26.6
−15.1
5.6
13.1
−22.8
0.8
22.7
−15.6
3.9
9.5
−16.7
1.0
9.6
−13.5
−2.6
11.9
−16.4
−1.0
11.0
−15.0
−2.9
6.9
−18.5
−2.1
12.7

【食料・農業・農村】トピック▶ ＪＡを取り巻く環境変化 特に高齢化に注目して

資料：
『農林業センサス』より筆
者作成
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変化の大きさに着目することができよう。 東北と北陸

えている。これらの後継者層はおおむね、60歳代の団

で共に土地持ち非農家の増加が著しく、また東北では

塊世代が中心である。そしてその子弟は、東京・大阪

自給的農家の増加、北陸では販売農家の減少という特

など広島県外への就職も多い。この場合後継者の子弟

徴が見られる。こうした背景の１つには「集落営農 」

が「里帰り」する「家」は、後継者層が家を構える都

の展開があると考えることができるであろう。

市的地域近郊のベッドタウンである。

ただし、
「集落営農 」 に参加することで統計上では

後継者層（60歳代の団塊世代）は、農繁期の週末

自給的農家、土地持ち非農家にカウントされる農家が

には地元に帰り田植えや稲刈りを手伝う、いわゆる「ウ

多くなるが、その実態は必ずしも農業から農家が撤退

イークエンドファーマー」であり、農業経験も一定程

するわけではない。 例えば、 東北地方では「枝番管

度あった。しかし、その子息＝正組合員の孫世代は、

理」型の「集落営農」が展開しているが、その実態は

こうした農業経験も少ない。 そもそも孫世代にとって

あくまで制度を活用した仕組みであり、農家は依然と

「ふるさと」は後継者世代が住む都市的地域近郊のベッ

して各自で農業を営んでいる

。また、
「集落営農」

ドタウンである。加えて、60歳代の団塊世代は、すで

のなかで、オペレーター、補助作業、水管理・中間管

に「家」を構えている。こうした団塊世代が、正組合

理などへの参加、そして自給的生産の継続も見られる。

員の地元に戻るのか、もしくは不在地主となるのか、

特に自給的生産では、近年の農産物直売所の展開のな

その動向が問われる。 同時に、 後継者層は、 新たに

注４）

かでの少量多品目生産に注目が集まる。

9．JA の正組合員としての後継者確保
政策的に「集落営農 」の展開が進むなかで、 統計
上の数字と実態の間には多分に誤差が生じていると考
えられるが、全体としては販売農家の減少傾向のなか

じて准組合員となる事例も多い。親世代はⒶＪＡの正
組合員、その後継者世代はⒷＪＡの准組合員というこ
とである。

10．求められる組合員情報の共有化

で、自給的農家、土地持ち非農家が増加していること

広島県の中山間地域の事例に見たように、組合員の

も実態であろう。ＪＡの組合員資格の継承対策という

家族形態、その居住形態は多様化し、広域化している。

点で見ると、こうした自給的農家、土地持ち非農家の

農家に特徴的であると考えられた世帯主世代＋後継者

後継者の確保状況の把握も課題である。

世代＋孫世代という直系３世代世帯の家族形態は、

2010年現在、販売農家以外の後継者の確保状況に

徐々に変化しつつあり、地域によってはその存在は希

かかる全国的な動向を確認することは難しい。こうし

少となりつつあるのかもしれない。 こうしたなかで、

た状況の下で、ＪＡは組合員各戸の後継者の確保状況

組合員資格の継承対策に求められることは、後継者の

を確認できているのだろうか。同時に、すでに見たと

情報を含めた「戸」の情報であり、その名寄せであろ

おり、高齢者のみで構成される世帯が増加しているな

う。現在のＪＡでは組合員台帳、各事業の利用者情報

かで、その組合員資格継承は課題が多いであろう。果

など、組合員情報の名寄せが進められているが、それ

たして、後継者がいるのか、後継者がいたとしてもど

は「個」の情報の名寄せが中心であろう。ここに後継

こに住んでいるのか、 将来帰ってくるのか、それとも

者の意向などを含めていかに総合的な「戸」の情報と

不在地主化するのか、といった後継者の有無とその意

して名寄せするかが問われている。 であるとするなら

向確認が必要となる。すなわち、組合員の「個」の情

ば、単に組合員コード、利用者コードの名寄せ、すな

報のみではなく、後継者の情報を含めた「戸」の情報
が必要となる。
域の後継者層は、 比較的早い段階から地元を離れ、
広島市などの都市的地域近郊のベッドタウンに家を構
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注 4）
「枝番管理」型の「集落営農」を含めた東北地方の水田農業の構造
変動を明らかにした直近の研究成果としては、中村勝則・渡部岳陽「東

少し事例を見ていこう。西日本の広島県の中山間地
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「家」を構えた地域のＪＡで、ローン事業利用などを通

北水田農業の構造変動──急激な農家数減少の内実 」
、安藤光義編著
『農業構造変動の地域分析──2010年センサス分析と地域の実態調査
──』
（ＪＡ総研研究叢書⑦）農山漁村文化協会、2012年、121 ～ 151
ページが参考となる
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わち情報上のデ ータの名寄せのみに終わることなく、

ニュー案が提示されていること、第２にこれらの活動

後継者の意向を含めた組合員意思の確認の情報が求

と事業を結び付ける場として支所支店が位置付けられ

められる。もちろんアンケートなどの情報収集も必要

ている点に特徴がある。

であろうが、やはり意思確認という点では直接組合員
の声を聴く機会が重要であろう。
その上で期待される取り組みは「地域営農ビジョン

特に支所支店に関わっては、 支所支店運営委員会
の取り組みの広がりに注目できる。支所支店運営委員
会では、従来の世帯主としての正組合員のみではなく、

運動」であり、
「ＪＡ地域くらし戦略」に見る支所支店

女性部・女性組織の代表や、後継者層である青年部、

を拠点とした活動の深化などである。
「地域営農ビジョ

さらには准組合員の代表まで幅広い属性の組合員の参

ン運動」は補助金・交付金のための政策の鋳型づくり

加が見られる。こうした多様な組合員の声を聴き、意

ではなく、 地域づくりの運動である点に強く共感する

思を反映する仕組みを活用することで、 組合員の

が、そこでの焦点の１つは「農家組合員が主体となり

「戸 」 の情報を共有する仕掛けも可能ではないだろう

…（略 ）… 集落毎に徹底して話し合い」
（
「第26回Ｊ

か。そこではデジタルの「数値」情報のみではなく、

Ａ全国大会議案」より）することにある。地域の組合

組合員の生の声としての情報も共有され得る。

員が10年後、20年後の地域を見据えて話し合う過程

さらには、ＪＡの事業についても新たな取り組みが

では、農地を所有する「戸」の継承が１つの課題とな

求められる。組合員のライフステージに合わせた事業

る。
「戸」の後継者がいるのか、
「地域」の後継者がい

の組み立てを深化させるとともに、
「個」のみではなく

るのか、組合員自らの課題として向き合い、共有する

「戸」に着目した取り組みが必要となるであろう。例え

協同運動として期待したい。 こうした期待の下での

ば、ＪＡくらしの活動・ＪＡ事業の対象者とメニューを

「地域営農ビジョン運動」は、営農経済事業のみの運

例示して、その取り組みの定着を図っている。この取

動ではなく、地域に根差したＪＡとして、組織基盤の

り組みを、組合員のライフステージに合わせて連続性

再構築（組合員資格の継承対策を含めて） としての

を持たせること、そして、その取り組みを「個」のみ

「ＪＡづくり」ともいえるであろう。

11．取り組みの深化に向けて横串を入れる

ではなく、
「戸」として活動を広げる取り組みが期待さ
れる。第26回ＪＡ全国大会の決議では、多様な取り組
みが挙げられたが、そこにいかに横串を入れていくの

「ＪＡ地域くらし戦略」に見る支所支店を拠点とした

かが問われるであろう。こうした意味において、単に

活動の深化では、その運動の単位として「地域」を位

組合員の継承対策を数字上の組織基盤拡充に終わら

置付けている点に将来的なＪＡのあり方が示唆される。

せることなく、 個々のＪＡにおいて総合的な運動とし

そして、 そこでは第１に世代別に活動と事業のメ

て位置付けることが求められる。
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研究ノート
ＪAにおける渉外活動の進展
たか

はし

ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員● 高 橋

よし

は る

良晴
回ＪA全国大会（2000年）における「ＪAグループの

1．はじめに

経営・事業・組織の改革」から、第23回ＪA全国大会

ＪAにおける渉外活動は、組合員などの利用者を訪
問することにより、
「ふれあい」の機会を拡大し、親密

（2003年）における「ＪA改革の断行 」においてであ
ろう。

な人間関係を築くことで、 ＪAとその事業内容の理解
を進め、組合員などの利用者のニーズをくみ上げてそ

以下では、まず信用・共済部門における渉外体制の
推移について取りまとめる。

の期待に応えるべく活動し、地域社会経済の活性化や
事業推進に貢献するなど、ＪAの事業基盤確保におい
て、極めて重要な業務活動と考えられる。
ＪAの広域合併が進み、 さらにＪAの店舗統廃合な

（1）渉外活動の広がり
①職員数の推移
『総合農協統計表』によれば、参事を含む職員数の

どの経営合理化により、 組合員などの利用者とＪAの

合計は、1998年の28万人から2010年には22万人へと、

距離が広がってきているといわれるなかで、両者をつ

６万人ほど減少している。前年対比で見ると、2003年

なぐ渉外活動の担う役割機能は、 従前以上に大きく

をボトムとして2006年にかけて大幅な減少が続いてい

なってきている。一方で、それぞれの事業において専

る（図1）
。

門性など求められるレベルは高くなってきており、こう

これを担当業務別に見てみると、最も減少数が多い

したさまざまなニーズに対応するべく、限られた資源

のが購買事業（４万人減）で、経済事業改革を契機に

のなかでいかに効率的かつ実効的に活動していくのか、

職員の減少が集中している。次いで信用事業の減少数

ＪAにおける課題も難しくなってきている。

が多い（１万3000人減）
。これに対して、共済事業は

ＪAの渉外活動は、ＪAにおける経営改革の進展の

増加が続いており（9000人増）
、人員の傾斜配置がう

なかで大きく変遷しており、また、 事業ごとの取り組
みも実情に応じてさまざまに異なっていることから、そ
の実態がなかなか分かりにくくなっている。本稿では、

【図 1】JAにおける職員数の推移（前年対比増減）
その他職員

さまざまな事象からのアプローチにより、渉外活動と

とを狙いとしている。
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資料：
『総合農協統計表』より筆者作成
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見ると、2001年の増加が目立つ。 店舗施設の統廃合

【図 2】担当業務別職員数の推移（前年対比増減）
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が57％と最も高く、以下「長期共済」が44％、
「貸付」

2006年

−6,000
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は、1992年調査（8月末 ）では、
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2003年
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れば、業務（種目）ごとの推進方法のなかで、
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ＪＣ総研の「ＪＡの人事・労務管理総合調査」によ
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−2,000

が39％で、最も低いのが「肥料・農薬」の５％、など
となっている。

資料：
『総合農協統計表』より筆者作成

専任外務員の取り組みが早かったのが共済部門で、
かがえる（図2）
。

1994年度にライフアドバイザー（LA）制度を導入し、

信用事業における職員数が減少するなかで、貯金専

ＪA共済3カ年計画（1995 ～ 1997年度 ）において、

従者の減少が信用事業全体の職員数の減少を上回る

それまで「集中推進」の補完であったLAによる「恒常

数字を示している（１万7000人減）
。前年対比増減数

推進」を、一気に事業推進の主流とした注１）。

の推移を見ると、 貯金専従者の減少は、 信用事業を

この結果、1996年調査では「長期共済」が73％と

行っている店舗拠点（支店・支所など）数の減少とお

「貯金・定積など」の66％を抜いてトップになっている。

おむね軌を一にしている（図3）
。

さらに2002年には、
「長期共済」が90％、
「貯金・定

こうしたなかで、外務専従者は、
1998年度から2010
年度にかけて1000人ほど増加しており、 前年対比で

積など」が84％など、共済と貯金の事業推進において、
ほとんどのＪAで専任外務員による恒常的推進が実施
されるようになった。
この他「貸付 」 が1992年の39 ％から2002年には

【図 3】外務専従者と信用店舗の推移（前年対比増減）
貯金専従者（注1）

外務専従者（注1）
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いものの、専任外務員の配置割合は共済や貯金に次い
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62％、2010年には76％と増加しており、人数は少な
で高い。
経済部門について見ると、
「家電など耐久消費財 」
では、ＪAの回答の割合は1992年の10％から2012年
には21 ％、
「洋服など一般消費財 」 は同じく6 ％から
18％へと増加している。
「肥料・農薬」は、2002年の

−600

18％から2012年には31％に増加している。経済部門

−800

のなかで「肥料・農薬」の割合の増加が最も大きいが、

−1,000

この背景には、経済事業改革の進展や担い手対応の強

−1,200

化などがあるものと思われる。それでも経済部門の割
合は３割程度にとどまっており、渉外活動は信用・共

注1：業務別職員のうち、貯金の「専従者」および外務の「専従者」として、区分されて
いる「専従者」

注2：
「信用事業を行っている店舗拠点」とは、本店／本所および出先機関（支店／支所
など）のうち、信用事業を行っている店舗拠点の合計

資料：
『総合農協統計表』より筆者作成

注1）
「ＪＡ共済の事業推進方法の変遷」社団法人農協共済総合研究所、
2004年3月
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【図 4】業務（種目）別推進方法の推移（専任外務員による
恒常的推進の場合）
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【図 5】専任外務員の業務別配置状況
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資料：
「ＪＡの人事・労務管理総合調査結果報告書」ＪＣ総研、より筆者作成

注：当該調査は隔年実施されているが、2000年はJAにおける変革が大きかったことなど
から調査は実施されていない

資料：
「ＪＡの人事・労務管理総合調査結果報告」ＪＣ総研、より筆者作成

済部門を中心に広がっていることが分かる（図4）
。

53％であったが、2012年には「融資の推進」
（専任）
が34％、
「貯金と貸付の両方を推進」
（専任）が27％、
などに分けられる。

（2）専任外務員の配置と取扱高

にかかる回答ＪAの割合は83％であったが、新区分で

①専任外務員の配置区分
1998年以降、信用・共済部門を中心に専任外務員

は、2012年には、
「共済の推進」
（専任）が65％、
「信

による事業推進が広がり、推進する体制もそれまでの

用・共済事業の推進」
（複合）が54%、に分けられる。

専任体制だけでなく複合渉外体制が導入されるように

一部複合渉外にシフトしているが、専任体制の割合は

なってきた。

引き続き高い。合計が100％を超えるのは、両方の体

ＪAにおいて経営の合理化が進み労務体制が大きく
変化したことから、ＪＣ総研でも、2002年以降の「Ｊ
Ａの人事・労務管理総合調査 」では、専任外務員に
かかる調査項目を見直し、配置区分を細分化している。
以下では、信用・共済部門における専任外務員の配置
区分の変遷について見てみよう。

制を併用しているためと思われる（図5）
。
②専任外務員の占有率
専任外務員の事業推進が定着するにつれ、 取扱高
にも変化が見られる。
共済部門の場合、 専任外務員における取扱高の占
有率が、年間新規契約高の70％以上を占めると回答し

信用部門の場合、1996年調査では、
「貯金・定積な

たＪAの割合は、1998年調査の８ ％から2012年には

どを推進」は回答ＪAの割合は76％であったが、2002

44％に増加しており、一方で、新規契約の割合が30

年以降の新区分では、2012年には、
「貯金・定積など

％未満とするＪAの割合は、1998年の44 ％から2012

を推進」
（専任）が20％、
「貯金と貸付の両方を推進」

年には5％に低下している。占有率の高さは、新規契

（金融渉外 ） が27 ％、
「信用・ 共済事業の推進 」
（複

約の獲得において専任外務員が主力的存在になってい

合）が54%、に分けられる。

24

共済部門の場合、1996年調査では、
「共済の推進」

ることをうかがわせる。

貯金の推進において専任割合が低い背景には、ＪA

信用部門の場合を見ると、占有率が70％以上を占め

の事業環境によっては集金や貯金勧誘だけでは収益面

るＪAの割合は、1998年の９％から2012年の23 ％へ

で採算が取りにくいという事情があるものと思われる。

と増加し、一方で、占有率が30％未満としているＪA

貸付について見れば、1996年に「融資の推進 」は

の割合は、1998年の53％から2012年には27％へと低
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中山間地域や都市部地域など地域的な条件によって

【図 6】専任外務員の取扱高占有率
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資料：
「ＪＡの人事・労務管理総合調査結果報告書」ＪＣ総研、より筆者作成

経費削減のなかで、効率的に事業推進を行う、といっ
た経営の負託によるところが大きい。収益面での検討
は不可欠であるが、渉外体制を議論する前に、まず、

下している。しかし、2012年時点で見ると、いずれの
占有率も25％前後と同水準にあり、共済のように新規
契約高の獲得が専任外務員には集中していない。
この背景には、例えば貯金の推進の場合、専任外務

【図 7】信用・共済部門の渉外体制における方向性（イメージ）
共済

（総合渉外の方向性）

リーダー
（中堅）

員の活動以外にも、店周活動やダイレクトメールなど
推進方法のチャネルが複数見られること、商品の特徴

専任渉外
（長期）（ＬＡタイプ）

として窓口の手続きでは渉外活動の成果かどうか分か
りにくい、といったことが挙げられよう（図6）
。
（3）渉外体制の方向性と今後の課題

複合渉外

（短期）

信用部門と共済部門において複合渉外が5割を占め

ＦＰ
（上級）

ているが、専任渉外とどちらの体制を選択するか、し
ばしばＪAにおいて悩みの種になっている。 渉外体制

新人

を決めるために、 専門の検討会で1年かけて議論した
ＪAも見られる。

専任渉外
（ＭＡタイプ）
（貯金）

（年金）

（融資）

信用

資料：筆者作成
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アプローチする組合員などの利用者のニーズなどを把

制の整備などが進められるなかで、ＪAの地域密着性

握し、どのように対応するかを図る必要があろう。複

を生かす「経済専任渉外体制」注3）の構築がうたわれた。

合か専任かといった渉外体制は、本質的な問題ではな

店舗統廃合による合理化、本店あるいは営農センター

い。

などへの集約化により、余剰人員を推進活動に振り替

現状では数値目標の達成が中心になっており、事業
別縦割りでアプローチを行うケースが多い。情報ネッ

えて拠点統合による不便さなどをカバ ーするというの
が当時の戦略であった。

トワークの構築により、組合員などの利用者のさまざ

ＪAにおける渉外活動は、本来は地域に密着した事

まなニーズを共有化し、それぞれの事業分野から適切

業活動であったが、結果的に販売セールスに向けた取

な対応を行うのが、ＪAらしさを生かした事業推進の

り組み活動になり、訪問アプローチなどが偏り、これ

課題といえよう。

が、ＪAに対する不満やＪA離れにつながっていった。
また、渉外担当者を配置してもすぐに成果が出ないこ

3．経済渉外の進展と担い手対応

とや、人材の確保が難しいことなどから、渉外担当者

ＪAにおける経済渉外の状況を見ると、経済部門の

による恒常的推進は後退が見られた。第23回ＪA全国

事業改革が一段落して、 新たな体制整備が進みつつ

大会（2003年）までの経済事業改革では、流通販売

ある。第24回ＪA全国大会（2006年）において担い手

の合理化などリストラ型の改革が続き、購買事業を中

に出向く事業方式が提唱されて以降、TAC

心に職員数は大幅に減少することになった。

注2）

に代表

される担い手対応に向けた取り組みは、 ＪAにおける
新たな渉外活動として期待される。以下では、こうし
た経済渉外の変遷について概観する。

（2）担い手対応の強化
第24回ＪA全国大会において担い手対応に向けた渉
外活動が提唱され、第25回ＪA全国大会（2009年 ）

（1）経済渉外の展開

では、担い手対応の強化に向けて、全ＪAにTACなど

経済事業の推進活動について見ると、生産資材にか
かる購買事業は予約共同購入が基本であり、経済渉外

担い手農家や生産法人などへのアプローチ復活の背

の主な活動内容も、予約共同購入の推進、特定品目の

景には、農政の転換による農業生産体制の変貌や、農

恒常的推進、 未利用者への事業利用促進、 組合員な

家組合員の高齢化などに対応した組織基盤の強化など

どへの情報提供や要望などに対する改善処置といった

が挙げられる。

ことが挙げられる。生活資材にかかる購買事業では、

「担い手農家などへの渉外 」の取り組みは、担い手

共同購入による組織購買と店舗購買による取り組みが

農家などのニーズに応えるのが目的で、従前の渉外活

中心で、生産資材と兼務するケースが多く見られる。

動のような購買事業を中心とするセールス推進ではな

農協の専任担当者によって営農相談や推進業務が

いところに特徴がある。TACには実績ノルマというも

行われたのは、昭和50年代の静岡県における「経済ふ

のがなく、その役割は地域農業の担い手とのコミュニ

れあい活動」などが始まりといわれる。年数回の予約

ケーションにある。

購入推進では、活発化した商系のアプローチには対抗

TACの要員について見ると、①専任職員の新規配置、

できず、ＪAにも営業マンが必要であるということで渉

②購買事業部門（資材センターなど）の職員、③営農

外担当者が配置された。しかしこうした取り組みは初

指導員もしくは営農部門の職員、④営農経済渉外担当

めての経験でノウハウが少なかったこともあり、 人材

注2）TAC（Team for Agricultural Coordination）とは、ＪＡとＪＡ全農

の確保などが難しく、 多くのＪAで渉外担当者による

が組織する農業コーディネーターチーム。2008年4月に一般公募によ

恒常推進から組織推進や一斉推進に回帰している。

り「地域農業の担い手に出向くＪＡ担当者 」の全国統一愛称として決定

経済渉外の契機となったのは、第20回ＪA全国大会
（1994年）以降の経済事業改革の取り組みで、物流体

26

の担い手専任担当者を配置することがうたわれた。
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注 3）
「ＪＡ経済事業改革による機能強化と収支改善の指針」ＪA全農・
ＪA全中、1996年11月
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者、などさまざまであるが、④の

【図 8】営農指導機能の方向性（イメージ）

ケースを除いて配置人数は決して

〈体制強化の方向性〉

多くはない。TACは地域農業の担

（営農指導員）

い手におけるコーディネーターであ

地域農業戦略の策定

り、TACだけで担い手のニ ー ズに
対応するものではない。 訪問活動

農業生産基盤維持対策

の際には、 農薬の使用や農業技術
多く、営農センターなどを拠点とす
る営農指導員との連携を中心に、

経営指導

TAC

など営農指導にかかる照会なども

（経営改善、税務・労務、融資、法人化）

マーケティング、

地産地消の取り組み

体制の構築が不可欠になっている。

生産技術指導

こうしたTAC活動と表裏の関係
て見ると、2004年に機能強化に向

販売ルートの開拓など

営農指導員

ＪAにおける一体となった取り組み

にある営農指導機能の強化につい

（農作業受委託、農地の斡旋など）

専門営農指導員

生産資材の指導購買
営農相談員
店舗など窓口での相談対応

けた基本方向が示され、 農業者の
分化や大規模・ 法人経営体の拡大

（農業者）

のなかで、 これに対応した営農指
導員の階層化の明確化が提唱され

自給的農家

中規模農家

大規模農家

高齢農家層

生産組織・部会

農業生産法人

資料：JA全中資料より筆者作成

ている注4）。
これに即して、対象組合員農家の層別区分に応じた

「経営指導（経営改善、税務・労務、融資、法人化）
」
あっせん

営農指導体制を構築しているＪAも見られる。こうした

「農業生産基盤維持対策（農作業受委託、農地の斡旋、

ＪAでは、TACは営農渉外員として、大規模農家・農

組織化 ）
」 といった事業が対象として挙げられる注６）

業生産法人といった担い手を担当する専門営農指導員

（図8）
。

と並立配置されて訪問活動を行っている。
「担い手農

筆者が現地調査を行ったある大規模農業法人の場

家などへの渉外」は、営農指導強化のなかで、出向く

合、農作業受委託は1000haという規模を視野に入れ

体制の強化にかかる取り組みの一環として、従前の経

て耕作を引き受けており、事業が拡大変化するペース

済渉外とは異なる新たな「営農渉外」と見ることがで

は速い。ＪAは担保範囲までは融資対応を行ったが、

きよう。

それ以上の増額要請には担保の追加などの判断が必要
になり対応できず、この法人のＪA離れを招いている。

（3）今後のあるべきTAC活動
TACの活動手順

注５）

この背景には、売上高よりも補助金などの営業外収入

は６段階あり、活動の定着と拡

大のなかで、
「TACミーティング」による情報の共有化
と対応策の協議という、STEP3・STEP4のレベルから、
STEP5の「担い手への個別提案」およびSTEP6の「課
題解決と経営の改善」に向けた、ＪAのレベルアップ
が課題として挙げられる。

が大きく、営業収益ベースでは赤字になるといった状
況などもあったとみられる。
例えば土地利用型農業の場合、 賃貸による規模の
拡大が一般的で、 一定規模を超える都度、 機械化投
注 4）
「ＪＡグ ル ープ営農指導機能強化の取組みについて」ＪA全中、
2005年１月

この活動レベルを「営農指導機能の強化」で見ると、
専門営農指導員のクラスにおける営農指導事業の分野
として、
「マーケティング、販売ルートの開拓など」

注5）TACについては、小里司「
『TAC』の仕組みと機能」
『ＪＡ総研レポー
ト』
（2010年冬号、vol.16）で、詳しく述べられている
注6）
「ＪＡグループにおける営農指導機能強化に向けた取組み方向につ
いて」ＪＡ全中、2012年3月
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資などが段階的に拡大する。水田耕作では、転作奨励

の農地借り入れの申し出に対して、地元の地主農

などの補助金収入のウエートが大きくなる。こうした

家は地域に根付くのかといった警戒心が強く、信

大規模法人に対しては、通常の担保融資だけでなく、

頼を得るまでなかなか借りることができないケ ー

収益構造や生産態勢といった無形の経営基盤を評価し

スが見られる。

た融資判断が求められよう。

 耕作受委託により大規模化を進める農業法人
では、 生産効率の向上のために農地の集約化に

筆者が現地法人調査のなかから得た所感からは以
下の２点を結論としたい。

取り組むものの、地主間の調整が難しくてなかな
か実現せず、
「人・農地プラン」への期待も見ら

①担い手農家などが求めるニーズは、生産技術だけ

れる。

でなく、商品企画や融資など企業経営にかかる内

 こうした農業法人に対して、地域に密着してい

容に広がり、STEP6の対応が想定される。このレ

るＪAでは、一方的な指導者目線ではなく、共に

ベルでは農業生産法人が担い手の中心となってお

地域農業振興に尽くすといった地道な取り組みが

り、生産規模だけでなく経営戦略や事業方針など、

求められよう。

さまざまな点で個性的で卓越してくる。類似の農
家などは少なく、全国統一のマニュアルや一般的

28

ＪAにおけるTAC活動の主体は、物流販売をベース

な判断基準では対応が難しいケースも出てこよう。

とする購買体制と、生産技術にかかる営農指導体制で

いかにしてこうしたニーズの変化に迅速に対応し

あるが、STEP6のレベルでは、さらに農業金融や農業

ていくか、 一歩先を行く仕組みづくりが求められ

政策といった分野の支援サポートが必要になってくる。

る。

こうしたTAC活動のレベルアップに向けて、ＪAだけで

②農業法人のなかには、 安定生産供給体制の構築

なくＪAグループ全体で支援を行い、ＪAにおいてニー

に向けて、周年栽培のために県域をまたぐ生産規

ズに対応できる機能体制を構築することが、今後の課

模を拡大する動きが見られる。しかし他府県から

題として挙げられよう。
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研究ノート
ＪＡが取り組む新規就農支援の実態

――インターン研修制度を中心としたＪＡ上伊那の新規就農支援
に い

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 倪

じ ん

鏡
ていることから、 全国的にも注目されている。 今号で

1．はじめに

はその事例を取り上げ、当地域の新規就農支援の仕組

近年、 高齢化や担い手不足が進展するなか、 地域
農業、農村の再生において新規就農への関心が高まっ
ている。とりわけ、青年就農給付金制度や人・農地プ

みを説明し、その効果と特徴を考察してみよう。

2．JA 上伊那と管内の農業

ランなど、国の新しい政策の実施後、新規就農支援に

ＪＡ上伊那は、長野県の南部、中央アルプスと南ア

積極的に取り組む動きが全国で強まっている。一方、

ルプスに囲まれた伊那谷にある２市３町３村（伊那市、

第26回ＪＡ全国大会（2012年）の議案に「次世代に

駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中

つなぐ新規就農者等の育成・ 支援対策の強化 」が掲

川村、宮田村）を管内とする広域農協である。人口は

げられている。こうした状況のなか、今後ＪＡグルー

約19万人、世帯数６万6000で、耕地面積1万1881ha

プとしていかに組織的に新規就農支援に取り組むかが

である。1996年に５ＪＡが合併し、2012年２月現在、

喫緊の課題となっている。

正組合員１万7130人、 准組合員9687人、 職員1044

ＪＡ上伊那は「インターン研修制度」を通じて、長

人である。 資本金総額は202億8756万円で、うち出

年新規就農支援を行ってきており、優れた実績を挙げ

資金84億8800万円、積立金118億円、自己資金比率
は20.5％となっている。また、貯金は2411億円、長期
共済保有高が１兆2882億円である。

新潟県

2011年度の販売品実績は約141億円である（図1）
。
このうち、米穀が39.4億円と最も多く、全体の28％を
占める。次いで、キノコが26.8億円（19％）
、野菜が

長野

富山県

群馬県

20.6億円（15％）
、畜産17.4億円（12％）となってい
る。また、１億円以上の品目は米、シメジ、アルスト
【図 1】生産物の品目別販売高（2011 年度）

長野県
岐阜県

辰野町
南箕輪村

埼玉県

箕輪町

宮田村

伊那市

駒ヶ根市
飯島町
中川村

山梨県

JA上伊那

果実
10.0億円
7%

花卉
13.5億円
10%

畜産
17.4億円
12%
静岡県

その他
13.7億円
10%

野菜
20.6億円
15%

愛知県

米穀
39.4億円
28%

キノコ
26.8億円
19%

資料：JA上伊那資料より筆者作成
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【表 1】JA 上伊那管内の農業状況

単位：ha・戸

経営耕地面積

農家数
販売農家

基幹的農業
従事者の
高齢化率

14,331 136,033

90,401

57.4%

11,731 117,316

62,076

69.0%

年次

計

田

畑

2000

89,342

49,004

26,007

2010

74,150

40,508

21,911

減少率

17.0%

17.3%

15.7%

18.1%

13.8%

31.3%

－

2000

10,531

7,314

2,560

658

12,501

8,857

60.8%

ＪＡ上伊那管内（注） 2010

9,344

6,870

1,976

500

11,193

4,973

74.3%

減少率

11.3%

6.1%

22.8%

24.0%

10.5%

43.9%

－

長野県

樹園地

総農家

注：JA上伊那管内とは伊那市、駒ヶ根市、辰
野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川
村と宮田村の合計数値となる
資料：
『農林業センサス』より筆者作成

ロメリア、生乳、アスパラガス、白ネギなど計25品目

畑作と果樹においては、 担い手の育成問題が急務と

もある。 特に、アルストロメリアは日本一の生産量を

なっている。こうした危機から、ＪＡ上伊那は16年前

誇る。また白ネギは、2012年の販売金額が2004年比

から新規就農支援に取り組んでおり、その中心的な対

で２倍（４億円 ）となり、管内の重点品目となってい

策がインターン研修制度である。

る。このように、上伊那地域は水稲を基本としつつも、
か

き

野菜、果樹、花卉、キノコ、畜産など多様な農畜産物
を生産する農業地帯である。
なお、生産購買品は57億円、直売所の販売高は10
億円である。

3．インターン研修制度を軸としたJA 上伊那の新規
就農支援
インターン研修制度はＪＡが主導する農業研修制度
である。この事業は、旧伊那農協が始めた事業であっ

一方、 他の農業地帯と同様に、 近年農業従事者の

たが、1996年に合併した後も継続し、 現在は市町村

高齢化が進み、 担い手不足や経営耕地減少などの問

から一部助成を受け、上伊那農業改良普及センター・

題が深刻化し、農業生産の基盤が脆弱化している。表

市町村農業委員会・ 農業開発公社・ 地区営農組合な

1は近年ＪＡ上伊那管内における農業の基本状況を示

ど関係機関による連携の下で、管内全域にまで広がっ

している。 これによれば、2000年から2010年まで、

ている。 制度が始まって16年間、 計65人が研修を受

経営耕地面積は１万531haから9344haに減少し、 減

け、うち52人（９人は研修中）が地域で農業に従事し

少率は11.3％と長野県の17.0％よりは低い。しかし、

ている。その内容と効果については次節で詳しく見て

地目別に見てみると、田6.1％の減少率に対して、畑が

いく。

ぜ い じゃく

22.8 ％、 樹園地が24.0 ％と長野県の平均（15.7 ％、
18.1％）を大きく上回ることが分かる。
また、 農家数を見れば、 総農家数が１万2501戸か

インターン研修制度を実施する目的は、研修制度を

ら１万1193戸に減少しているが、減少率が10.5％と長

通じ効率的に安定した農業経営のできる新たな担い手

野県平均（13.8 ％）より低い。 一方、8857戸だった

を育成することである。利用者は研修開始時、年齢は

販売農家は4973戸に大幅に減少し、減少率が43.9％

18 ～ 45歳とし、研修終了後にＪＡ上伊那管内で10年

にも上る。長野県の31.3％を12.6ポイントも上回って

以上農業を継続できる者を対象としている。研修生は、

いる。さらに、基幹的農業従事者の高齢化率は60.8％

原則として組合員となり、研修期間中ＪＡと雇用契約

から74.3％にまで上昇しており、長野県と比べて割合

を結び、月13万円の研修手当が支給されると同時に、

が高く上昇幅も大きい。

社会保険などにも加入する。研修費用はＪＡ上伊那と

以上のように、ＪＡ上伊那管内においては、水田が

30

（1）インターン研修制度の仕組みと主な内容

該当市町村が折半で支出することとなっている。

かろうじて維持されているものの、畑地と樹園地は大

申し込み手続きは以下の手順で行われる。まず、電

幅に減少していることが分かる。さらに、担い手の高

話問い合わせや直接来所の際に、 本人の就農準備や

齢化と急激な減少は農業生産に打撃を与え、とりわけ

営農計画について、担当者が口頭でヒアリングを行う。
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適性があると判断された就農希望者は、前年の10月ま

表2は野菜栽培を目指すある研修生のカリキュラムの

でに、窓口となるＪＡ各支所営農課に書類を提出する。

一例である。この例ではＪＡ出資法人貝沼菜園と農事

その際全員に対し、予備審査用紙が配布されるが、そ

組合法人南福地フ ァ ー ムが主な研修先である。4 ～

のなかには、本人および家族の基本状況の他、就農動

12月までは野菜の栽培、収穫作業を中心とし、その品

機、目指す農業の姿、就農準備資金、ＪＡとの付き合

目は主に春キャベツ、白ネギ、ブロッコリーといったＪ

い方に関する項目が設けられている。初回の審査は、

Ａ上伊那の重点品目や推進品目である。野菜作業の合

この予備審査用紙とその他の提出書類を基に行い、通

間、５～９月の間には、稲作作業も行う。主要作物の

過した人は年度末に最終面接に参加する。最終面接は

他、 本人の希望もしくはＪＡの提案によって、インゲ

ＪＡ上伊那営農担当常務、部長、営農指導員と、市町

ンやピーマン、トウガラシなど、新品目の実習もある。

村･農業委員会の関係者が合同で行うことになってい

翌年の１～３月の農閑期には、日常的圃場管理作業の

る。その際には、就農準備と就農計画などについて、

他、市場研修や土壌分析など経営感覚と技術を磨く研

より詳細なことがチェックされ、それによって研修の

修内容が設けられている。また、農作業研修の傍ら、

可否が決まる。

青色申告、パソコンの実習など農業経営に不可欠な管

合格した人は基本的に４月から研修をスタートする
が、その研修はＪＡ上伊那管内の篤農家やＪＡ出資法

ほ じょう

理能力を養成する内容もある。
研修期間は、 露地野菜や施設園芸の場合、 おおむ

人で行われる。ＪＡの営農指導担当部署はあらかじめ、

ね１年間となっているが、実際の研修結果を見て、延

各研修生の就農計画に沿ってカリキュラムを作成する。

長することも可能である。果樹など栽培期間の長い品

【表 2】2012 年度 農業インターン研修生 カリキュラム
研修期間：

年

（１年次・２年次・３年次）

支所名

ＪＡ上伊那富県支所

インターン生氏名

○○ ○○

カリキュラム作成者 ○○ ○○
研修内容

月

作物栽培技術習得

研修先

主要作物
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

貝沼菜園

経営管理能力向上
資格取得

検討作物

その他

春キャベツ、白ねぎ

加工トマト、ブロッコリー インゲン播種

作業機の運転、管理機等

大麦、ブロッコリー

水稲

キャベツ

田植機・防除機の操作

キャベツ収穫

白ねぎ防除

ピーマン定植

機械オペレーター技術向上

貝沼菜園

キャベツ収穫

白ねぎ防除

ピーマン収穫

大特・牽引免許取得

農）南福地ファーム

麦刈取り

ブロッコリー収穫

貝沼菜園・新山機械組合

レッドキャベツ

水稲

トウガラシ収穫

農）南福地ファーム

加工トマト

貝沼菜園・新山機械組合

キャベツ収穫

水稲

トウガラシ収穫

水稲コンバイン

キャベツ収穫

大麦播種

大豆刈取り

キャベツ収穫

青壮年部案山子作り

白ねぎ作業

そば刈取り

機械銀行

農業経営青色申告

圃場管理

市場研修

促成アスパラ

パソコン実習

普及センター・JA上伊那

各種反省会

土壌分析

栽培計画

貝沼菜園・新山機械組合

野菜播種作業

堆肥・石灰散布

アスパラガス管理

農）南福地ファーム
新山機械組合
農）南福地ファーム
貝沼菜園・新山機械組合
農）南福地ファーム

農）南福地ファーム
貝沼菜園・新山機械組合
農）南福地ファーム
貝沼菜園・新山機械組合
農）南福地ファーム
貝沼菜園・新山機械組合
農）南福地ファーム
貝沼菜園・新山機械組合
農）南福地ファーム

園芸振興大会
施肥・防除講習会

農）南福地ファーム

出典：ＪＡ上伊那資料
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【図 2】インターン研修制度を利用した新規就農者の経営
内容
肉牛 水稲
5% 5%
2人 2人
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法人就農
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2
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5
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2
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1

2006年

2005年

2

4

9

2004年

（2）インターン研修制度の実績と新規就農者定着の

5

2003年

する場合は再度申請しなければならない。

2

2
4

2002年

0

14

5
5

2001年

ン研修制度は単年度契約と定められているため、延長

2

7

2000年

目は、２〜３年研修する例もよくある。なお、インター

3

15
9

資料：ＪＡ上伊那資料より筆者作成

16

7

10

出典：JA上伊那資料

ける新規就農者の安定的増加に大きく寄与している。

効果
インタ ー ン研修制度を開始した1996年から毎年２

図3は2000年以降、 上伊那地域における新規就農者

～６人が研修を受け、2012年まで計65人の研修生が

総人数の推移を示すものである。これによれば、2000

この制度を利用した。そのうち43人が、ＪＡ上伊那管

年以降、年度によって就農者数の変動はあるものの、

内に独立就農しており、９人が現在研修中である。就

毎年数人から20数人の新規就農者が継続的に就農し

農率（研修生も含む）は80％と非常に高い。その経営

ている。新規就農者数の激しい変動の背景には、経済

内容を見れば（図2）
、 野菜が22人と全体の半分強を

情勢と関連する農業政策の変化があると考えられる。

占める。次いで果樹が10人（23％）
、花卉が7人（16

それは、 新規学卒が2010年以降ゼロとなり、 法人就

％）
、肉牛と水稲がそれぞれ２人（５％）となっている。

農は「農の雇用事業」の実施により急増したことから

新規就農者の経営内容は畑作と果樹を主としているこ

推測できる。しかし、Ｕターン就農者と新規参入者は

とが分かる。これは畑と樹園地の急激な減少に歯止め

ほぼ安定的に増加する傾向にある。担当者によれば、

を掛ける上で、かなり効果があると考えられる。

上伊那地区でインターン研修制度を利用した就農者は、

インターン研修制度による新規就農者の年齢を見て
みると、50代もいるが、20代と30代が最も多い。すな

法人就農を除いた独立就農者の３分の１を占めるとの
こと。

わち、インターン研修制度の新規就農者は比較的青壮

インターン研修制度が開始して16年間、 新規就農

年層が多く、彼らの本格的就農および定着は地域農業

者が確実に増えており、担い手の確保、農地利用の促

生産者の補充と産地維持には大きな意味を持つ。さら

進、そして産地の維持に重要な意味を持っている。と

に、ＪＡ担当者によれば、定着した新規就農者は年間

同時に、その波及効果も無視できない。まず、上伊那

500万円から2000万円の売り上げがあり、ほとんどが

地区の新規就農の認知度が高まり、全国各地から新規

経営を順調に進めている。新規就農者の定着は、ＪＡ

参入者がやってくるようになった。 早期に就農した新

の利用にもつながり、販売では3.6億円、購買では1.7

規参入者が上伊那地区に定着し、 経営が順調に展開

億円が増えたと推測されている。

したことは新たな新規参入者を呼び込むことにつな

また、インターン研修制度の実施は、地域全体にお

32

新規参入
新規学卒

25

花卉
16%
7人

果樹
23%
10人

【図 3】新規就農者の推移（40 歳未満）
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良普及センタ ー、 市町村、

【図 4】インターン研修支援事業の仕組み

ＪＡ、 農業開発公社、 農業
経営者協会、市町村農業委

農事組合法人・株式会社
の社員として就農（就職）

独立就農

員会、 地区営農センタ ー、

生産拡大支援事業

農地利用集積円滑化事業

振興センタ ー、 営農支援セ
ンター、地区営農組合、法
人 ）を巻き込み、上伊那地
区新規就農連絡会議を立ち

新規就農希望者研修（１年〜３年）

上げ、就農相談、就農支援、
国・県・市町村支援

ＪＡ上伊那
農業インターン制度の活用
（農家研修）1 年〜 3 年
月額 13 万円

上伊那農業改良普及センター
新規就農里親研修の活用
（農家研修）
2 年程度
【新規就農実践塾】

人・農地プランの活用

営農指導まで、 総合的な支
援を行う環境づくりができ
ている。
また、 上伊那地域におい

国の支援
農の雇用事業の活用

駒ヶ根市新規就農準備校
（駒ヶ根市）

て新規就農の研修制度はＪ
Ａのインタ ー ン研修制度の
他、長野県の事業で、上伊

相談窓口：上伊那農業改良普及センター、市町村、ＪＡ
上伊那地区新規就農連絡会議（上伊那農業改良普及センター、市町村、ＪＡ、
農業開発公社、農業経営者協会、市町村農業委員会、地区営農センター、振興
センター、営農支援センター、地区営農組合、法人）

那農業改良普及センタ ーが
主導する「里親研修制度 」
もある。 里親研修制度の基
本的な内容は、 新規就農希
望者が就農予定地で県の認

新規就農希望者
（Ｉターン・Ｕターン・子弟
〈18 歳から 45 歳を基本対象〉
）

定を受けた「里親農家 」 の
下で、 就農に必要とされる
栽培技術や経営ノウハウを

出典：JA上伊那資料

２年間で習得するものであ
の新規参入者は経営が軌道に乗りベテラン農家へと成

る。インターン研修制度と里親研修制度は基本的に独

熟し、これまで数人のインターン研修生を受け入れて

立しているが、里親研修制度が終了した後でも、就農

いる。

準備が不十分ですぐに独立就農できない場合、 イン

また、インターン研修制度の実施は、農家子弟にも
就農意思を後押しする効果があり、後継者不足の緩和
にプラスの効果をもたらしていることも指摘できる。

4．JA 上伊那における新規就農支援の特徴
ＪＡ上伊那における新規就農支援の特徴は以下の諸

ターン研修制度を利用することも認められている。
他にもＪＡは独自の営農支援リース事業、制度資金
などを新規就農支援に活用するとともに、農地保有合
理化事業（農地利用集積円滑化事業）
、生産拡大支援
事業など、国・県の各種補助事業の活用検討・申請支
援も行っている。こうして、総合的で一貫した新規就

点が指摘できる。

農支援の仕組みをつくり上げているのである。

①行政を含めた関連機関と連携した総合的サポート体

②充実した内容と柔軟性を持つ研修制度の構築
インターン研修制度は農家子弟のみならず、農外か

制
新規就農相談窓口はＪＡに限らず、上伊那農業改良

らの新規参入者も対象としている。月13万円の生活補

普及センターや市町村にも設けられている（図4）
。ま

助や社会保険の加入などの手厚い支援は、資金の少な

た、地域にあるすべての農業関係機関（上伊那農業改

い新規就農者の定着に大きな意味を持つ。 一方、 研
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就農希望者に斡旋するなど、新たな試みも始まってい

一定の柔軟性を持って対応している。例えば、45歳以

る。

上の就農希望者であっても、しっかりとした就農意思
と営農計画を持っていれば、研修制度の対象となれる。

5．まとめ

また農作業経験の有無や作目の違いによって、研修期

ＪＡ上伊那は管内農家の高齢化による担い手不足、

間の延長も認められる。こうした実情を踏まえた、臨

耕地減少などの問題に危機感を抱き、16年前からイン

機応変な対応も定着につながったと思われる。

ターン研修制度を中心に、新しい担い手の育成に乗り

近年、就農形態が多様化してきており、それに対応

出した。今では行政や各農業関連機関とも連携を取り、

した法人就農の環境づくりも進められている。ＪＡ出

総合的な新規就農支援の仕組みをつくり上げた。その

資法人、 農業生産法人が相次ぎ立ち上げられ、 研修

結果、これまでインターン研修制度の利用者が65人に

と就農に新しい道を開いた。

達し、研修中の者を含めれば、52人が農業に従事し、

③ＪＡの推進品目や販売戦略とリンクさせる就農支援

就農率が80％と全国的にも高い。その背景には、多様

の仕組み

な就農者に対応する充実した研修制度の確立、ＪＡの

新規就農者の定着の鍵を握るのは、 十分な所得が

産地戦略とリンクさせる新規就農者への経営指導など

得られ、経営が成り立つかどうかである。そのため、

が成功要因として挙げられる。 今後こうした取り組み

ＪＡは研修時に就農希望者の就農計画を踏まえ、ＪＡ

が全国へ普及すれば、脆弱化しているＪＡの生産者組

の重点品目や新品目を優先的に提案する。そうするこ

織の再編、産地の維持・強化に役立つと思われる。

とによって、新規就農者は自ら販路開拓をする手間が

とはいえ、残されている課題も無視できない。住居

省け、所得が確保しやすい。また、生産部会などＪＡ

や経営資金の確保が困難なことなどが、依然として新

の組織に入ることは、技術の向上はもちろん、地域社

規就農者の定着と規模拡大に大きな影響を与えている。

会への融合にもつながり、新規就農者の定着に役立っ

ＪＡや行政側には、このような課題に応える具体策が

ている。一方、ＪＡにとっては、生産者基盤が脆弱化

求められている。また、研修終了後のＪＡ離れ、系統

するなか、新規就農者の定着は産地の維持・強化に役

利用の低下などを防ぐ対策も必要とされている。加え

割を果たしている。

て、青年就農給付金制度や、人・農地プランなどの新

なお、近年果樹農家のリタイアにより、廃園が現れ
始めている。果樹は定植から収穫までの未収益期間が
長く、これまで新規就農者が少なかった。ＪＡはこう
した状況を踏まえ、リタイアする予定の果樹園を新規
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修時の年齢や研修期間について、原則を守りつつも、
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しい政策との擦り合わせなども、今後の就農支援にお
いて検討されるべきであろう。
【参考資料】
ＪＡ上伊那資料「ＪＡ上伊那 農を基盤とした取組（事例報告）
」2013年
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食料・農業・農村

研究ノート
農地リース制度による農業参入企業の経営展開と撤退

――鹿児島県南さつま市の事例から
おお

なか

ＪＣ総研 基礎研究部 副主任研究員● 大 仲

かつ

と し

克俊
①中国・四国、②関東、③東北、④北陸の順となって

1．はじめに

いるが、現農地リース制度では①関東、②中国・四国、

一般企業の農地リース制度による農業参入は、構造

③近畿、④九州となっている。都道府県別に見ると、

改革特区（2002 ～ 2005年 ）～特定法人貸付事業

旧農地リース制度では、長野県、新潟県、島根県、青

（2005 ～ 2009年 ）～解除条件付き農地貸借（2009

森県などの北陸・ 東北・ 山陰地域の都道府県が多い

年～）という制度変遷を経ながら一貫して増加してい

が、現農地リース制度では、静岡県、兵庫県、愛知県、

る。特に、現行の農地リース制度である解除条件付き

熊本県などでの参入数が多い。また、旧農地リース制

農地貸借（以下、現農地リース制度）の創設以後、農

度では、上位10都道府県が参入企業数の59.2％を占

地リース制度による農業参入企業数は急増している。

めていたが、現農地リース制度では43.1％となってい

農林水産省経営局

によると、2010年３月には61社

る。制度改正に伴い、地域（もしくは都道府県）的偏

であったが、2012年12月時点で1071社となり、約17.6

りは少なくなっており、幅広い地域での企業の農業参

倍に増加している。 一方、2002 ～ 2009年まで実施

入が進展している。

注１）

されていた、 構造改革特区・ 特定法人貸付事業（以

このように、制度改正に伴い、農地リース制度によ

下、この２制度を旧農地リース制度とする）に基づく

る一般企業の農業参入は進展しており、参入を行う企

農業参入企業の数は436社である。 つまり、 現農地

業の変化注2）も見られる。しかし、旧農地リース制度に

リース制度による参入企業数は、旧農地リース制度に
よる参入企業数の約2.5倍となっている。

注1）農林水産省経営局HPよりhttp://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/
sannyu/pdf/sannyu.pdf

制度改正を通じて農地リース制度による一般企業の

注 2）農地リース制度による一般企業の農業参入は、旧農地リース制度

農業参入が進展しているが、 参入が進む地域に変化

においては建設企業の参入が最も多かったが、現農地リース制度では、

が生じている。表1から旧農地リース制度と現農地

食品関連企業の参入が最も多くなっている。また、製造業、その他卸
売・小売業などの参入も行われている。一方、建設企業も現農地リース

リース制度による農業参入企業数について地域別に見

制度による参入を行っているが、その全体に占める比率は、旧農地リー

ると、旧農地リース制度による農業参入企業の数は、

ス制度に比べて低下している

【表 1】農地リース制度による農業参入企業数
地域ごとの参入企業数
地域

参入企業数上位10都道府県

旧農地リース制度 現農地リース制度
企業数

比率

企業数

比率

都道府県

旧農地リース制度
企業数

比率

都道府県

現農地リース制度
企業数

比率

北海道

18

4.1

36

3.4 長野県

38

8.7 静岡県

62

5.8

東北

80

18.3

120

11.2 新潟県

32

7.3 兵庫県

58

5.4

関東

85

19.5

255

23.8 島根県

32

7.3 愛知県

52

4.9

北陸

55

12.6

78

7.3 青森県

31

7.1 熊本県

52

4.9

東海

30

6.9

109

10.2 鳥取県

30

6.9 鳥取県

43

4.0

近畿

18

4.1

128

12.0 鹿児島県

29

6.7 山梨県

42

3.9

112

25.7

206

19.2 北海道

18

4.1 埼玉県

40

3.7

九州

46

10.6

124

11.6 岩手県

17

3.9 岐阜県

39

3.6

沖縄

1

0.2

15

1.4 福島県

16

3.7 広島県

38

3.5

436

100.0

1,071

100.0 石川県

15

3.4 北海道

36

3.4

中国・四国

合計（注）
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注：法人は市町村ごとにカウントしており、
複数市町村への参入もあるので、重複
カウントも含まれる。そのため、合計が

445社となるが、実際の参入企業の数

は436社である

資料：農林水産省経営局（2012年12月現
在）の資料より筆者作成
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よる農業参入企業数は、436社であるが、2012年12

の撤退は、2009年12月末～ 2012年12月末時点に限

月末時点で営農を継続しているのは357社であり、79

定した撤退数であり、農業参入企業の撤退の実態は、

社が農業から撤退している。農地リース制度による農

より進んでいる可能性がある。そこで、本稿では、鹿

業参入が増加するなかで、 農業参入企業の営農の継

児島県内でも早期に旧農地リース制度による農業参入

続・撤退は地域農業の維持・発展に大きな影響を与え

企業の誘致を推進してきた、南さつま市における一般

ると考えられる。そこで、旧農地リース制度による一

企業の農業参入と撤退の実態について分析を行う。南

般企業の農業参入が早期に進展した鹿児島県と鹿児

さつま市は、2003年８月から旧農地リース制度による

島県南さつま市の農業参入企業の動向について分析を

一般企業の農業参入を推進してきたが、2005 ～

行う。鹿児島県は、旧農地リース制度による一般企業

2012年９月末までに18社が参入し、９社が撤退してい

の農業参入を推進し、農業参入企業数も多い。その一

る（南さつま市資料による）
。いうなれば、農地リース

方で、撤退している農業参入企業も多い。2009年12

制度による農業参入企業の営農継続・ 撤退要因を分

月末～ 2012年12月末の間における九州地域の農業撤

析するのに適合した地域である。

退企業10社のうち９社が鹿児島県の農業参入企業で
ある。本稿では、鹿児島県と南さつま市の一般企業の
農業参入の動向について整理するとともに、鹿児島県
南さつま市における営農を継続している農業参入企業
と撤退した企業について報告する。

2．鹿児島県と南さつま市における企業の農業参入の
状況

（2）南さつま市における企業の農業参入と展望
①南さつま市での企業参入の推移と現状
南さつま市は、 旧農地リ ー ス制度（構造改革特区
〈2003 ～ 2005年 〉
・ 特定法人貸付事業〈2005 ～
2009年〉
）での一般企業の農業参入を推進してきた。
その目的は、地域の遊休農地問題を解決することであ
る。企業の農業参入を誘致したのは、南さつま市内の

（1）鹿児島県の企業の農業参入展開

ほ じょう

リゾート開発予定跡地や干拓圃場であり、地域内で特

農林水産省によると、鹿児島県での旧農地リース制
度（2003年４月～ 2009年12月 ） に基づく農業参入
企業の数は29社であり、全国の参入企業数の6.7％を
占め、全都道府県で６位である注３）。しかし、2009年
12月末時点の鹿児島県の旧農地リース制度による農業
参入企業の数は29社であるが、2012年12月末時点で

注 3）鹿児島県農政部によると、鹿児島県での農地利用を伴う一般企業
の農業参入は、農地リース制度だけではなく、農業生産法人設立による
参入も進展している。2011年12月末時点で、鹿児島県内における農業
生産法人設立による一般企業の農業参入は108社である。また、これら
参入企業を業種別に見ると、建設企業54社、食品関連企業22社、そ
の他が32社となり、農業生産法人による参入でも、建設企業が中心と
なっている

営農を継続しているのが20社となっており、３年弱で
９社が撤退している状況にある。表2によると、旧農地

熊本県

リース制度による農業参入企業において、全都道府県

宮崎県

で撤退しているのは79社である。鹿児島県は、撤退企
業の数において全国で２番目に多い。ただ、この９社
【表 2】旧農地リース制度による農業参入企業の動向（撤退・
継続）
上位5県
青森県
鹿児島県
鳥取県
新潟県
岩手県
合計

撤退企業数（社）
旧制度による農業参入企業数（社）
比率（％）
営農継続企業（社）
12
15.2
31
19
9
11.4
29
20
8
10.1
30
22
6
7.6
32
26
5
6.3
17
12
79
100.0
436
357

鹿児島県

鹿児島

南さつま市

資料：農林水産省経営局（2012年12月現在）の資料より筆者作成
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予定と異なる展開となったとしている。 計画の段階で

【図】南さつま市の農業参入企業数と貸し付け農地面積の
推移
（ha）
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9
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8
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業参入を想定しており、建設業による農業参入が中心

14

貸し付け農地面積

14.0

は、本報告の事例で取り上げる生協のA法人による農
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（年）

7

資料：南さつま市提供資料より筆者作成

になると考えていなかったとのことである。しかし、全
参入企業の18社のうち10社が建設業または建設関連
企業であった。
このような一般企業の農業参入が進展したため、南
さつま市は、農業参入企業に適合した作目の提供を考
える必要があった。砂丘地に適合し、建設企業の事業
が集中しない時期に農繁期を迎える品目の選定である。
そこで南さつま市が提供したのが、ラッキョウであっ
た。南さつま市はラッキョウ産地であり、地元ＪＡに

に遊休農地が集中していた地域である。この地域は、

栽培技術ノウハウ・販路があった。また、ラッキョウ

海岸沿いの砂丘地域であり、圃場整備が行われておら

の農繁期は公共事業を中心とした建設事業と重ならず、

ず、排水不良など、圃場条件が良くない地域である。

労働需要とマッチングすると考えた。さらに、種子を

そのため、農地を利用する担い手の確保が重要であっ

ＪＡで管理することも可能であり、 産地と技術を限定

注４）

た

できると判断したためである。一般企業の農業参入の

一般企業の農業参入の推移について2004年から見

最盛時には、ＪＡ南さつまのラッキョウ出荷量の12％

たのが図である。旧農地リース制度による企業の農業

を占めていたが、2012年現在では5％まで低下してい

参入は2003年８月より開始しており、2004年末時点

る。

で12社が参入し、ピークの2006年には15社が参入し

③南さつま市の評価

。

ている。 貸し付け農地のピ ー クは2007年であり、

南さつま市としては一般企業の農業参入を通じて砂

17.7haの農地が貸し付けられている。しかし、農業参

丘地域の再生ができた点を評価している。特に、担い

入企業の撤退が相次いでおり、2012年現在では９社

手がおらず、圃場条件が不利であった砂丘地域におい

が撤退している。撤退企業は、建設および建設関連企

て圃場整備事業を行えたことを評価している。これは、

業が７社、ＪＡ出資法人が１社、NPO法人が１社であ

旧農地リース制度による農業参入企業を砂丘地域の農

る。また、営農を継続している企業は９社であり、建

地利用の担い手と位置付けることで事業を実施するこ

設および建設関連企業４社、食品関連企業が３社、運

とができたということである。この圃場整備事業を実

送企業１社、 産廃企業１社となっている。これら９社

施した結果、砂丘地域において農地の借り入れを要望

への貸し付け農地は11.6haとなっている。撤退企業の

する農業者が出てきた。そのため、旧農地リース制度

農地は、基本的に営農を継続する農業参入企業が借り

による一般企業の農業参入の推進は、砂丘地域におけ

入れている。しかし、南さつま市の貸し付け農地面積

る多様な担い手の確保に結び付いたと評価している。

は、2007年のピークから6.1ha減少しているが、この

また、南さつま市は、一般企業の農業参入において

減少面積は遊休化しているわけではない。詳しくは後

２点の支援が必要としている。１つは、 企業とＪＡ、

述するが、 農業参入企業が営農を行う地域では圃場
整備事業（2008 ～ 2013年 ）が実施されている。そ

注 4）南さつま市における構造改革特区および農業参入企業支援策は、
拙稿『日本の農業―あすへの歩み―246 一般企業の農業参入・ 農業

のため、農業参入企業への貸し付け農地は減少してい

経営への参画の意義と課題』農政調査委員会、2013年、111 ～ 119ペー

るが、これは圃場整備事業に伴うものである注5）。

ジを参照

②農業参入企業に対する南さつま市の支援政策
南さつま市によると、一般企業の農業参入は当初の

注 5）撤退企業の農地において、圃場整備事業が実施されない農地は、
圃場整備事業に伴う農地の代替地として、 他の農業参入企業に貸し付
けられている
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農家との関係を取り持つことである、２つは、ＪＡの

み合わせていることである（農作業の体験内容は収穫

販路の活用である。特に、南さつま市では建設業など

1時間、植え付け１時間、その他作業1時間を目安とし

の農産物の販路を持たない農業参入企業が多かった。

ている）
。また、 一定の収入も必要であるため、 換金

そのようなケースでは、ＪＡによる販路が農業参入企

性の高い品目も作付けしている。 その基準は、A法人

業の営農展開に重要であるとしている。

の店舗で必要な作目である。 作付けは年２作、10a当

南さつま市によると、農地リース制度を推進した砂

たり５万～ 20万円の売上高の確保を目指している。目

丘地域での農業参入企業は、おおよそ５社に集約され、

標の売上高は1000万円であり、目標規模は５haであ

現状の12ha程度の農地は、この５社に集約されるとし

る。

ている。また、当該地域において、企業の農業参入を
誘致する予定はないという。

７人（うち障害者３人、 再雇用１人 ） であり、 年間

以上、南さつま市における農地リース制度による一

1000万円の人件費が必要となっている。

般企業の農業参入について整理を行った。続いて、南

A法人は今後の農業経営の展開として、砂丘地域の

さつま市で営農を継続しているA・B法人の農業経営

農地借り入れ面積を拡大したいと考えている。また、

と、撤退したC法人の撤退要因について報告する。

将来的に雇用者を独立させ、農業者として育成するこ

3．南さつま市の農業参入企業の経営展開
（1）営農を継続している農業参入企業の農業経営の

とを考えている。ただ、規模の拡大については、雇用
者の能力から５haを上限としている。生産物は自社で
全量販売が可能であり、A法人の全店舗で将来的に販

目的と農業経営展開

売を行いたいとしている。その他に、現在A法人が運

①A法人の農業経営――生協による農業参入とその目

営している市民農園において、農業技術が向上した組

的

合員がおり、これら組合員に農地提供を行いたいとし
A法人は鹿児島市に所在する生協であり、2005年

から南さつま市において農業参入を行っている。2005
年に0.2haの市民農園の運営から開始し、2012年には

ている。これについては、鹿児島市と協議し、耕作放
棄地を活用できないか考えている。
しかし、A法人は南さつま市での農業参入を契機に、

2.9haの農業経営となっている。当初は、農地リース

農業参入地域のＪＡと、A法人の組合員との産地間交

制度に基づく南さつま市からの農地借り入れであった

流を期待したができていない。これは、地元ＪＡは、

が、現在では地元農家との相対での借り入れも行って

多量少品目による大型消費地向けの産地であり、A法

いる。農業参入の目的は、組合員の農業教育・農業体

人が産地間交流を求める少量多品目型産地でなかった

験の場を提供することと、自社で必要な農作物を確保

ためである。

することである。

②B法人の農業経営――菓子製造・販売企業の農業経

A法人は農業参入の意義について、産直との付き合

営とその目的

い方が変化したことを挙げている。特に、農産物の規

B法人は鹿児島市に所在する菓子製造・販売企業で

格外品の取り扱いにおいて産地への理解が深まったと

ある。和洋菓子の製造とともに、独自の販売にも力を

いう。また、自社で生産した農産物を店舗に出荷・陳

入れている。B法人によると、 鹿児島県は和菓子屋が

列することで、消費者との交流が生まれたとしている。

多く、質の追求が高い地域である。そのため、B法人は、

その他にA法人の社員教育としての効果もあるという。

菓子製造を無添加で行い、菓子の品質を高めてきた。

A法人の農業経営は、畑作での露地野菜生産であり、

そして、B法人の経営方針は、
「鹿児島」発の和菓子企

作目は30 ～ 40品目に達している。主要品目（50万円

業としての全国展開を目指しており、鹿児島県の原料

以上の売上高）はネギ・ラッキョウ・タマネギ・ジャ

にこだわった菓子製造を行い、
「鹿児島 」 という地域

ガイモ・ブロッコリーである。A法人の作付品目の特

性を活用した販売戦略を立てている。

徴は、組合員が体験農業を毎日行えるように作目を組
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A法人の現在の農業労働力は、正社員１人、パート
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造り、顧客へのイベントを行う予定であった。これは、
滋賀県の「T社（和菓子・洋菓子を製造および販売す
る企業

）
」のような展開を目指したためである。また、

注6〉

ており、約600万円を掛けている。
農業経営はラッキョウ生産に取り組んでいた。農業
経営の推移を見ると、2006年は2.0haで800万円の売

社員教育の場としても期待している（社員教育でも、

上高であった。この年は目標収量に達せず、ラッキョ

目指す方向性は「T社」の教育であると述べている）
。

ウの単価も悪かった。2007年も2.0haで1300万円の

特に、新人教育に力を入れており、
「ものづくりが好き

売上高であった。この年の収量は伸びたが、見込みど

な社員はものうりも上手」としている。一方、砂丘地

おりの収益を上げられなかった。C法人社長によると、

域でのサツマイモの生産の取り組みを通じた、原料供

この時点で規模拡大か縮小をするか選択を迫られたと

給の期待もしていた（現在では、サツマイモの全量自

している。2008年は50aに農業経営を縮小し、結果と

社供給はあきらめている）
。

して撤退を決意している。

農業経営の内容を見ると、65aでサツマイモ栽培を

C法人が撤退を決意したのは、収益が上がらなかっ

行っている。また、労働力では、管理作業については

たためである。C法人の社長によると、 その要因は以

地元の高齢農業者が担当し、収穫作業などについては

下のようになる。①建設事業と農業労働力のミスマッ

B法人の社員を投入している。

チの発生、 ②農業技術の確保が困難、 ③農作業労働

今後の農業経営展開では、農地とセットで顧客を迎

力と雇用労働力の質のミスマッチ、④経営者が農業経

えられる施設を造りたいとしている。 そのため、 南さ

営に集中できない、⑤販路開拓の困難さである。①で

つま市に限定せず、他地域での農業参入も考えている。

は、C法人は建設部門において、従来の公共事業だけ

また、自社の菓子のブランドイメージを高めるために、

ではなく、戸建て住宅の建設受注といった新事業の取

地元農産物を活用した展開を目指している。その際に

り組みを開始している。また、公共事業においても周

は、必ずしも自社生産にこだわらず、地域のＪＡと連

年で事業が発注されるようになり、周年で建設事業を

携して原材料の確保を行いたいとしている。

行うようになった。その結果、農業部門と建設部門で
の労働力需要のミスマッチが生じ、効率的な農作業が

（2）農業経営から撤退した農業参入企業の撤退要因

行えなくなった。②では、乾燥・調整作業は自前で機

C法人は、2005年に南さつま市で農業参入を行った

械を装備して行ったが、技術が未熟なために品質の低

建設企業である。農業参入を行った要因は、公共事業

下やコストの増大を招いたとしている。③は、雇用労

の削 減による売 上 高の減 少（1995 年：4.6 億円→

働力では栽培における緻密な管理作業ができなかった

2004年：2.5億円）と余剰労働力の対策である。また、

ためである。④は、C法人の社長は、
「社長が農業者に

農業経営を行うことで、公共事業の入札においてポイ

なれるか」
「片手間では農業ができない」 と参入して

ントが付与されたことも農業参入の要因である。その

気付いたとしている。④については、①の建設部門で

一方で、国の政策である構造改革特区に対し、企業経

の新規事業に取り組んでいたことも影響している可能

営として対応することのあこがれもあったとしている。

性がある。 ⑤は、ＪＡはA級以外の低級品も引き取っ

農業参入に当たっては、南さつま市から企業経営に対

てくれるが、 業者は引き取ってくれない。そのため、

する審査があったとのことである。

独自での販売は困難であり、 高付加価値化ができな

C法人は、農業参入を行うに当たり建設部門の社員

かったためである。C法人は、以上の農業経営の課題

だけではなく、新規雇用を行った。詳しくは後述する

を克服できず、農業部門の収益確保ができなかったと

が、建設部門の人員を十分には農業に投入できなかっ

している。

たためである。農業部門では、専属で２人、臨時で10

ただ、C法人は農業経営を行っている時期に、本業

人を雇用し、給料は日給制（6000円／日）であった。

の建設業において大きな転換を迎えていた。そのため、

農業の機械ではトラクター・乾燥機を購入していた。
また、農地への投資として、表土入れ・草刈りを行っ

注 6）T社の取り組みについては、 拙稿「食品企業の農業参入の目的と
経営戦略」
『JC総研レポート』
（2011年冬号、vol.20）を参照
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建設部門の新規事業に対して経営資源を注力していた

教育を目的に農業参入を行っており、さらに、一部農

点も大きい。この点も、C法人の農業経営の確立を困

業参入企業は規模拡大を意向している。

難にした原因であるといえる。また、C法人の社長は、
農業経営からの撤退には非常に悩んだとしている。こ

営の安定には、農業生産だけでは困難であり、さまざ

れは、農業への投資回収と地域に迷惑を掛けるとの意

まな経営努力が必要だということである。特に、
「農業

識があったためである。

は片手間ではできない」とのC法人社長の弁は、非常
に重要である。

4．まとめ

このように、地域の農業構造・加工食品の市場構造

以上、鹿児島県南さつま市における旧農地リース制

が変化するなかで、食品企業の農業参入が進展してい

度による農業参入企業の動向について見てきた。南さ

る。この参入をどのように評価するか。また、ＪＡはこ

つま市では、旧農地リース制度による一般企業の農業

のような農業参入企業と今後どのような連携ができる

参入を推進してきたが、 農業参入の中心であった建

のか。この点の検討も重要であろう。

設・建設関連企業の撤退が相次いでいる。これら企業

これらの点を踏まえれば、鹿児島県南さつま市での

の撤退の要因は、労賃水準などの高さによる農業生産

一般企業の農業参入の動向からは、今後、わが国の農

での高コストと、技術・雇用労働力の運用における困

地リース制度による一般企業の農業参入の将来が見渡

難さからくる農産物品質の低下により、農業部門の収

せるといえるだろう。

益が予定どおり確保できなかった点にある。
その一方で、食品加工・販売などを行う食品企業で
は、自社の顧客サービス、ブランド価値の向上、社員
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当該事例から示唆されることは、農業参入企業の経
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研究ノート
韓国における農外企業の農業参入の現状と課題
――大規模農漁業会社育成事業と農外企業の参入事例を対象に
イ

農林水産政策研究所 非常勤職員● 李

ユ

ギョン

裕敬

て考察する。

1．はじめに
韓国は国内産業全体の成長のためにすでに47カ国
とのFTA（自由貿易協定）を締結しており、交渉のた

2．農業における企業参入をめぐる動向
（1）農業法人制度の改定

びに２次、３次産業部門の成長とは裏腹に１次産業で

韓国の農業法人制度では、 営農組合法人と農業会

ある農業がその犠牲となってきた。つまり、経営規模

社法人の２つの組織形態がある。営農組合法人は農業

の零細性や経営主の高齢化、 担い手不足などの農業

者５人以上が組合員として結成する組織で、非農業者

構造問題を抱えている韓国農業では、グローバル化に

は議決権のない準組合員としてのみ出資が可能である。

向けてその構造改善が急がれている。

事業範囲は農業経営および付帯事業、 共同利用施設

イ ミョン バ ク

こうしたなか、2008年に発足した李明博政権では
「内需中心の農業から輸出中心の農業への転換 」をス

の運営、農産物の共同出荷・加工・輸出、農作業の代
行などと規定されている。一方、農業会社法人は合名、

ローガンとし、2012年までに農産物および加工食品の

合資、有限、株式会社の４つの形態があり、２人以上

輸出額を100万ドルまで増加させることを目標に、 国

の農業者あるいは非農業者（非農業者の出資分が総

際化に対応可能な大規模の企業的経営体の育成、 そ

出資額の９分の１を超えない範囲で出資が可能）によ

れに対する政策的支援の集中、 輸出専門の経営体の

り組織設立が可能である。事業範囲については営農組

育成を政策に掲げた。これは、国内産業の国際化に対

合法人と同様の事業範囲に加え、営農資材の生産・供

応するべく、これまで講じられてきた国内農業に対す

給、 種苗生産および種菌培養事業、 農産物の買い取

る農家所得補塡などの保護政策を維持しつつ、海外市

り・備蓄事業、農業機械の賃貸・修理・保管、灌漑

場に向けた攻めの農業を展開していくことを意味して

施設管理事業など営農組合法人より幅広い。こうした

いる。

農業法人に対しては、 譲渡所得税や配当所得税、 付

ほ てん

それに伴い、2009年には農業部門に対する民間資
本の投資・流入を活性化することを目的に農地法が改

かん がい

加価値税、 地方税など、 税制面で減免・ 免税の特例
があるが両者ともに大きな差は存在しない。

定された。 加えて、 大規模農漁業会社育成事業が打

農地所有については両者ともに可能である。農業会

ち出され、輸出専門の経営体の育成を開始した。その

社法人は2009年の農地法改定前までは「法人の代表

結果、2010年以降から大企業が農業生産部門へ参入

が農業者であること」
「業務執行権を持つ者の２分の１

するケースが見られるようになった。一方、こうした

が農業者であること」と規定されていたが、改定によ

企業参入に対しては、農業界と企業の間でさまざまな

り前項は削除、 後項は２分の１から３分の１へと変更

問題が提起されており、議論が展開されている。この

された。また、2011年の改定では、 農業会社法人の

議論は大規模農漁業会社に限らず、 一般企業の農業

非農業者の出資額限度が10分の９へと変更された。

参入に対する規制、制度を見直す契機となっている。

かかる農業会社法人の設立規制が緩和されたことによ

そこで本稿では、韓国における農業部門への企業参

り、農業部門に対する民間資本の投資が容易な環境に

入に関する制度と参入の動向について整理するととも

なったことで、最近では農外企業の農業参入が顕著に

に、事例分析から事業展開の現状と今後の課題につい

なり、とりわけ大規模農漁業会社育成事業における大

【食料・農業・農村】研究ノート▶ 韓国における農外企業の農業参入の現状と課題

ＪＣ総研レポート／2013年 夏／VOL.26

41

企業の農業参入が見られるようになった。なお、干拓

工・貯蔵・流通施設を含む団地を造成する事業に参加

地は農地法の所有制限の例外であるため、干拓地を活

する農漁業を営む会社」と定義されている。韓国国内

用して農業生産（主に稲作）に取り組む企業はわずか

の干拓地を積極的に活用し、大規模の生産基盤をベー

ながら従来から存在する。

スに海外輸出向けの農産物および加工品などを取り扱
う農漁業会社を育成するとともに、加工・流通・研究

（2）畜産法の改定

施設を誘致するため、干拓地内のインフラ整備を行い、

畜産分野では、1970年代から企業の畜産経営を許

農産物および食品の輸出基地を造成することを目指し

容したため、比較的、企業参入が活発な部門である。

ている。

しかし、 養豚経営においては1989年に豚の価格が暴

農林水産食品部告示（2010年５月制定 ）の「大規

落したことを受け、国内農家を保護するため大企業の

模干拓地の活用基本構想」によると、韓国において干

畜産部門への参入を制限するようになった（牛、酪農

拓事業により造成される土地の総面積は５万4379ha

は除く）
。

で、そのうち３万394haが農業用地として活用される

しかし、1990年代からFTＡなどによる市場開放に

計画で、最先端輸出園芸、一般園芸、採種、親環境

対応するため、農業分野の投資誘致を促すよう大企業

畜産団地、食品加工および物流支援、観光農業、ビオ

の畜産業への参入の必要性が提起され、2010年１月

トープ、複合穀物団地として活用される。

に畜産法第27条（母豚500頭以上の養豚業、 養鶏５

2008年12月には優先的に全羅北道群山市・金堤市

万羽以上の養鶏業は一定規模以上の大企業の参加を

一帯の新萬金地区（700ha） と全羅南道西南部の榮

禁じる）が廃止、また、農業会社法人の民間資本制限

山江地区（713ha）の事業者を公募し、翌年４月には

も廃止され畜産業部門に対する大企業の参入が合法

８カ所の事業者を選定した（表1）
。

セ マン グム

ヨン

サン ガ ン

化された。その結果、 大企業が飼料部門、 流通部門

事業対象業者に選定されると、 農業用地の30年長

のみならず、生産部門まで参入できるようになり、飼

期賃貸が受けられ、品目に応じて必要な用水供給や道

料生産から家畜生産、流通、加工、販売に至る事業を

路、電気施設などが国によって整備される。事業者公

系列化する動きが著しくなった。例えば、現在の養鶏

募の際には、資格の制限要件がなく、農業法人から一

産業はおおよそ9割以上が大企業化・ 系列化され、

般企業まで応募が可能であるとしているが、申し込み

2010年の上位10社の市場シェアが59.7％に上る。

の際には、事業申請の最小面積が100haであること、
事業協約を結ぶ時点で事業実行保証金（総事業計画

（3）大規模農漁業会社制度の導入

費の0.05％）を支払わなければならないことから、小

韓国における大規模農漁業会社の育成事業は、

中規模の企業より大企業の方が選定される上で有利で

2008年に李明博政権の重要国政課題として採択され

あることがうかがえる。

たことを契機に、農業政策でも積極的に推進されるこ

選定された企業について見ると、農産貿易有限会社

ととなった。 大規模農漁業会社とは、
「農水産物の加

は250haにパプリカとトマトなどの輸出作物の生産事

【表 1】大規模農漁業会社事業対象の選定状況
区 分
事業対象
面積（ha）

新萬金（セマングム）地区（700ha）
A
250

施設園芸
（パプリカ、
事業品目
トマト）
加工食品

B
333.3
施設園芸
有機韓牛

榮山江（ヨンサンガン）地区（713ha）

C

D

E

F

116.7

190

140

180

有機韓牛
施設園芸
施設園芸
韓牛、大豆、
加工食品
（パプリカ、
（ピーナッツモヤ イチジクなど
（有機加工食品） ベビーリーフ） シ、ベビーリー
フ）

G

H

100

103

生鮮野菜
ヒマワリ
（タマネギ、
（油、ペレット
ハクサイなど） など）

注：事業者名は、A：農産貿易（有）
、B：
（株）セマングムファーム、C：
（株）チョロックマウル、D：ハンビッドゥル（株）
、E：
（株）ジャンスチェ、F：三湖龍仰（株）
、G：メボン（合）
、

H：南海（株）、である

資料：韓国農漁村公社、大規模農漁業会社育成事業資料
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業と食品加工事業を、農業会社法人・株式会社セマン
グムファームは333.3haに施設園芸作物と飼料用作物
を栽培する計画である。また、株式会社チョロックマ

【図】農業会社法人数と1 法人当たり出資金の推移
（2005 年～ 2010 年）
（億ウォン）
6

ウルも116.7haに有機韓牛と有機の加工食品を製造す

5

る予定である。榮山江の５つの会社でも100ha以上の

4

規模に施設園芸や生鮮野菜、畜産（韓牛）
、バイオ燃
料の原料としてヒマワリの生産を計画している。
これらの企業の事業に対する投資額は、最小規模の
企業の（株）チョロックマウルが80億ウォン、最大規
模企業のハンビッドゥル株式会社が3000億ウォンの
大規模事業となる。さらに、これらの企業は海外輸出
の経験があるため、基盤整備などを終え事業が軌道に
乗れば、農産物・加工品の海外輸出の可能性はさらに
拡大すると期待されている。

3．農外企業の農業参入の事例

（法人数）
1,400
0.5
1229

1,200

0.7

0.1
3

0.1
591

591

611

725

683

800

3.2

3.3

600

2.9

2.8

3.0

0.4

0.6

0.7

0.7

0.9

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2

1,000

0.5

0.3

400

2.5
1.8

1

0

非農業者出資金
１事業体当たり

200
0

農業者出資金
１事業体当たり

2010年

農業者団体出資金
１事業体当たり

農業会社
法人数

注：個票データで示されない法人（データなし）が存在するため、個票データの集計と
標 準 統 計の値が異なる。 農 業 会 社 法 人 統 計（2005年〜2010年 ） は、591、

591、611、683、725、1512社である

資料：農業法人事業体統計の個票データを再集計した

人が38法人もあり、そのうち、19法人は農業生産事業

韓国では、 農外企業の全体数について統計上で把

にも取り組んでいる。このことから、 企業を中心とす

握されていないため、その動向や特徴を総じて概観す

る非農業者の農業参入、 特に農業生産部門に参入す

ることが不可能である。ただし、毎年公表されている

る動きがうかがえる。

農業法人事業体統計上の農業会社法人のデ ー タから
農業参入企業の動向を捉えることができる。そのため、
本節では、農業法人事業体統計と取り組み事例を取り
上げて、 農業への企業参入の動機や現在の運営状況
などについて整理する。

（2）農外から農業生産部門へ参入した取り組み事例
①干拓地開発による農業生産への参入
全羅南道高興郡東江面の竹岩湾に造成された干拓
地に位置している農業会社法人・ 株式会社竹岩農場
は、竹岩機械、ＪＡ建設、竹岩Ｆ＆Ｃなどを系列とし

（1）農業会社法人の動向

て有しているＪＡ建設の系列会社である。干拓地の開

近年の農業会社法人数の推移を見ると、2005年

発、建設事業を契機に農業生産に参入してから、農業

591法人から2010年1512法人へ増加傾向にある。 特

用機械の製造、 農業生産事業、 食品事業まで事業を

に、図を見ると分かるように、2009年を境に農業会社

拡張してきた。1977年に設立された（株）竹岩農場

法人数とともに非農業者による出資金が大幅に増加し

の主な事業は、米生産、加工、畜産（肉牛）
、堆肥生

ている。１法人当たり出資金の推移を見ると、全体と

産である。干拓地造成事業により630haの水田が造成

しては増加傾向にあるが、このうち、非農業者の出資

されたが、このうち470haは地域住民に分譲し、残り

金が2009年の9400万ウォンに比べ、2010年には１億

160haを親環境米130ha、 飼料作物10ha、 畜舎と放

8000万ウォンへ倍増している。なお、図中には示され

牧地10ha（1160頭 ）
、米の貯蔵・加工施設や事務室

ていないが、 非農業者出資金の総額も2009年の681

敷地10haとして利用している（2012年８月現在）
。従

億ウォンから2252億ウォンへと３倍強にまで増加して

業員は、 常時雇用が稲作部門11人、 畜産部門８人で

いる。これは、農業部門への資金流入を目標とした農

あり、全従業員給与を月給制とするとともに、４大保

外企業に対する規制緩和の成果の１つであると考えら

険にも加入するなど労働環境を整えている。
米生産部門については、米生産量550ｔ、年間売上

れる。
さらに、非農業者出資金が10億ウォン以上である法

高15億ウォン、畜産部門では年間純収益22億ウォン
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の大規模経営である。その他の生産部門では、堆肥生

あった。主たる販売先は、会員に対する農産物の定期

産に利用するオガクズを利用し今後は菌床シイタケの

配送、ホームショッピング、機内食製造メーカー、百

生産を計画している。

貨店などであった。この結果、事業開始後2年目で年

主な販売先は、インターネット販売（50％）
、レスト

間売上高17億ウォンに上るなど順調な経営成果を挙げ

ランと学校給食などの契約販売（50％）
、主力商品は

た。しかし、本社（GEWISS Land）の経営悪化とと

贈答用高品質米セットとなっており、その販売量は半

もに、高い借地料金による自社の経営収支の悪化や十

数を占めている。2011年９月に食品工場施設を導入し

分な販路確保ができないなどの理由によりNaturは事

ており、米の加工品（お餅、マッコリなど）を製造し

業５年目で倒産する結果となった。

ているが、今後はキムチなど加工品を多様化させてい

Naturの倒産により、南海郡農場の場合、農地を賃

く計画である。

貸した農家の借地収入（２年間、約２億ウォン）
、作

②農業関連事業から事業拡張による参入

業労賃（８カ月分の労賃、約5000万ウォン）が不払

2005年に株式会社GEWISS Landの出資により設立

いとなり、その被害はマウルの農家にも直接及ぶこと

された営農組合法人Natur（以後、Natur）は、オー

となった。さらに、この事業は郡の補助金８億4000万

ストリアのGEWISS GROUPの系列会社である。
（株）

ウォンが投入されたもので、その回収も問題となった。

GEWISS Landは有機農産物の流通専門企業であり、

Natur倒産により競売に掛けられた事業場、 施設など

GEWISS GROUPは生化学研究や化粧品の研究・製造、

は地域農家が自主的に構成した農業法人（薪田親環

バイオ肥料および飼料生産事業を行う４つの系列会社

境営農組合法人）が引き受けることになり、資本金な

で構成されている。

ど、経済的な面については農家から5000万ウォンが

Naturの農業生産部門への進出の契機は、自治体と

出資され、残りは郡の補助金で負担することで事態は

の投資協約によるものであった。慶尚南道南海郡の親

収まった。この経験により地域農家の間では企業的経

環境農業団地の造成を目指したインフラ整備や企業誘

営や企業の農業参入に対する不信感が高まり、現在は

致の事業構想にNaturの参入がマッチングしたため、

全体農家61戸のうち、18戸が営農組合法人に参加す

自治体の全面的な協力の下、企業参入が推進された。

るなど、Natur運営時の48戸より大幅に減少した。現

農地は、２カ所ともにマウル（村落）単位で団地化

在では参加農家（賃貸農家）の農地8.3haに米、ハウ

されたもので、個別農家と長期賃貸契約を交わしたも

ス野菜を有機農法で生産しており、2009年から生協

のである。事業開始当初は、農家から信頼が得られず

や有機農産物の専門店と契約栽培を開始しているもの

農地確保に難航したが、自治体が保証に入ることで15

の、 大都市の大型量販店や学校給食など、 販路開拓

年間の長期賃貸契約が成立した。ただし、長期契約に

はいまだに課題として残っている。

よる安定性の確保、団地内農家の参加を促すため、賃
貸料金を地域の相場に上乗せした料金（１坪当たり約

44

（3）大企業の農業参入の事例

1500ウォン）に設定した。地域の農家は賃貸農地の

大企業の農業参入として、これまで周知されている

借地料収入が得られるとともに、 従業員としてNatur

代表的な取り組み事例としては現代自動車株式会社の

に雇用され労賃収入が得られ、 農家所得増大に寄与

農業会社法人・株式会社現代瑞山農場がある。
（株）

することが期待されていた。

現代瑞山農場は、西海岸に広がる大規模干拓地に１万

事業運営面については、Naturが慶尚南道居昌郡

121ha規模の水田で米生産と畜産（肉牛）経営を展開

26haと南海郡12haの２カ所の直営農場で有機農産物

している。近年では、企業の農業参入に対する規制緩

の生産を担当し、流通は株式会社GEWISS KOREAが

和に伴い、 韓国国内の主要な財閥企業の農業参入が

担当した。生産品目は米のみならず、居昌郡３haと南

萌芽的に見られる。表2は資産総額５兆ウォン以上の

海郡４haのハウスに23種の葉物野菜、その他にトマト、

財閥系グループが設立した農業会社法人を示している。

大豆、 ニンジン、ブロッコリーなど、 野菜が中心で

例えば、ＳＫ建設の子会社である農業会社法人・株式
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【表 2】大企業の農業部門参入の現況
企業グループ名

系列会社名

事業内容

生産品目

設立年度

現代自動車

農業会社法人 （株）現代瑞山農場

親環境米の生産・加工・販売、畜産（肥育牛）
稲作の農作業代行事業

ＳＫ建設

農業会社法人 （株）ＳＫ林業

造園樹木の栽培（4500ha）
・販売、クルミ生産

造園樹木（キノコ、クルミの生産
予定）

1972

苗木の生産・販売

苗木の生産・販売

2010

穀物およびその他
食糧作物の栽培業

穀物および食糧作物

2010

種子・農薬・肥料・動物薬品の生産・販売

種子・農薬・肥料・動物医薬品

1953

（株）東部ファーム

果物および野菜の卸売業
農産物輸出事業
トマト・パプリカの栽培業

トマト、パプリカ

2000

（株）東部ファームフレッシュ

果物および野菜の卸売業（主要取扱品目：イチゴ、リンゴ） −

2007

（株）東部ファームスヒール

果物および野菜の卸売業（主要取扱品目：ミニトマト、ナシ）−

2007

野菜作物の栽培業

施設園芸作物（パプリカ）

2009

（株）ゴンジアムイェウォン

ＬＧ
ハンファ

農業法人 グリーントゥモロー
農業会社法人 （株）東部ファーム韓農

東部

農業会社法人 （株）セマングムファーム

農業会社法人 （株）東部ファームファオン 野菜および果物作物等施設栽培業
（株）東部ファーム青果

米、韓牛

2005

施設園芸作物（トマト）

2010

果物および野菜の卸売業（主要取扱品目：青果物全般）

−

2010

肥料および親環境資材の製造業

家畜糞尿（ふんにょう）の堆肥化
一般堆肥の製造

1994

農協

農業会社法人 （株）農協フックサラン

ＫＴ＆Ｇ

農業会社法人 （株）イェボン農園

作物栽培業

高麗人参

2010

農業会社法人 （株）グットランド

穀物およびその他
食糧作物の栽培業

ジャガイモ

2012

大成

農業会社法人 （株）グットガーデン

野菜・花卉（かき）作物および種苗の栽培業

サツマイモ

2012

イーランド

農業会社法人 （株）マンヌリ

果物および野菜の卸売業

リンゴ

2011

アモレパシ
フィック

農業会社法人 （株）ジャンウォン

緑茶の生産（190ha）
・加工・販売

緑茶

1974

注1：公正取引員会では毎年4月1日を基準に、資産総額5兆ウォン以上である企業グループを、相互出資と債務保証を制限する「相互出資制限企業グループ」と指定しており、本表は、

2013年4月1日を基準として、62企業グループのうち農業会社法人のある企業グループを抽出し作成したものである

注2：農業会社法人（株）農協フックサランは、農業会社法人（株）サムヒョップ農産から2012年に名称変更された
資料：韓国公正取引委員会競争政策局企業集団課、2013年4月1日現在、報道資料

会社ＳＫ林業は造園用樹木の生産、ハンファグループ

〈東部グループの取り組み事例〉

の農業法人グリーントゥモローは穀物などの食糧作物

ここでは、上述の大企業のうち、近年農業生産部門

の生産、ＬＧグループの株式会社ゴンジアムイェウォ

へ積極的な参入動向を見せている東部グループの参入

ンは観光リゾートに使われる造園木や花、苗木の生産

事例を取り上げ、その具体的な取り組み内容と問題に

に参入している。 また、 化粧品会社のアモレパシ

ついて整理する。

フィック株式会社は、1974年から済州島に緑茶園を造

東部グル ー プは、62社の系列社を有する総資産額

成し、現在190ha規模の緑茶を栽培しており、自社の

17兆ウォンの国内有数の財閥グループである。その農

工場で加工・販売まで行っている（農業会社法人・株

業部門の系列社の１つである農業会社法人・株式会社

式会社ジャンウォン）
。韓国タバコ・人参公社が民営

東部ファーム韓農は、農薬製造販売会社「韓農」を買

化した企業であるKT&G株式会社でも高麗人参と漢方

収し、農薬、肥料など農業資材の製造業に参入した企

原料の栽培に取り組んでいる（農業会社法人・株式会

業である。

社イェボン農園）
。加えて、イーランドでは果物や野菜

（株）東部ファーム韓農が設立した子会社である農

の卸売業（農業会社法人・株式会社マンヌリ）
、大成

業会社法人・株式会社東部ファームファオンは、2010

グル ー プはジ ャ ガイモとサツマイモなどの穀物栽培

年に京畿道華城市ファオン干拓地における大規模農漁

（農業会社法人・株式会社グットランド、農業会社法

業会社育成事業の対象となり、 韓国農漁村公社と30

人・株式会社グットガーデン）
、東部は果物や野菜の

年間の長期農地賃貸契約を結び、２年間で総額467億

卸売業と生産に取り組んでいる。

ウォンを投資し、最先端のトマト用ガラス温室（面積
10.5ha、年間生産量約5000ｔ規模）と農産物産地流

【食料・農業・農村】研究ノート▶ 韓国における農外企業の農業参入の現状と課題
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通センター、育苗場などを造成した。
（株）東部ファームファオンの農業生産事業へ取り

ス製造会社のカヤ農場を買収するなど、次々と農業生

組む前提条件は、生産した生鮮農産物の９割以上を海

産関連の企業を買収・合併してきた。これにより、東

外へ輸出することであった。また、生産過剰となるも

部グループは、農薬、種子、肥料、天敵、受精蜂など

のに対しては、加工品の原料として国内に販売するこ

の農業用資材の販売から、 農業生産、 加工、 卸売

とで内需市場には影響を及ぼさないよう対応すること

（流通）部門に至る農業関連部門の系列化を達成した。

を約束した。

しかし、東部グループの農業生産事業はファオン干

そして、2012年12月より施設トマト（レッド系）の

拓地でのトマト生産からは撤退することになったもの

生産を開始し、翌年２月末から出荷が始まった。しか

の、系列社である（株）東部ファームのガラス温室

し、上記の約束とは異なり、実際は大型量販店への取

4.95haがあり、すでにトマトの生産・流通事業を展開

引が始まり、国内のトマト生産者の打撃を懸念した韓

している。加えて、
（株）セマングムファームもセマ

国トマト代表組織、韓国トマト輸出組織など、農民団

ングム干拓地333ha（施設園芸・稲作・畜産）の事

体を中心に反対運動や、 東部グル ー プ製品の不買運

業者として選定されており、今後の展開が注目される。

動が展開された。結局、事業開始後３カ月足らずで生
産事業からの撤退宣言により事態は収拾した。

4．韓国における農外企業の農業参入の特徴と課題

事業反対者は、 日本のトマトの年間輸入量5000ｔ

本稿では韓国における農業部門への企業参入に関す

（2012年基準）のうち、韓国産が2000ｔであるのに対

る動向を整理してきた。以上より農外企業の農業参入

し、
（株）東部ファームファオンが5000ｔを輸出する

46

ム青果を設立した。さらに、2011年にはトマトジュー

の特徴と課題は以下のとおりである。

ことは非現実的であるとともに、国内流入の可能性が

第１に、 干拓地開発を契機に企業が土地利用型農

非常に高いこと、 また、 系列社である株式会社東部

業へ参入するケースは従来から存在しており、近年で

ファームで輸出を前提にトマト生産を行ったが、2012

は豊富な資金力をベースにさらに事業多角化を図り、

年に生産された1000ｔのうち、900ｔが国内で流通さ

生産、加工、流通、販売部門の各事業部門を子会社

れ、トマトの市場価格の暴落を招いたことなどを理由

化することによって垂直的系列化を展開する傾向があ

に、大企業の農業参入に強く反対した。

る。

なお、事業撤退宣言をした後の新聞社などの調査に

しかし、豊富な資金力を有する一部の企業において

よると、
（株）東部ファームファオンで生産されたトマ

は、小規模農業関連企業を積極的に買収しているが、

トが国内で消費されている品種と同一であることが確

農業関連事業への参入は可能であるものの本社あるい

認されたこと、 生産されたトマトの多くが国内市場へ

は系列社の経営悪化が原因で農業生産部門からの撤

流通されたという疑惑などが報じられ、さらに世論は

退を余儀なくされるリスクが存在するという農業部門

悪化した。

の不安定性が潜在する。また、農地所有の規制緩和は、

ここで、大企業の農業参入と関連して東部グループ

非農業資本の農業進出を促したが、今後、農地投機と

の事業展開過程を付記しておく。東部グループの温室

転用も促す可能性があることから、農外部門、とりわ

事業の事業主体として設立された（株）東部ファーム

け大企業の農業進出に関連した制度・ 規制の検討が

ファオンは、大規模農漁業会社育成事業の対象に始め

早急に求められる。

から選定されたものではなく、事業者として最終的に

第２に、多くの企業が高い収益性が期待される施設

選定されたセイフシュア社が投資金の準備ができなく

園芸部門へ新規参入する傾向があり、とりわけ大規模

なり、それを買収することで実質的に事業者となった

農業会社については輸出用施設園芸が中心となってい

経緯がある。また、2009年にトマト、パプリカ生産企

る。これらが生産した農産物は海外輸出用を前提とし

業のパムソン社を買収、2010年には大規模の卸売法

ているが、為替変動や検疫問題などが発生した場合、

人であるドンファ青果を買収し、株式会社東部ファー

該当品目が国内市場に出回る可能性がある。これによ
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食料・農業・農村
り国内市場への過剰供給は、該当品目の価格暴落、農

門において農外からの新規参入は、新しい資金流入や

家の作目転換などを引き起こし、さらに転換作物の価

雇用創出などさまざまな可能性が潜在する。従って、

格暴落の連鎖を招くなど、国内農家や農業生産構造に

農業参入を完全に制限する方式ではなく、まずは農業

悪影響を及ぼす可能性が高い。

参入企業と地域の農家が共生可能な生産、 流通シス

最後に、 現在の企業の農業参入は既存事業と関連
した農業生産部門に参入するもので、企業の利益追求
が中心となっている。そのため、地域との関わりや信
頼関係の構築など、地域や農家と共生関係を構築する
までに至っていない。さらに、大規模農業会社の農産
物輸出により、既存の輸出農家を牽引する体系を構想
しているが、 そうした動きを促す措置はいまだなされ
ておらず、むしろ既存の輸出農家との競争を招く可能
性がある。しかし、一方では高齢化の進展や担い手不
足の問題などを抱え、衰退産業となりつつある農業部

テムの整備・構築が急がれる。
【参考文献】
・イ・ギョンテ「大手企業の農業進出の問題点と代案」
『代案農業農民政
策研究所ニョルム第125イシュー報告書』代案農業農民政策研究所、
2013年
・キム・ジョンホ、キム・テゴン、チョ・ソンヨル『企業農の可能性と条
件』韓国農村経済研究院、2004年
・チャン・サンファン、ガン・デソン、イム・スンファ『大企業の農業
進出、薬か毒か』韓国農政新聞主催討論会資料集、2013年
・農林水産食品部『大規模農漁業会社の設立支援計画』農業政策局農業
政策課、2008年
・ファン・イシック、ジョン・ホグン『農業経営体の組織化の効果と活
性化の方案』韓国農村経済研究院、2008年
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協同組合研究部からのお知らせ

『にじ』2013年夏号の誌面構成について
ＪＣ総研 協同組合研究部

除克服」を特集しました。拡大している社会的・経済

『にじ』2013 年夏号について

的格差の実態を捉え、これをどう克服するか、協同組

ＪＣ総研では、今後、現代社会が抱える諸課題とし

合の視点から課題解決の方向性について展望していま

て以下の５つのテーマに焦点を当て、そこでの協同組

す。なお、特集企画の解題につきましては当研究所の

合運動の理念と現実の乖離、および克服のための道筋

ホームページ（
「刊行物」
）にも掲載していますので、

について展望していく方針です。

そちらをご覧ください（http://www.jc-so-ken.or.jp/

①「格差貧困等社会的排除克服」
（2013年夏号）

publication/point.php）
。

かい り

②
「東日本大震災からの復興と協同組合の役割・課題」

この他、今号から４回シリーズで「モンドラゴンの
光と影」の連載を開始しました。組織規模の大きさと

（2013年秋号予定）
③
「これからの『地域づくり』を問い直す」
（2013年冬

業種の広さ、積極的な海外展開などで世界に類を見な
いユニークな協同組合として知られる同グループです

号予定）
④「循環型社会の形成（その可能性と運動の方向）
」

が、グループの成り立ちや理念・事業概要などの紹介

⑤
「若者・子供たちの未来（今、何が求められている

に加えてグローバル戦略の実態やグループが抱える課

か）
」

題・問題点など、これまであまり知られていなかった

今号では、その第１弾として「格差貧困等社会的排

陰の部分にも焦点を当てる予定です。

『にじ』2013年夏号 目次
オピニオン

松岡公明（ＪＣ総研 理事）

特集解題 津田直則（桃山学院大学教授）
〈第Ⅰ部〉格差・貧困・排除の実態と闘い
「脱貧困」の視点から見た日本の社会保障制度の課題
唐鎌直義（立命館大学教授）
社会的事業所をめざす運動と厚労省の生活困窮者への就労支援（中間的就労）
斎藤縣三（NPO法人共同連事務局長）
地域社会から子供・若者の貧困を考える
青砥 恭（NPO法人さいたまユースサポートネット代表）
【特 集】
〈第Ⅱ部〉政府・社会福祉法人・協同組合・NPOにおける困窮者対策及び経済体制問題
生活困窮者自立支援制度の支援フレームワークとその課題
「格差貧困等
福原宏幸（大阪市立大学教授）
社会的排除克服」
ユニバーサルな社会をめざして――ユニバーサル志縁社会創造センター設立の意義と役割――
池田徹（ユニバーサル志縁社会創造センター代表理事）
自立支援からケアへ――協同労働で展開する、コミュニティー就労の創出――
古村伸宏（日本労働者協同組合連合会専務理事）
マネジメントを基盤にした地域事業組織の可能性――NPO法人地域生活支援ネットワークサロン（釧路）の実践から――
日置真世（NPO法人地域生活支援ネットワークサロン理事、場づくり師）
資本主義経済体制を超えて――社会変革と連帯社会――
津田直則（桃山学院大学教授）
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【協同組合】
『にじ』2013年夏号の誌面構成について

韓国ソウル市の『協同組合活性化支援条例』制定と政策展開
丸山茂樹（ＪＣ総研客員研究員、参加型システム研究所客員研究員）
モンドラゴンの光と影〈第１回〉
石塚秀雄（非営利・協同総合研究所いのちとくらし主任研究員）
組合員が主役「漁協人生を振り返る」
〈最終回〉 遊子漁業協同組合元代表理事組合長 古谷和夫氏
【連載】
高橋文男（ＪＣ総研研究員）
協同組合の仲間と知り合おう〈第18回〉
全国漁業協同組合学校
『漁業と震災』濱田武士著
田中夏子（社会学〈地域社会学、労働社会学、協同組合論〉
、農）
【書評】
『協同組合を学ぶ』中川雄一郎・杉本貴志編
飯倉裕之（全労済本部 経営企画部次長）
「ＪＡ女性組織新３カ年計画」と平成25年度の活動計画について
【各種協同組合の窓】
生部誠治（全中 くらしの活動推進部次長）

【特別寄稿】

編集後記

親から子へ世代を超えてつながる協同組合をイメージ

『にじ』のリニューアルについて

したものです。 内容につきましても「より読みやすい

ご愛読いただいています『協同組合経営研究誌 に

誌面づくり」を目指し、特集企画にかかる各論考と実

じ』ですが、近年の研究分野の広がりを踏まえ、今号

践報告が各号ごとに完結するよう、一部構成を見直し

より『協同組合研究誌 にじ』と改め、表紙デザインも

ました。

一新しました。 新しい表紙デザインは、 協同組合の

今後とも協同組合研究の一層の発展に向けて編集部

マ ークである「虹 」をベ ー スにしつつ、 郷土の自然

一同、努力を続けていく所存ですので、何とぞ倍旧の

（山）を背景に、人的結合体である協同組合の特徴と

ご愛顧・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

『協同組合研究誌 にじ』特集企画関連・公開研究会予定
公開研究会名
第25回公開研究会
テーマ
「東日本大震災からの
復興と協同組合の
役割・課題」

日程・会場

報告者
大妻女子大学
教授 田代 洋一 氏

2013年6月29日（土）
山形大学
（13：00 ～ 18：00）
准教授 早尻 正宏 氏
明治大学リバティタワー
9階1094号教室
（一社）ふらっとーほく
事務局 細田 幸恵 氏
東京大学
名誉教授 大森 彌 氏

第26回公開研究会
2013年8月31日（土）
テーマ
（13：00 ～ 18：00）
「これからの『地域づくり』 明治大学リバティタワー
を問い直す①」
教室名：未定

第27回公開研究会
2013年9月21日（土）
テーマ
（13：00 ～ 18：00）
「これからの『地域づくり』 明治大学リバティタワー
を問い直す②」
教室名：未定

立命館大学
准教授 秋葉 武 氏

報告テーマ
農業の復興と農協の役割（仮題）
原発災害後の森林組合の取組み（仮
題）
みんなでつくる復興まちづくり～「み
んなでこせっぺ！おらほの森」～（仮
題）
地域政策をめぐる動向とこれからの
自治・地域づくり（仮題）
高知県黒潮町NPO法人「砂浜美術館」
の取組み～砂浜をフィールドに教育
やまちづくり、文化振興に取組む～
（仮題）

東京海洋大学
准教授 工藤 貴史 氏

離島・半島等条件不利地域における
地域づくり（仮題）

宇都宮大学大学院
教授 守友 裕一 氏

内発的な地域の発展とは何か（仮題）

ＪＣ総研
客員研究員 丸山 茂樹 氏

過疎地の潜在資源の顕在化と協働に
よる自立促進の実践～福井県池田町
の事例～

未 定
（※注）参加をご希望される方は、当研究所ホームページからお申し込みください。

【協同組合】
『にじ』
2013年夏号の誌面構成について
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「格差・貧困等社会的排除の克服」をテーマに
公開研究会を2回にわたり開催
お

が わ

ＪＣ総研 協同組合研究部 部長● 小 川

な お

と

直人

当研究所では、
「格差・貧困等社会的排除の克服」

回の研究会の概要を紹介します。なお、個々の論考に

をテーマに、2013年３月20日と４月13日に明治大学リ

ついては当研究所発行の『協同組合研究誌 にじ』

バティタワーにおいて、本テーマの研究会座長である

2013年夏号（６月17日発行予定 ） に掲載しておりま

桃山学院大学の津田直則教授の司会進行で、 第22

すので、そちらをご覧いただきたいと思います。

回・23回の公開研究会を開催しました。今回はその２

《第 22 回公開研究会》
第22回研究会では①「
『社会的事業所促進法』制定
運動と厚労省『中間的就労支援モデル事業 』
」 発表
者： 斎藤縣三氏（NPO法人共同連事務局長 ）
、②
「
『貧困の除去』という視点から見た日本の社会保障制
度の特質」発表者：唐鎌直義氏（立命館大学教授）
、
③「創造の機会『たまり場』の可能性～ネットワーク
サロンの実践例から～」 発表者： 日置真世氏（NPO

法人地域生活支援ネットワークサロン理事）の３人の
方から報告をいただきました。
①「
『社会的事業所促進法』制定運動と厚労省『中間
的就労支援モデル事業』」
斎藤縣三氏（NPO法人共同連事務局長）
福祉政策のなかで閉塞感を募らせてゆくしかなかっ
た状況を打破するために、
新たに提起したのが「社
会的事業所 」 であり、こ
れは2001年のイタリア社
会的協同組合との出会い
が大きな要因となってい
る。 イタリアの社会的協
同組合の特筆すべき点は、
「障害」の概念が日本より
もはるかに広く、 職に就
けない若年層から高齢者、
薬物やアルコー ル依存症
者、 刑余者など、 さまざ
まな角度から見て社会的

【写真】熱心な質疑が行われた研究会
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対象としていることだ。

近年、家族のあり方が大きく変化したことを受けて、

共同連は「障害者が働きやすい」というこれまでの

他出した子どもや兄弟にまで扶養義務を追い求める扶

スタンスからさらに前進し、福祉の範疇を超えた「誰

養義務者調査のあり方は、厳格に履行するには無理が

もが働きやすい」社会、すなわちあるべき社会の姿を

出ているようだが、資力調査の方は保護基準月額の半

目指すための大きな柱として「社会的事業所」を提唱

分（７万円）程度の所持金があることをもって資産保

するとともに、
「社会的事業所促進法 」 の早期制定を

有と見なし、保護の申請を水際で却下する事態が今も

求めている。障害者団体にとどまらず、ホームレス、

絶えない。その調査のあり方は「ニード（困窮度）
」を

ひきこもり、ニート、シングルマザーなどの団体との

測定するという行政行為の範疇を逸脱している。生活

連携を深め、さまざまな人々の共通の思いとして社会

保護制度は申請者が「丸裸」状態にならないと受給で

的事業所が必要であると提起する。

きない制度となっている。生活保護行政を司る厚生労

は ん ちゅう

②「『貧困の除去』という視点から見た日本の社会保
障制度の特質」
唐鎌直義氏（立命館大学教授）
一般的には被保護者の増加に警鐘が鳴らされている
が、被保護者として把握されている貧困者は氷山の一
角にすぎない。 今や貧困は特定の人々に限定された
「他者の問題」ではない。早急に解決されるべきことを
日本の社会保障に対して訴求している重大な政策課題
であり、それゆえに貧困の量を把握することは、社会

働省は国家責任の下に全国的に捕捉率を引き上げる取
り組みに着手すると同時に、捕捉率の地域差をなくす
取り組みを推進すべきである。 憲法第25条の「生存
権」は全国一律に保障されなければならないからであ
る。
③「創造の機会『たまり場』の可能性〜ネットワーク
サロンの実践例から〜」
日置真世氏（NPO法人地域生活支援ネットワークサロ
ン理事、場づくり師）

保障・社会福祉政策のあるべき姿を再構築していくた

障害児や子どもを持つ親同士の情報の「たまり場」

めの前提作業と考えている。具体的な数字（2009年）

からスタートし、共に働いて収入を得る事業体づくり

で日本全体の貧困率、貧困世帯数を見ると世帯貧困率

の取り組みとして、2001年には小規模作業所を開設

は25.1％、貧困世帯数は1204万9300世帯という膨大

した。2003年の支援費制度、2006年の障害者自立支

な数値を示している。日本中の全世帯の４分の１が、

援法などの制度を最大限に活用しながら、子育て支援、

生活保護制度によって公的に保護されるべき所得水準

市民活動、 児童福祉、 地域福祉、自立支援など事業

と同等またはそれ以下の所得で生活している。

活動もさまざまな分野に広がった。2013年現在、 事

これに対して、 今日マスコミなどによって生活保護
受給世帯の急増に警鐘が鳴らされているが、それでも

業拠点が20数カ所余り、雇用職員約170人の事業体と
なり、生活困窮の若者も多く受け入れている。

現に生活保護を受給している世帯の比率は2010年7月

事業を展開するには地域づくりの仕組み・仕掛けが

現在で3.01％、被保護世帯数は148万6341世帯にす

重要であり、そのためには①一人一人の「あきらめ」

ぎない。捕捉率は10.56％となり、要保護（貧困）世

を「希望」に変えること、②ニーズの見える化、共有

帯の９割弱（1077万5100世帯）が受給漏れという現

化、
「たまり場」づくり（これからの地域課題の解決の

状である。やはり貧困問題にとって喫緊の課題は「貧

ためには「たまり場」が大切である。
「たまり場」とは、

困のかたち」などではなく、被保護世帯の背後に隠さ

リアルな生活課題がさまざまな形で集まり表現される

れている「貧困の大量性」なのである。また、生活保

機会であり、多様な立場の人たちがその課題を受け止

護法の実際の運用に当たっては、今もなお「稼働能力

め向き合い知恵を出し合える、違う発想、違う文化、

者」の受給を相当厳しく制限している上に、申請者に

違うノウハウが融合して新しい発想や文化、ノウハウ

資力調査と扶養義務者調査を課している。

が創造される機会）
、が必要である。

【協同組合】
「格差・貧困等社会的排除の克服」をテーマに公開研究会を2回にわたり開催
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《第 23 回公開研究会》
第23回研究会では①「地域社会から子ども・ 若者
たちの孤立と貧困を考える」発表者：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 ）、 ②「支援からケアへ～協同労働で展開するコ

②「支援からケアへ〜協同労働で展開するコミュニ
ティ就労の創出〜」
古村伸宏氏（日本労働者協同組合連合会専務理事）

ミュニティ就労の創出～」発表者：古村伸宏氏（日本

地域再生・まちづくりを、協同労働の3つの協同

労働者協同組合連合会専務理事）
、③「生活・就労支

——①働く者同士の協同：働く者一人一人が出資し、

援等を通じた社会的排除克服の道筋～フランス就業連

雇う・ 雇われる関係ではなく事業経営にも主体者とし

帯所得RSAと中間的就労支援を通して～」発表者：福

て責任を負う、 ②利用者・ 家族との協同： 利用者は

原宏幸氏（大阪市立大学教授）の3人の方から報告を

サービスを受ける人、職員はサービスを提供する人と

いただきました。

いう関係を取り払い、利用者・家族が主体者として活

①「地域社会から子ども・若者たちの孤立と貧困を
考える
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）

動に関わる、③地域との協同：地域の課題を、地域に
暮らす人々が主体となって解決していくことを通じて、
人と人とのつながりを広め、地域コミュニティーの再
生に取り組む——のそれぞれの力で行っていくという
のがわれわれの基本的な考え方である。

文部科学省の統計によれば、高校中退の原因のほと

また、協同労働の自立支援とは①支援する側、され

んどが「学業不振、学習意欲がない」
「学校生活への

る側を超えた「協同」
「共生型」支援、②当事者の主

不適応」といったものであるが、その実態は社会でい

体性が発揮され高まることに価値を置く支援、③仕事

われているような本人の怠けや無気力、努力の足りな

を興す、社会連帯に支えられた支援、であり、特に③

さではない。多くの高校中退者の背景にあるのは「貧

の仕事を興す、社会連帯に支えられた支援が重要と考

困」である。

えている。最終的にはコミュニティーづくりとコミュニ

さまざまな事情で中学・高校に通えない子どもたち

ティー就労を目指すものであり、一方通行の「支援」

のために、さいたまユースサポートネットでは、学習

から双方向型の「ケア 」に向かうということが鍵にな

支援教室を開いている。さいたま市の学習支援事業に

ると考えている。

登録をしている不登校の子どものうち、８割がこの教
室に出席している。 学校にはなじめない生徒もボラン
ティアや学習支援員には「なんでも聞いてもらえる」
ということで、学習支援教室が安心できる場、自分を
表現できる場、自尊心を回復できる場になっている。
支援の体制は学習支援員２人（学習教室の責任者で、

③「生活・就労支援等を通じた社会的排除克服の道
筋〜フランス就業連帯所得 RSAと中間的就労支援
を通して〜」
福原宏幸氏（大阪市立大学教授）
フランスの仕組み、手法を前提にしながら日本の今

教育・福祉・心理学の現場経験や専門性を備える）
、

やっている生活困窮者支援制度を見てみると、あまり

教室アシスタント１～２人（学習支援員の補佐、学習

にも枠組みだけの話で細かい詰めが出来ていない。こ

ボランティアのコーディネート）
、学生ボランティア

れで本当に生活困窮者が仕事に就けるのだろうかと疑

（マンツーマンの支援が可能な学生ボランティアが参
加）となっている。

問に思っている。
そういった点を7つ挙げると、まず１点目は総合セン
ターで、ここで「社会的な参入支援を」という言葉を
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使っているが、それの具体的な絵がきちんと描かれて

べきだと思う。６点目は支援の途中で脱落していく可

いない。相談ももちろん大事だが当事者が主体となっ

能性がある人をどうフォローしていくのか。特に中間

て自らの意欲の場を回復する、そういった議論が欠け

就労、これを今現在２年と決めているが、その後就職

ている。 ２点目は就労準備と中間的就労について、

できなかった場合はどうなるのか。求職者支援制度に

2013年３月25日に出たモデル事業の内容を見てみる

つないでいくような道筋を考える必要がある。

と、就労準備の話が中心になっているが、就労準備事

７点目は権利、 義務というものをこの制度のなかで

業だけで本当に安定した仕事に就けるとは思えない。

問われるべきものではないかということである。 ヨ ー

３点目は出口の確保。ハローワークの職業紹介だけで

ロ ッ パではこの手の議論は常に施策の裏側に重要な

は十分とはいえず、もう少し丁寧な支援の仕組みも同

キーワードとしてはまっているが、日本ではあまりこれ

時にやっていく必要がある。４点目は継続就労の場と

をいわない。日本では生活保護に関しては義務が主張

しての社会的就労というのが、この間の議論で否定さ

されていて、求職者支援制度に関しては義務を横に置

れてきたように思う。

いておき、 権利の話で突っ走っているようなところが

５点目は生活保護受給者の就労支援の枠組み。今は
別になっているが、これはおのずと一本化されていく

あるが、 その辺の折り合いをどのようにつけるかが課
題だと思っている。

研究会座長 桃山学院大学 津田直則教授による総括
今回の２つの研究会を通じて、日本の社会的排除や

協同組合の共益と公益の問題が出てくるが、協同組

貧困に対する取り組みが大変遅れていることが明らか

合は公益というところには入らないという流れもある一

になったと思う。またNPO、作業所、労働者協同組合

方で、多重債務者の支援を行っている生協もある。協

連合会といった非営利組織が、 地域社会でのネ ット

同組合が地域社会にコミットしなければいけないとい

ワークづくり、コミュニティーというものを重視して、

う、協同組合の基本的価値の部分があるし原則にもあ

非営利組織間で連帯している、といったことが明確に

るわけで、そういうところを突破して地域社会で横の

聞き取れたと思う。しかし、一般的には協同組合間の

つながりをもって、非営利の世界の連帯を強めていく

連帯というのが非常に弱いというのが、日本の社会で

ことが、これからの政府の姿勢を正すために必要だと

は課題になるのではないかと考える。

考える。

今回の２つの研究会の報告から、一部の心無い生活

協同組合の組合員は、 正直、 公開、 社会的責任、

保護受給者の存在がマスコミで大きく取り上げられる

そして他人への配慮という倫理的価値を信条としてい

一方で、制度を悪用し生活保護受給者を食い物にする

ます。格差・貧困問題は身近に起こっている問題であ

ような悪徳貧困ビジネス業者の存在については、ほと

り決して傍観すべきではないと思います。私たち協同

んど報道もされないという社会情勢のなかで、さまざ

組合としても共益にとどまらず公益を目指す上で、こ

まな事情から生活保護を受ける資格があるにもかかわ

の格差・貧困問題にどう対応すべきか真剣に受け止め

らず、 受けていない人たちがたくさんいるという現状

る必要があると考えさせられました。

が浮き彫りになりました。

【協同組合】
「格差・貧困等社会的排除の克服」をテーマに公開研究会を2回にわたり開催
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ＪＣ総研 経営相談部● 人事コンサルチーム

プロット図から見る賃金制度の見直しの
チェックポイントについて
の組み合わせ（定年まで右肩上がりの年齢給や職能

1．はじめに

給と年齢給の比重など）もあるため、下位等級の上

ＪＡの賃金制度コンサルを行うなかで、ＪＡから

位基本給と上位等級の下位基本給が一致するような

「能力に応じた賃金制度に見直したい」というリクエ

状況にはならないケースが多い。図１の３等級の上

ストが多い。確かに現状分析を行うと、年齢別や等

位基本給と４等級の下位基本給の位置関係が該当

級別に見ると年功序列的な傾向（右肩上がりで格差

するが、隣接する等級の上位基本給と下位基本給に

が小さい）となっている。賃金制度の改定をするに

対してやや重複するような形になることがベターで

は、まず自ＪＡの賃金制度の構造や課題を把握する

ある。

ことが重要である。ここでは、当研究所で行ってい

しかしながら、５等級の下位基本給と上位基本給

るセミナーで利用する参考データを用いて現状分析

ではその幅が大きく、上位等級である６等級はその

を行い、賃金制度の見直しのチェックポイントを明

幅のなかに含まれている（図１の楕円で囲んだ箇

確にする。

所）
。つまり、５等級であっても６等級以上の基本給
を受け取ることができるため、上位等級に移行する

2．等級別に見た現状と課題

というインセンティブが働かなくなっていることが問
題である。

図1は、等級別に見た現行制度のプロット図であ
る。ここでは前後の等級の重なり具合がポイントに

また、５等級の上位基本給が隣の６等級の上位基

なる。理想的な形態としては、下位等級の上位基本

本給を超え、かつ７等級の下位基本給と重複してい

給と上位等級の下位基本給が逆転しない状態になる

る状態となっている点も改善すべき課題である。 ５

ことである。しかしながら、 実際のところ年齢給と

等級の上位にいれば、７等級にならなくても同等以

【図1】現行制度プロット図
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9

10

上の賃金が支払われていることになる。これらの現

的確に運用することでバランスの取れた賃金制度に

象が起きるのは、賃金制度に等級ごとの上限賃金を

することが可能になる。しかしながら、実際に賃金

設けていない（職能給の青天井）ためではないかと

制度の改定をするとなると、さまざまな制約や課題

想定される。よって現行制度においては、この５～７

が発生する。例えば、年齢給の段階的引き下げや能

等級の状態をいかにして改善するのかが課題となる。

力給の上限設定により、 現行制度よりも賃金が下
がってしまうと、 不利益変更に該当する場合があ

3．賃金制度の再チェックと留意点

る。この場合、賃金制度の改定に当たっては、客観

図2は、前述で指摘した点を改善した後の新制度

的合理性があり、その内容については労働者側の代

プロット図である。まず、各等級に能力給の上限を

表者などに説明・ 理解を得ることができるかどうか

設けた。そして、現行制度は年功序列的な性格が強

がポイントである。
よって、賃金が下がる労働者に対する具体的な対

い制度であったので、一定の年齢から年齢給をゼロ

応策として、調整給を用いた手法（経過措置）が挙

ないし、マイナスにするという手法を取り入れた。
これにより、 現行制度では31万2500円だった５
等級の上位基本給が、新制度では28万4350円と抑
えられており、隣接する上位等級である６等級の上
位基本給29万860円を上回っていない。また、現行

げられる。これは、一定期間（３～５年程度）をか
けて調整給を支払い、激変緩和していく方法である。

4．まとめ

制度の５～７等級においては２つの等級に重複して

このように、現行制度の下での賃金のプロット図

いる状況であったが、新制度ではそれも解消されて

を定期的にチェックすることで、特徴や課題が把握

いる。新制度では５等級の上位基本給は７等級の下

でき、どこに問題があるのかが明確になってくる。

位基本給を超えるような状況にはなっていない。

従って、賃金制度の改善を行うのであれば、まずは

この他にも、現行制度の７等級を見ると飛び抜け

自ＪＡの賃金のプロット図を作成することをお薦め

て高い基本給となっているグル ー プが存在してい

したい。なお、ＪＡの賃金コンサルのなかでよく見

た。現行制度での上位基本給は38万3500円であっ

受けられる課題は、①職能給の上限が高い点、②年

たが、 新制度の上位基本給は34万400円と抑制さ

齢給が右肩上がりである点、の２つである。ぜひ、

れている。

普段からもこのようなプロット図を作成し、賃金制

このように能力給に比重を置き、人事考課制度を

度の改定に役立ててほしい。

【図2】新制度プロット図
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450,000

参事
部長
課長
係長
一般男子
一般女子

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

等級

【人事管理】プロット図から見る賃金制度の見直しのチェックポイントについて

ＪＣ総研レポート／2013年 夏／VOL.26

55

ＪＣ総研 2012年度
｢労働法務に関する相談｣結果のまとめ
ＪＣ総研 経営相談部● 労働法務チーム

ＪＣ総研では、法務問題と人事管理の実務に関する各種相談事業の１つとして、人事・労務
にかかる「労働法務に関する相談」でＪＡや中央会などからの電話などによる相談に対応して
いますが、このたび、2012年度「労働法務に関する相談」の受付概要をまとめました。
2012年度（2012年４月～ 2013年３月）の総受付件数は839件で、東日本大震災の影響が
あった前年度（669件）に対し25.4％増と大きく伸びています。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、心の健康問題対応など、多方面にわたっています。
相談項目別では、賃金・退職金関係が115件で前年度比６％増と最も多く、次いで、労働時
間管理関係95件、パート労働関係68件、メンタルヘルス（心の健康）関係65件が続いています。

【2012年度】

賃金･退職金関係
その他
（就業規則、
募集採用など）
496（59％）

115（14％）
労働時間管理関係

839件

95（11％）
65

68（8％）
パート労働関係

（8％）
メンタルヘルス関係

上記の相談項目の他、2012年度の大きな特徴としては、改正労働契約法、改正高年齢者雇
用安定法が2013年４月に本格実施されることに伴い、法改正に対応した就業規則などの諸規
定整備、実務上の法的留意点など、多様な相談が多数寄せられています。
また、相談内容を分析すると、労働時間の適正管理対応、時間外労働や休日労働の割増賃
金支払い上の留意事項、未払い残業対応など、監督官庁が重点課題として取り組んでいる事
項やパートタイマーなど有期契約労働者の労務管理上の法的留意点については、引き続き相談
が寄せられている状況にあります。
一方、メンタルヘルス関連の相談は65件ではあったものの、前年度（46件）に比べると大
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幅な伸びとなっており、ＪＡにおいてはメンタルヘルスケアの取り組みが実施されていますが、
メンタルヘルス対応が引き続き大きな課題となっていることが考えられます。内容は、休職後
の職場復帰の際の法的留意点と、使用者としての安全配慮義務履行などの相談が中心となって
います。この他、募集採用時の法的留意点、育児・介護休業法対応、雇用契約書の締結上の
法的留意点などの相談が増えています。ＪＡ合併に伴う賃金・退職金制度の変更などの相談は
例年どおり多数寄せられています。
2008年以降、この5年間において、 労働法関係の分野で、 労働契約法の創設（2008年３
月 ） やパ ートタイム労働法の大幅改正（2008年４月 ）
、 改正労働基準法の施行（2010年４
月）
、さらには、改正育児・介護休業法の本格実施（2010年６月）
、さらに、今般の改正労働
契約法の施行（2012年８月一部施行、2013年４月本格施行）
、改正高年齢者雇用安定法の施
行（2013年４月）などと、人事労務管理上重要な法律が相次いで施行されたことから、ＪＡの
人事管理部門においては、これら法律への対応のための最新情報の収集および就業規則、労
使協定、労働契約書などの改正整備、さらには、人事労務管理上のコンプライアンスの強化な
どに取り組まれており、その際の参考情報として当研究所へ照会しているようです。

1000

【最近3年間の相談件数の推移】
その他
労働時間管理関係

800

839

賃金･退職金関係

744
669

600
496
400

200

109
139

0

2010 年度

450

629

111

95

108

115

2011 年度

2012 年度

ＪＣ総研では、前記の「労働法務に関する相談」の他、個別労働者や労働組合との労働紛
争の予防や、紛争解決への対応など、個別の法律相談については、経営法曹会議所属の労働
問題専門の弁護士による法律相談（有料）を行っておりますので、ご利用ください。
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ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員●加藤

み

き

美紀

食と農をつなぐ
「食育」を考える
食育ソムリエ養成講座の紹介
「食」は、人間が生きていくために最低限必要な衣（着る
もの）食（食べ物）住（住むところ）の１つですが、365日、
１日３回、何を食べるかの選択に迫られ、価値観を試され
るという意味では、 衣や住よりもその内容が人間の幸福度
に寄与しているといえます。 国を挙げて国民の食をよりよ
いものにしようと、食育基本法が８年前に制定されました。
「食育 」という言葉は浸透し、
「バランスの良い食事をしま
しょう」
、
「野菜は350ｇ食べましょう」という情報もたくさ
ん発信されています。しかし、
「食は大切なもの」と分かっ
てはいるけれど、なかなか行動に移せないという生活者が
多いようです。これからは、行動変容につながる食育が重
要です。なぜ行動に移せないのか、生活者と向き合い、具
体的に支援していくことが大切です。
私どもの組織では、食の提案ができる人材育成を目指し、
「食育ソムリエ養成講座」を開講しました。現在、約1500
人の「食育ソムリエ」が全国各地で活動しています。食材
の先にある農業、農村、生産者を伝えるのが食育ソムリエ

ます。

の特徴です。栄養面での食の重要性、生活に彩りを添える

食育ソムリエ養成講座は今年度も開講します。次回第18

食の楽しさを伝えていくとともに、 農に軸足を置いた食育

期は12月スタートです。 地域のよりよい食づくりに向け、

を実践しています。農は人と自然のインターフェース。土

食育ソムリエ養成講座をどうぞご活用ください。

の匂いがする食材から大地を感じ、 人間らしいライフスタ
イルを提案しています。
多くの食育ソムリエの活動拠点が農産物直売所です。消

【表】食育ソムリエ養成講座の概要
半年間の通信講座

受講方法

費者（生活者）に直接、具体的な食育活動をすることが可

全国どこにいても受講できます

能です。野菜・果物本来の「美味しさ」を伝える旬の野菜

１カ月に１回のペースでテキストと課題
レポートが届きます

お

い

を使った「試食」を提供したり、毎日の献立に役立つレシ

課題レポートを４回と資格認定試験を受
験していただき修了です

ピの掲示、調理スキルや料理の楽しみを感じてもらう料理
教室などを開催しています。

カリキュラム ①野菜・果物の基礎知識と生産流通
②野菜・果物の選び方と調理保存

近年、スーパーマーケットなどではカット野菜という便利

③野菜・果物の栄養成分と健康食育

食材が売り上げを伸ばしています。カットされた葉物野菜

④お客さまとのコミュニケーションと危
機管理

が時間を経てもなぜ変色しないのか？ 素朴な疑問を見過
ごさず、問題提起していくことも必要です。 食事作りも効
率重視という傾向は仕方ないことかもしれません。 丁寧な
食を実践できるよう安心・安全な加工品の開発にも取り組
むなど、生活者目線の食育活動を展開していきたいと思い
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受

講

料

実施時期
（第18期）

７万円（割引制度あり）
申し込み締め切り：2013年11月下旬
開講日：2013年12月中旬
資格認定日：2014年5月下旬

【食育】食と農をつなぐ「食育」を考える 食育ソムリエ養成講座の紹介

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事業化コンサルのご案内
全国的に農業者の高齢化が進み、 農業生産額が減少傾

聞きした上で、 事業化に向けて的確なアドバイスをいたし

向にありますが、ファーマーズマーケット（直売所）をＪＡ

ます。ご相談の内容に応じて、スケジュール案・コンサル

の新たな販売チャンネルとして位置付け、地域の消費者の

費用の見積もりなどを作成・ 提出いたしますので、 貴ＪＡ

ニーズに合った多様な品目の導入や農産加工品による付加

におかれましてもぜひご検討ください。 なお、コンサルに

価値づくりを進めていくことが、ＪＡの販売戦略として有効

かかる期間・費用につきましては、候補地の開発規制・業

です。

務内容・交通条件などによって変わります。

当研究所では、ＪＡ直営のファーマーズマーケットの候
補地選定から開業に至るまで、 事業化に向けたコンサル
（総合的な企画・提案ならびに相談・指導 ）を行っていま
す。この事業化コンサルは、立地選定から事業化決定まで
行う「ステ ッ プ１」 と、 実施計画策定から開業まで行う
「ステップ２」で構成され、これまで全国44件の店舗の事
業化に携わってまいりました（表参照）
。
当研究所が行うファーマーズマーケット事業化コンサル
の主な内容は以下のとおりです。
⑴
「ステップ１」～立地選定から事業化決定まで～（期間：
3〜4カ月）
①最も立地条件が良く事業採算の見込める候補地を選定
します。
②選定した候補地に最適な土地利用と施設整備の計画
案を作成・提案します。
③事業化のスケジュール、投資額、事業収支予測を作
成・提案します。
⑵
「ステップ２」～実施計画策定から開業まで～（期間：7
～ 8カ月）
①集客力が高く機能的な施設づくりを支援します。

じゅう き

②利便性が良く経済的なPOSシステム・備品・什器調達
を支援します。
③機動性があり効率的な運営体制づくりを支援します。
④結集力が強く意欲的な出荷組織づくりを支援します。
現在、商系企業・量販店の参入による直売所の乱立や、
食の安全に対する規制強化など、直売所事業を取り巻く情
勢が変化していますが、当研究所のスタッフがこれまでの
経験・実績を踏まえ、各ＪＡの現状・問題点・ニーズをお

お問い合わせは、ＪＣ総研 経営相談部（TEL：03-62807360 ／担当：伊藤）までお願いいたします。
【表】JAファーマーズマーケット事業化コンサル実績
ファーマーズ
マーケット名
岩手県 ＪＡいわて花巻
母ちゃんハウスだぁすこ
山形県 ＪＡさくらんぼひがしね
よってけポポラ
福島県 ＪＡあいづ
まんま～じゃ
きらいち結城店
茨城県 ＪＡ北つくば
きらいち筑西店
ＪＡあだち野
桜国屋
あぐれっしゅ日高中央
埼玉県
ＪＡいるま野
あぐれっしゅ川越
あぐれっしゅふじみ野
ＪＡ千葉みらい
しょいか～ご千葉店
千葉県
ＪＡちば東葛
ふなっこ畑
ＪＡ東京あおば
にりん草
東京都
ＪＡ東京むさし
ムーちゃん広場
ＪＡはだの
はだのじばさんず
神奈川県
ＪＡセレサ川崎
セレサモス
ＪＡおおいがわ
まんさいかん
ＪＡとぴあ浜松
ファーマーズマーケット三方原店
静岡県
ＪＡあいら伊豆
いで湯っこ市場
ＪＡ富士宮
う宮～な
長野県 ＪＡ上伊那
あじ～な
新潟県 ＪＡ越後ながおか
なじら～て
ＪＡあいち知多
はなまる市
愛知県
ＪＡ豊橋・ＪＡ愛知みなみ あぐりパーク食彩村
岐阜県 ＪＡいび川
ファーマーズマーケット大野店
三重県 ＪＡみえきた
いなべっこ
富山県 ＪＡ高岡
あぐりっち
ＪＡ紀の里
めっけもん広場
ＪＡ紀北かわかみ
やっちょん広場
和歌山県 ＪＡながみね
とれたて広場
ＪＡ紀南
紀菜柑
ＪＡありだ
ありだっこ
ＪＡ兵庫六甲
六甲のめぐみ
兵庫県
ＪＡ兵庫西
旬彩蔵・上郡
鳥取県 ＪＡ鳥取中央
満菜館
広島県 ＪＡ全農ひろしま
とれたて元気市
菜さい来んさい！北部店
ＪＡ周南
山口県
菜さい来んさい！下松店
ＪＡ下関
いただきま～と
愛媛県 ＪＡえひめアイパックス㈱ いよっこら
福岡県 ＪＡ糸島
伊都菜彩
宮崎県 ＪＡ西都
いっちゃが広場
うまんちゅ市場
沖縄県 ＪＡおきなわ
はい菜！やんばる市場
あがりはま市場
都道府県

ＪＡ名

売り場面積
558㎡
497㎡
498㎡
363㎡
466㎡
330㎡
500㎡
533㎡
275㎡
918㎡
500㎡
105㎡
172㎡
617㎡
313㎡
566㎡
428㎡
256㎡
608㎡
458㎡
236㎡
738㎡
792㎡
528㎡
330㎡
368㎡
980㎡
585㎡
602㎡
682㎡
350㎡
814㎡
162㎡
454㎡
770㎡
200㎡
398㎡
254㎡
755㎡
1,300㎡
450㎡
943㎡
728㎡
450㎡

（ 2 0 1 3 年 4 月現 在）

【FM】ファーマーズマーケット事業化コンサルのご案内
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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」へと改称しました。

政府による公益法人制度改革の一環として、当研究所も

監

事 肱黒 直次（全森連 参事、非常勤）

2013年４月１日から「一般社団法人」への名称変更などを

監

（農協観光 常務取締役、非常勤）
事 米本 雅春

行いました。

監

（ＪＦ全漁連 専務理事、非常勤）
事 古関 和則

具体的には以下のとおりとなっていますので、よろしくお
願いいたします。

3．送金・振込時の団体名

1．団体名の変更

団体名を変更しましたので、農林中央金庫などにある当

2013年４月１日より、 団体の名称を「社団法人ＪＣ総
いっ ぱん しゃだんほう じんじぇいしぃそう けん

研」から「一般社団法人ＪＣ総研」に変更しました。

研究所の預金口座名義も下記のとおり変更となりましたの
で、よろしくお願いいたします。
なお、当分の間（１年間程度）は旧団体名でも振り込め

2．役員体制の変更

るように手続きをしております。

2013年４月１日より、役員体制が昨年度末までの理事17
名・監事３名から、理事13名・監事３名体制に変更すると
ともに、
「代表理事 」および「業務執行理事 」が定められ

預金口座名義：一般社団法人ＪＣ総研
よ

み：シャ）ジェイシィソウケン

※銀行間の統一ルールに従い、
ふりがな
（よみかた）
は今までどおりです。

ました。

３号会員加入のお願い


会長、非常勤）
代 表 理 事 会 長 萬歳 章（ＪＡ全中

代表理事理事長 土屋 博（元ＪＡ全中、常勤）

専 務 理 事 越智 正也（元農林中央金庫、常勤）
（業務執行理事）

９団体 ）
、２号会員（都道府県農協中央会およびＪＦ

常 務 理 事 近野 俊幸（ＪＡ全農、常勤）
（業務執行理事）

号以外でこの研究所の目的に賛同する法人、ＪＡ、県

理


常務理事、非常勤）
事 谷口 肇（ＪＡ全中

理


代表理事専務、非常勤）
事 吉永 正信（ＪＡ全農
（ＪＡ共済連 常務理事、非常勤）
元次

理

事 島崎

理

（農林中央金庫 専務理事、非常勤）
事 鳥井 一美

理

事 日向 志郎（日本農業新聞 代表取締役社長、非常勤）

理


代表理事専務、非常勤）
事 柳楽 節雄（家の光協会

理

（日本生協連 専務理事、非常勤）
事 芳賀 唯史

理
事 松岡 公明（ＪＡ全中、理事兼務職員）
（業務執行理事）
理
事 水卜
（業務執行理事）
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当研究所の会員は１号会員（ＪＡグループ全国機関

祐之（ＪＡ共済連、理事兼務職員）
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全漁連・全森連・日本生協連 ）
、３号会員（１号・２
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
います。

担当部署：企画総務部

TEL：03-6280-7200（代表） FAX：03-3268-8761

【企画総務】
「一般社団法人ＪＣ総研」へと改称しました

５
しゃれ

月某日、東京駅、東北・上越新幹 線のホーム。おそろいの
制 服に、紫 陽 花の花 飾りをあしらったハンチング 帽という

洒落たいでたちの一団が、あちらこちらで忙しそうに動き回ってい
る。彼らが今、テレビや週刊誌など、あらゆるメディアで注目を
集めている、新幹線の車両清掃会社、通称「テッセイ」の「新幹
線お掃除の天使たち」だ。
かつて必ずしも評判がいいとはいえなかった「普通の清掃会社」

え
り

が わ

『新幹線お掃除の天使たち
「世界一の現場力」は
どう生まれたか？』
遠藤功＝著
あさ出版（2012年8月）

すい ぜ ん

が入線するよ」と鉄道ファンなら垂涎ものの情報を教えてくれた。

今 村さんが「新 型 車 両は何 時に入 線かな？ ねえ、 誰か知らな

い？」と周 囲に声を掛けると、あっという間に六 人のメンバーが

集まってきて、競うようにして入線時間を調べてくれた。

スーパーこまちを待っていると、今度はスタンバイをしていた別

の男 性が、
「ぜひ清 掃しているところを見ていってください」と、

現場のチーフに掛け合ってくれ、なんと私は車 両内に入って清掃

風 景を見せていただけることになった。男 性は、ゴミ集め、シー

トカバーの交換と、車内を走り回るようにして清掃を進めていく。

一つ一つの作業内容を私に説明しながらも、手はてきぱきと機械の

ように動いている。真 剣そのものだが、とても楽しそうに作 業を

していることが印 象 的だ。そして清 掃が終わって車 外に出ると、

「これ、記念に」と、男性はテッセイのオリジナルシールを手渡し

てくださった。私は涙がこぼれそうになった。

清 掃という、決してきれいではない仕 事だ。私たちの目には触

れないところでの苦 労はすさまじい。汚れたトイレにビニール手

袋をしただけの両手を突っ込み、汚物を取り除くことなど日常茶

飯事だ。しかし彼らはプロである。
「きれいなトイレは、お客さま

へのなによりの『おもてなし』
」だと、いっそう力を込めて、トイ

レをぴかぴかに清掃するという。

テッセイはどのようにして、このような、世界一といわれる「現

場 力」を身に付けたのか。
「仕 事とは何か」
「よい会 社とは何か」

そして「真の現 場 主義とは何か」を考えるたくさんのヒントが、

本書には詰まっている。私はテッセイのほんの一部に触れただけに

すぎないけれど、本で読んだそのものの、チームワークとホスピ

タリティーを、現場で生き生きと活躍するテッセイのメンバーか
ら感じとることができた。

だから皆さん、もし東 京 駅に行くことがあったら、ぜひ彼らの

働きぶりに注目してほしい。きっと元気がもらえるから。
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【この本が好き】東京駅で元気をもらおう

理恵
J Ｃ総研 基礎研究部 主任研究員●小川
お

テッセイが、最 強のチームワークで「おもてなしの会社」へと進
化していった軌 跡と、 その成 長の過 程で生まれた心 温まるエ ピ
ソードを紹介した本書。私は読み終えてすぐに、テッセイの活躍
の場、東 京 駅へと向かっていた。どうしても本 物の「天 使たち」
に会いたくなったからだ。
ホームでのテッセイの仕事は、旅から帰ってきた新幹 線を出迎
えることから始まる。メンバーたちはホームに一列に並び、入線す
る列車に向かってまずは一礼。そして下りてくる乗客の一人一人に
「お疲れさまでした、ゴミをこちらにどうぞ」と声を掛けていく。
全員の降車を確認すると、今度は一斉に車 両に乗り込み、あっと
いう間に清掃を済ませる。その間たったの七分。清掃が終わると、
ホームで待っていた乗 客に「お待たせいたしました」と丁 寧にあ
いさつをして、次の持ち場へと移 動していく。その完 璧な仕 事ぶ
りと礼儀正しさは見ていて本当に気持ちがいい。
私は作 業が一段 落したころを見 計らって、近くに待 機していた
女 性に声を掛けてみた。
「私、この本を読み、 感 激して来たんで
す」と伝えると、彼女は相好を崩し「ありがとう。実は私、その
本に登 場しているのよ」という驚きの答えが……。その方は今 村
直 子さんといって、偶 然にも私が本 書のなかで一番 感 動したエピ
ソードの書き手だったのだ。
「あなたはどんな仕事をしているの？
大 変だと思うけど、がんばってね！」今 村さんはそう言って私の
背中をぽんっとたたき、
「もうすぐ新型車両の『スーパーこまち』

テッセイのオリジナルシー ルを頂き感激！

東京駅で
元気をもらおう

株式会社ビジネスラポール
す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

誰もが明るく、 活気のある職場

頼が増し、絆が強くなるような、職

とです。そして、適切に対応すると、

で働きたい！ と願っています。自

場でのより良い人間関係づくりのポ

お互いの信頼関係も増し、 仕事へ

然にやる気が出て、より良く実力発

イントを確認しましょう。

の関心を、より高めることができま

揮ができ、認められたいと思ってい

す。

ます。 そのために重要なのは、 通

1． 部下の疑問に常に応える姿

確認ポイント

勤に便利だとか、 設備が整ってい

勢と、 仕事の進捗のやりとりを

●相手との会話の回数に比例して

るとか、 物理的な条件の良さだけ

すると、部下は仕事への意欲が

人間関係は深まり、信頼が増す

ではないのです。

高まる

さらに、 私たちの行動は、
「賞罰

上司と部下の間がなんとなくギク

●小さな仕事においても協力する
回数によって、信頼が増す

によってコントロールされるよりも、

シャクしている、しっくりこない、

自分の個性と、共に働く仲間によっ

という場合、
「最近の若者は個人主

2．さわやかに部下のミスを受け

てつくり出される環境に、より大き

義だ」と結論づけるのは簡単です。

入れてやると、責任感が高まる

な影響を受ける」 と行動科学が証

しかし、人間関係は、まず質より量。

明しています。共に働く人々と築き

より多く「ホウレンソウ（報告・ 連

切に対応し、 処理できることが重

上げた環境から醸し出される文化

絡・相談）
」が効果的に機能してい

要です。 失敗した問題の重要度、

と、 一人一人の個性を認め合い、

るか、確認することです。

緊急度によって上司の携わり方も変

仕事の失敗は担当者レベルで適

実力発揮ができるように努力や協

常に報告は上がってきているか

力を歓迎する雰囲気があれば、 意

らと安心するのは、早計かもしれま

そして、 現場では、 失敗を隠さ

欲的な職場になるのです。

せん。コミュニケーションは双方向

ず自分勝手に対処せず、 チ ー ムと

つまり、 職員のやる気を生み出

のものです。 誤解や錯覚は、 どち

して関わることが求められます。た

すことには、
「職場の人間関係」が

らが悪いのでもなく、お互いが相手

だ、いつも怒鳴られたり、プライド

大きな影響力を持っているのです。

と伝え合っていないのです。言った

が傷つけられていると自己判断や自

経営者層と職員、 上司と部下、

つもり、言いっぱなしのままのケー

己処理に走りがちです。ミスを受け

スがほとんどです。

止めてくれる寛容さがあるかどうか

先輩や同僚同士がお互いに認め合

62

《プロフィール》

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

『上司がつくり出す
職場のより良い人間関係』

わってきます。

い、 支え合える信頼関係ができて

どの職員にも、なんでも質問する

によって、チームの人間関係の善し

いれば、 どんなに厳しい仕事状況

姿勢を歓迎しましょう。どんな小さ

あしが決まり、チーム全体で切り抜

でも、それを乗り越える力を生み出

なことでも疑問点を残さないように

ける姿勢となり結果に反映するので

すことができるのです。お互いの信

話しやすい雰囲気をつくっておくこ

す。
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【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】上司がつくり出す職場のより良い人間関係

行動科学理論
私たちの行動は、
その個性と環境に相関性を持っている。
「賞罰によってコントロールされるよりも、
その人の個性と、
共に生きる人々によってつくり出される環境に、
より大きな影響を受ける」

B ＝

ƒ P・E ） ＞ （ p・p ）
（

Ｂ：Ｂehavior（行動）

Ｅ：Ｅnvironment（環境）

Ｐ：Ｐersonality（個性）

ｐ：prize（賞） ｐ：punishment（罰）

失敗したことを怒るより、原因を

の存在となります。また、職員の誰

確認ポイント

明確にし、再発防止策を与えること

もが上司を目標として目指すように

●自分の考えを仕事に取り入れら

によって十分反省させ、 次に期待

なります。ただの自慢や自己満足に

しているという姿勢を見せるのです。

ならないように、教育的意味をあな

そうすれば、責任感を高めることが

たは忘れてはいけません。

確認ポイント
●相手への気配りをさり気なく伝
える雰囲気があると、自然に打
ち解け合える
●仕事の失敗は何度でも、また、

●小さな可能性を繰り返し実行す
ると、大きな可能性へ挑戦できる

確認ポイント

でき、 お互いの絆が深まり課題達
成に向かうのです。

れたとき、やる気が湧く

●素直に喜びを表現し、悲しみ苦

5． 過去の部下の仕事の成功事

しみを克服する姿を見せると、

例を話題にすると、 自然に自信

信頼が増す

が湧いてくる
き ぜん

●けじめのある毅然とした姿を見

成功したときには成果と努力を十

せることで、信頼が増し、一体

分に褒めることです。上司に認めら

感が生まれる

れた事実から仕事の実力が向上し
た確信的な自信になります。また、

仕事の弱音は1回は許されるこ
とを伝えると、相手と打ち解け

4． 断定語の繰り返しに、 意欲

たまたま成功したのではなく、これ

合える

が確信される

が成功の要因だったのか、 という

部下の仕事全体は未熟でも、 部

「プラス分析」を一緒にすることが、

3． 個人の信念や発想は言葉よ

分部分がきっちりできている場合に

自信に加えて仕事に対する意欲や

り行動で示すと、 敬意と信頼が

は、１つ１つ認めることです。
「それ

新しい仕事に挑戦する勇気を与え

培われていく

でよし」
「ここは完璧だ」 と断定さ

ることになります。

上司がいろいろ講釈してもうるさ

れると、また次も頑張って認めても

確認ポイント

がられるだけです。実践行動で「さ

らいたい、 という気持ちが課題達

●小さな成功を認めてもらうと

すが」と思われるように率先する姿

成への強固な意欲になります。 何

を見せることです。そうするだけで、

よりも、仕事ぶりを丁寧に見てもら

●
「また一緒に仕事ができる」を

成功や失敗の成果とは関係なく自

えているという気持ちが支えになる

繰り返されるとき、やる気が確

然と尊敬の気持ちが芽生え、 憧れ

のです。

信できる

き、やる気が確信できる

【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】上司がつくり出す職場のより良い人間関係
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の５分の１を占める主力商品。シ ー ズンになると、

元気な農産物直売所紹介

毎回、１人で５万～６万円分も購入する県外リピー

ＪＡおきなわ食菜館
「菜々色畑」

ターもいるのだとか。
「菜々色畑 」では、県外の農
産物直売所から野菜や果物、 加工品の注文を受け
る一方、地域にない野菜、果物、米、加工品などは
発注し、お互いに販売し合っています。
「菜々色畑」のスタッフは20人中、15人が女性で、
出荷者も総数440人中、約200人が女性。観光客に

沖縄県

よる利用、 県外発送の需要が大きく、 主力のマン
ゴーをはじめ商品に関する丁寧な説明、行き届いた
品質管理など、女性ならではの細やかな気配りがな
豊見城市

那覇市

ＪＣ総研
基礎研究部 主任研究員
こおり や ま

ま さ

ふ み

郡山 雅史

されています。
また、店内に併設されたＪＡ女性部有志運営によ
わら わ さ

る食堂「笑輪咲（｢面白い人」の意味）
」も「菜々色畑」
の大きな魅力となっています。
「沖縄そば」
「チャン

女性スタッフ、女性出荷者を中心に運営されてい

プルー」
「ポーク玉子」など、沖縄の定番メニュー

る元気な農産物直売所、ＪＡおきなわ食菜館「菜々

に、豊見城市長が考案した「オムタコ丼」も加わり

色畑」を紹介します。

大好評。食堂「笑輪咲」で出される食べ物は、
「菜々

な

な

い ろ ばたけ

現在、県内９カ所でファーマーズマーケットを展

色畑」に出荷者が並べる農産物やお総菜と同様、委

開するＪＡおきなわ。2008年12月、沖縄県（本島）

託販売となっています。売れれば、売れただけ「笑

南部、 那覇市に隣接する豊見城市に食菜館「菜々

輪咲」の手取りが増える仕組みとなっており、
「女性

色畑」をオープンしました。

企業家」を自負する「笑輪咲」メンバーは、やりが

と

み ぐすく

「菜々色畑」は那覇空港から車で15分、県道331

いを高めています。

号線沿いにある「道の駅豊崎」の一角に立地してい

地域の出荷者の委託販売を軸に、県内外との取引

ます。施設面積は約400㎡（オープン時は約333

で品揃えを強化。さらには「笑輪咲」との連携で、

㎡）
。小規模な売り場ですが、トマト、ホウレンソウ、

独自色を強める「菜々色畑 」
。女性スタッフ、女性

カブ、チンゲンサイ、セロリ、マンゴーなど、多彩

出荷者を中心に、多彩な品揃えで、販路を工夫し、

な品揃えとなっています。特にマンゴーは売り上げ

小さいながらも大きな展開を図っています。

【写真】ＪＡおきなわ食菜館「菜々色畑」の外観

【写真】大城三千代（おおしろみちよ）店長（左）
とスタッフの銘苅静香（めかるしずか）さん
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【元気な農産物直売所紹介】ＪＡおきなわ食菜館「菜々色畑」

【写真】店内に併設された食堂「笑輪咲」

４月１日付で基礎研究部に異動になりました郡山と申します。本号より、編集クルーに加わりました。今回、参加
し、多少知っているつもりだった「編集」という作業が、予想以上に専門的なものであることを知らされました。
データと文章の照合も入念で、集中力、持続力に乏しい自分に果たしてこうした作業が務まるか、冷や汗ものでし
た。編集部より、新聞記者などが使う『記者ハンドブック』
（共同通信社）という用字用語集も用意していただきまし
た。原稿を書く際、文の表記をどうするか、あいまいな部分について、
「こうしなさい」という回答が用意されていま
す。例えば、しばしば使う「等」
（本文上記でも使用、下線部）については「など」と、ひらがなで表記するのか？
「等」と漢字で表記するのか？ 雰囲気で使ってきた自分に対し、
『記者ハンドブック』では『
（等）→など』と、ひら
がなで表記するよう明確に示されています（※法令用語においては、漢字の「等」を使用するそうです）
。また、編
集業界では、このように漢字でなく、ひらがなにすることを“ひらく”と呼ぶそうです。仕事として文章を書くこと数
十年。初めて、こうしたルールの存在を知ったのでした。まだ、入り口に触れただけですが、私にとって新しい世界
が広がります。と、まあ、このように頼りない私ですが、フレッシュな気持ちで前向きに努力したいと思いますの
（基礎研究部 主任研究員 郡山雅史）

で、今後ともよろしくお願いいたします。

この１年というもの『ＪＣ総研レポート』編集部はメンバーの入れ替えが激しい。昨年の前部長に始まり、今年の
春には後任のマネージャーも異動となった。全国連からの出向者にご協力を仰いでいるわが研究所の宿命だとはいう
ものの、そもそも２人体制で動いている編集部において、腰を据えて作業に専念するのが難しい状況であった。本欄
でも折にふれ編集部体制の変更についてお知らせしてきたような気がする。しかし、この春に新たなメンバーが加わ
ることとなり、これでやっと体制を立て直せるとほっとしている。
変化は苦労も伴う。しかし、ルーチンワークで編集を行っていれば、おのずと面白味に欠けた凡庸な仕上がりと
なってしまう、という一面もあるかもしれない。変化の波にうまく乗り（このフレーズも幾度か使用している）
、脱皮
を繰り返しながら、読者の皆さんの心に残る機関誌の作製を心掛けたい、と覚悟も新たにしたところである。
今号は、そのような状況のなかでスタートした編集作業であった。東京大
学大学院の中嶋康博教授による巻頭論説では、
「食」の歴史的変遷をたどり
つつ、
「絶対的な必需品」と「高度に選択的な財」という食の持つ２面性の
観点から、農業と農業政策の今後の展望を述べていただいた。論考のすば
らしさはもちろんのことであるが、編集体制が整わず不安を抱えるなかで、
半ば泣きつくかのようにご執筆をお願いしたところ、ご多忙にもかかわらず
快くお引き受けくださった中嶋先生に、心より感謝申し上げたい。


（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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