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最近、
「見える化 」 でなく、
「見えな

の情報開示、 説明責任はまったくもっ

﹁見えない化﹂と民主主義の危機

い化」が目立つ。以下の３つの案件は
まさに民主主義に逆行するもので、 国
民の不信・不安が増幅している。
１つは、TPP交渉である。異例の「守
秘義務」
「秘密交渉」で、農業はもとよ
り国民生活、地域社会に大きな影響を
及ぼす交渉なのに、なんら情報開示も
なく、民主主義の「み」の字もない。こ
のままでは、 国会内でさえも情報がな
いなかでの判断を迫られる危険性が高
い。また、対外交渉で手の内は見せら
れないとはいえ、政府の交渉への基本
方針に関する説明責任もなく、 民主主
義国家として極めて異常事態である。
２つ目は、東京電力福島第一原子力
発電所のタンクから高濃度放射能汚染
水が漏れている問題である。原子力規
制委員会は国際的な尺度で「レベル３」
の「重大な異常事象」との見解を示し

て不十分である。
そして、メディアの劣化。
「される側
の論理」に基づく問題の掘り下げ、争
点化による国民的な熟慮と熟議のリード
役というミッションが低下、政府発表の
垂れ流し、偏向報道がますます強くなっ
ている。TPPの本質は「１％（富裕層）
対99％（貧困層）
」の問題であるのに、
「１
彼らのエリート意識の所為なのか、
％」側に立っているように思えてならな
い。
『ルポ 貧困大国アメリカ 』
（岩波
新書1112）
、
『ルポ 貧困大国アメリカ
Ⅱ』
（同1225）
、
『㈱貧困大国アメリカ』
（同1430） の３冊のなかで、 医療など
極端な民営化と新自由主義による貧
困・経済難民問題、規制緩和と寡占化
で巨大化したアグリビジネスの政治の
買い込み、
「株式会社奴隷農場」など、
倫理を忘れ、 ひたすら自由を追求して

た。漏れた原因さえも分かっていない。

きたアメリカの行き着いた闇の部分をあ

タンクの点検記録もなく、管理のずさん

ぶり出して、 追随する日本への警鐘を

さが明らかになった。汚染水の抜本的

鳴らし続ける、ジャーナリスト堤未果さ

解決策も見えないまま、
「海への流出も

んの爪の垢でも煎じて飲めとでも言い

否定できない」と東電の説明責任もあ

たくなる。

やふやなまま。漁業の試験操業も延期

刹那、刹那のムードのなかで、政治

となり、漁民、漁協の怒り、不信は極

的な緊張感もなく、 国民的な熟議もな

まっている。 原発事故は収束していな

く、なし崩し的に物事が進められていく

い。 土のうを積んで防水対策するなん

危険性が広がっている。そんななか、

て、そんな技術レベルで、再稼働申請

小泉改革で幅を利かせた新自由主義の

など言語道断である。

権化たちが復権、アベノミクスに口を出

３つ目は、 消費税増税問題である。

している。厚顔無恥にはあきれる。
「危

安倍首相はこの秋には消費税増税の最

機が起きるまで、危機は生じない」……

終判断をするというが、タイミングとし

いやいや、そんなことはない。 民主主

ての経済指標だけが先行議論され、肝

義の危機に直面しているではないか。

心要の社会保障の改革シナリオや将来
像が見えない。また増税の「副作用」
、
そのための政策対応まで含めて、政府

ＪＣ総研
理事

ま つ お か

こ う め い

松岡 公明

「見える化」
「情報の共有化」
「共に考え
る化」して、民主主義の本来の姿を取
り戻さなければならない。

【巻頭言】
「見えない化」
と民主主義の危機
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巻 頭 論 説

今あらためて︑
食農教育を
進めるために

1．はじめに

――食農教育の必要性を感じる理由
「食育基本法」が2005年の６月に公布されて８年が
たった。栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣
病の増加、食の海外への依存、伝統的な食文化の危機、
食の安全の崩壊などを解決するキーワードとして登場
した「食育」
。
内閣府の2012年12月の「食育に関する意識調査 」
で、 食育に関心を持っている国民の割合は増えた
（74.2％）という結果が発表された。一方で「食生活
への関心度」の調査結果では、食品の安全性に関する
ことには大いに関心があるが、食料自給率や、生産者
との交流への関心はあまり高くないという国民の姿が
浮かび上がっている（図）
。
食育が知られるようになって、メタボリックシンド
ロームや食品の栄養や機能性などの健康の問題に関心
が高まった。しかし、食育基本計画の項目の１つであ
る、食料自給率の向上に取り組んだり、農業の多面的
機能の大切さを知ろうとしたりする人は、 むしろ減っ
ている気がしてならない。
食育基本法の「基本理念」のなかには、
「伝統的な
食文化、 環境と調和した生産等への配意及び農山漁
村の活性化と食料自給率の向上への貢献」と書かれた
項目があるが、多くの関係機関は成人には栄養や健康

も り

点を置いて推進してきた。その結果、農業・農村の大

く

森 久美子

の指導、子どもたちには正しい食生活習慣の習得に重

いように私には見える。

切さを知ってもらう「食農教育 」の比重はかなり小さ

み

食育基本法が出来たころ、 小中学校では総合的学

こ

習の授業で食育が盛んに行われていて、 学校栄養教

作家

諭による栄養や正しい食生活を知る授業だけでなく、
学校教育の一部として平等に農業・ 農村体験をする
「食農教育」も増えていた。しかし現在は、ゆとり教育
の廃止により、 総合的学習の時間は授業時数が3割も
減っている。準備に時間がかかったり、校内でできな
いことから遠隔地に移動する時間と費用を要するため
に、農業・農村体験のカリキュラムは中止せざるを得
なくなった学校が多い。農業体験により、収穫までの

2
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プロセスに必要なことを、 順序立てて考える力を身に

ならではの言葉を持って誠実に生きていた祖母のよう

付ける機会が減ったのは、非常に残念なことだ。

な人を描きたいと真っ先に思った。農業という生産手

今回は、私自身が農業の大切さを強く感じてこれま

段を持たない都市生活者の私は、原野を切り拓いてき

で歩んできた思いをもとに、
「食育」のなかでも子ども

た先人たちへの敬意を忘れず、その地で作られた農産

たちが農業・農村を体験することで食の大事さを学ぶ

物を食べて支えることによって、 後世に緑豊かな農

「食農教育」がなぜ大事かを著し、今後の「食農教育」

業・農村を残す義務がある。

の可能性について示していきたい。学校での体験機会

執筆に当たって多くの資料を読むうちに私は、先人

の減少を踏まえ、ＪＡの手で新たな食農教育を進めて

たちが苦労して開墾し、農家の方々が努力を惜しまず、

いくヒントの１つと考えていただけたらありがたく思う。

日々手を入れて維持管理した上で農作物の生命を育て
ているからこそ、豊かで美しい農地・農村が築き上げ

2．作家になったきっかけと農業への思い

られたことを学んだ。

1995年に朝日新聞社主催の「らいらっく文学賞」に

に講演をしたり、農林水産省、北海道、各地の自治体

入賞した小説は、北海道の開拓時代の農村を舞台に、

などで農業や食料の問題を検討する委員を務める機会

貧しくても健気に生きる少女を描いたものだった。 主

が増えていった。子どもを持つ母親としての視点を交

人公は、開拓農家の出身で、学校に通えず、読み書き

えながら、食料の安定供給と食の安全、食料自給率の

ができなかった私の母方の祖母をモデルにした。学校

向上に向けて、 国民は何をするべきかを考えようと、

で教科書から習うのとは違う、 地を這うようにして開

著作やラジオ番組や講演活動でも発信してきた。

作家として、農業・農村の大切さを書いているうち

墾をして生きてきた人だからこそ言える言葉を、祖母

食のグロー バル化、 料理せずに簡便な出来合いの

は持っていた。孫の私が悪いことをすると、
「お天道様

総菜や食品で食事を済ます人はさらに多くなっている

に見られても恥ずかしくないように生きなければなら

食生活の現状は、数字にはっきり表れている。しかし、

ないんだよ」と諭してくれたことが忘れられない。

家庭の食生活はよそからは見えないので、仮に乱れや

大人になって、文筆を仕事にすると決めた時、農家

偏りがあったとしても、 是正するきっかけが見つから

【図】食生活への関心度
関心がない
（小計） わからない

関心がある
（小計）

（該当者数）

①子ども達の心身の健全な
発育のための食生活
②生活習慣病の予防や健
康づくりのための食生活
③消費者と生産者の交流
④食にまつわる地域の文化
や伝統に関すること
⑤食料自給率に関すること
⑥食べ残しや食品廃棄に
関すること

どちらかといえば
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出典：内 閣 府 『食 育に関する意 識 調 査 報 告 書 』（ 2 0 1 3 年５月）
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ないのだろう。カロリーの多くを油脂や肉類で摂取し

行動に驚いた。首を切られたニワトリを、立ち尽くし、

ている現代の食生活は、米飯を中心とした和食の素晴

泣きながら見ていた。 白い羽毛と血のコントラストが

らしさを忘れてしまっているかのようだ。

あまりにも鮮烈で、もう一生鶏肉は食べないと心に

中国製ギョーザによる食中毒事件のように、食の安

誓った。

全・安心が揺らぐ問題に直面したときにやっと、国民

ところが、その晩、鶏の出汁のおいしい匂いが漂っ

は食料の60％を他国に依存している日本の食料事情に

てくると、食欲がそそられて、恐る恐る鶏肉に箸を伸

ついて考え、一時的に食の安全・安心への意識が高ま

ばして口に運んだ。鶏肉は喉を通り、何ごともなかっ

る。けれども、国内で生産されたものを日ごろから食

たようにお腹の中に収まってしまった。 追い掛けて遊

べていなければ、有事のときに食料がないかもしれな

んだニワトリを、 食べることができたのだ。 人は他の

いという、 逼迫した危機感を持つには至らないように

生命をもらって生きている、子どもながらにそのことに

見える。

気付き、また涙がこぼれた。どうしようもないその現

食は本来、 風土と共にあるものだ。
「風土 」とは、
気候や文化だけでなく、地域の人の気質＝「心」が含

実を、10歳の夏に知ることができた私は、とても幸せ
だと思う。

まれている。安い方がいいという価値観で、外国で大

「いただきます」の意味②
4．

量生産された工業製品のような食品を食べていると、
自国の食文化を失うかもしれないだけでなく、 食料自
給率はさらに下がり、日本の農業は衰退し、国土の保
全もできなくなると率直に伝える必要がある。

食事のたびに言う「いただきます」は、礼儀のよう
な、 挨拶のような感覚で言っている人が多いと思う。

「農業」という、人の営みに込められた「心」を感じ

偶然ＪＲのなかで隣り合わせた外国の女性に、 私は

取る力を子どもたちが備えることができるようにする

「いただきます」という言葉の大切さをあらためて教え
られたことがある。そのエピソードを紹介させていた

教育が、
「食農教育」だ。

だきたい。

「いただきます」の意味①
3．

る時で、ページをめくる彼女の指を隣席からドキドキ

私にとっての食の原点を顧みると、小学校時代の夏

しながら見ていた。 指の動きが止まり、 拙文をじっと

休みの出来事が大きく影響していることに気付く。 札

読んでくれているのが分かってうれしくなり、 恥ずか

幌市内のサラリーマン家庭で育った私は、毎年夏休み

しかったが、読み終わるのを待って、
「書いているのは

の数日間を、北海道の空知地方という水田地帯にある

私です」と名乗った。そんな行為をしたのは後にも先

母の叔父の農家で過ごした。公園で普段遊んでいるブ

にもその１度だけだ。

ランコや滑り台などの遊具がなくたって、 走り回って

その女性は、中国から来ていて、日本の大学で中国

いるだけで楽しかった。汗をかき、髪が額や首にへば

語の講師をしていると、流暢な日本語で自己紹介して

りついても、 畦にたたずんで青々とした稲が風にそよ

くれた。中国の東北部（旧満州）に生まれ育った彼女

ぐ風景を見ていると、爽やかな気持ちになれた。

は、小学校に入学して初めて、昼食のときに「いただ

10歳の夏、ニワトリを追い掛けて遊んでいたら、叔
父さんがそのなかの１羽を捕まえて言った。
「鍋にして食べさせてやるよ」

4

ちょうど私がＪＲの車内誌にエッセイを連載してい

きます」と言っているのは自分１人だと気付いたという。
うちに帰ってお父さんに尋ねると、
「動物や植物の命を
いただいて食べることに感謝する言葉は中国にはない

精一杯のごちそうをしようと思ってくれたのだろう。

から、日本語で言っているんだよ」と答えたという。

しかし私は、お鍋を食べることと、ニワトリをしめるこ

中国では料理を作ってくれた人、例えばお母さんや調

とがまったく結び付いていなかったから、 叔父さんの

理師に「ありがとう」という意味の言葉を交わして食
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事を始めるが、日本語のニュアンスとは別なのだそう
だ。

を１口食べて次男は不満そうに言った。
「お母さん、キュウリが『お料理して』って言う声が、

「
『いただきます』と言って、家畜や野菜の命、それ
を作った人にも感謝する。こんな美しい言葉がある国
のことを学びたいと思って来日したのです」

聞こえなかったの？」
私は面食らってしまった。
「キュウリの声」ってなん
だろう。材料のキュウリが買ってから数日たったもの

外国の人に、美しいと言われる言葉なのに、みんな

だと、なぜ彼に分かったのか不思議だった。初めても

あまり大切にしていなくなっているように思い、日本人

らった2000円のアルバイト代を誇らしげに見せてくれ

の１人として恥ずかしくなってしまった。そういえば、

た後、やっと次男は話し始めた。

イギリス生まれで日本在住の作家C・W・ニコル氏が、

彼の仕事は、４匹いる犬の散歩、お膳立てとお茶わ

英語にも「いただきます」という言葉はないと書かれ

ん洗い、お風呂掃除。野菜を畑やハウスから取ってく

ているのを読んだことがあった。

る手伝いもしたという。

いつも「いただきます」を意識しながら、食と農業

「キュウリをもぎに行くとき、おじさんに言われたん

について考えるようになっていた2004年、敬老の日に、

だ。
『わたしをもいで』って言っているのを見つけなさ

60歳から90歳までの男女300人を対象とした「孫の代

いって。でもぼくは、キュウリに耳を近付けても声が

まで残したい言葉」というアンケート結果が発表され

聞こえなかった。そして、まだもいだらダメなのを取っ

て、 第１位が「いただきます」 だったことに、すごく

てしまって、
『修業が足りないから、来年もまた来なさ

驚きがあった。 孫の代まで残したいとあらためて思う

い』って、おじさんに言われたよ」

のは、すでに失われつつあるからではないだろうか。
現代の子どもたちが「いただきます」をどう捉えて
いるのかは、次回以降に紹介していきたいと思ってい
る。

そして彼はこう付け加えた。
「農家の人ってすごいよね。 野菜の声が聞こえるん
だよ！」
子どもにも分かる言葉で、農作物の生命の声を感じ
取ることの大切さを教えてくださった農家の方に頭が

5．農家の人の素晴らしさ

下がる。こんな経験の１つ１つが、きっと子どもたちに
「いただきます」の意味を分からせてくれるはずだ。子

私の子どもたちにも、
「いただきます」の意味が分か

どもたちが農業体験のなかで感じたことを、どれだけ

るような経験をしてほしいと思いながら子育てをして

自分のこととして捉えられるかは、 教えてくれる農家

きた。ある年の夏休み、当時小学校５年生だった次男

の方々の表現力によるところも大きいように思う。

を知り合いの農家民宿に１人で行かせる機会ができた。

農作業を見せてもらったり体験させてもらったりす

何度かその民宿に次男を連れて行ったことがあって、

るだけでなく、土づくりから収穫するまでのプロセスと

「夏休みになったら１人で働きにおいで」とおじさんに

ストーリーを、作物を手にして直接話してもらえたら、

どんな手伝いをしたか、何をして遊んだかを聞き出そ
うとしたのだが、なかなか話してくれない。 初めての
経験がたくさんあったはずなのに、 知ったり感じたり
したことをすぐに言葉にするのは、子どもにとって難し
いのだろうかと思いやりながら様子を見ていた。 やっ
と口をきいたのは夕食の時だった。キュウリのサラダ
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︻写真 ︼森久美子著﹃
﹁食育 ﹂実践記 きゅ

１週間の滞在を終えてお昼すぎに帰宅した次男から、

う りの声を聞いて ごら ん ﹄ 家の光協会︑

たのだった。

2005年

言われた彼は、親の心配をよそにアルバイトに出掛け
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都市から訪れた大人も子どももよりよく理解できて、
農業の大切さに気付くだろう。そして同時に、私たち
には聞こえない作物の声を聞き取る農家の方々の素晴
らしさに、あらためて敬意と感謝を抱くことができる。
厳しい農作業のスケジュールのなかで、体験を望む
者たちを受け入れるのは、大変なご苦労があると思う。
しかし、現代の子どもたちの生命に対する思いやりの
なさや生きる意欲の希薄さは、家庭の力だけではどう
しようもないところまできている。次代を担う子どもた
ちの食農教育に、農家の方々のお力を貸していただき
農業・農村を考える契機となっていたのだろう。東京

たいと願っている。

に住んでいる時、実家からよく北海道の名産品が送ら

6．農地からもらうエネルギー
文学賞に入賞した小説が農村を舞台にしていたとい
うことと、その後すぐに始まった２人の息子とのやりと

れてきた。秋にはジャガイモやタマネギ。友人にお裾
分けすると、みんな必ず喜んでくれた。決まって言っ
てくれるセリフは「北海道の○○はおいしい」
。
「北海
道」が１つのブランドだと知った。

りを題材にした朝日新聞のエッセイの連載が好評で、

「広大な大地 」と「青い空 」という美しく澄んだイ

農業と食と子育てをからめて書いたり講演したりと

メージがブランドを支えている。農作物の味の前に、

いった仕事が増えていった。農業の大切さを伝える対

「農地」と「空気」が最大の付加価値になっている。

談番組をやってほしいという話があったのは1999年。

もちろんブランドが独り歩きしているわけではなく、寒

書くときも話すときも、 いつも風景を思い浮かべなが

冷地ゆえの、農薬の少なさや、厳しい気候が与える栄

ら表現するように心掛けている私は、番組を企画立案

養価の高さがあり、農家の方々の努力があってのこと

するときに、２つの風景を目に浮かべていた。

だ。北海道の人が「田舎くさい」とコンプレックスを

実家は北海道大学の農場の西側にあり、子どものこ

持つような農地・農村に、都会の人は憧れを持ってい

ろ、夏になるとぐんぐん大きくなるデントコーンの畑で、

る。北海道を離れて生活したことで、その良さを新鮮

かくれんぼして遊び、コーンの葉が風にそよぐ音を聞

な気持ちで認められた。そして、私は北海道で、自分

いていた。札幌の中心部にいるのに、畑地の縮小版の

にとって心地よい風景を見て生活したいと渇望するよ

ような風景があり、有名なポプラ並木もよく見えた。

うになった。

もう１つの原風景は、空知地方の親戚の農家で過ご

農業・農村の素晴らしさを、都市に住む消費者が農

した夏休みの風景だ。 親戚のお兄ちゃんたちと駆け

家の方と同じように誇りに思い、 農家の方々に感謝の

回って遊んだ後、たらいの冷たい水の中に浮かんでい

気持ちを持って国産の農産物を食べて、農業を支えよ

るトマトやスイカを食べた。力強く照りつけるギラギラ

うとすることが、持続可能な農業を実現するための一

した太陽と田んぼの緑の鮮やかさ、カラッとした空気

番の方策ではないかと考えるようになっていった。 農

が心地よかった。今も私は、畑と田んぼ、どちらを思

村景観が精神に与えてくれている大きな力を感じ、そ

い浮かべても、まるでそこにいるかのように、 作物の

のありがたさ、大切さを伝えることをライフワークにし

生命が育つ生産圃場の持つ静かなエネルギーを感じ、

たいと思った。

心が癒やされていく。
さかのぼって考えてみると、20代半ばから10年近く
東京に暮らし、外から故郷・北海道を見つめた経験が、

6
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7．食農教育の大切さを教えてくれた、
ラジオ番組のゲストの熱い思い

①子どもの心と体は「食」がつくる――故・相馬暁氏
（当時、 北海道立中央農業試験場場長）

たお弁当を残してテーブルの上を片付けもしない子ど
もたちを、私は𠮟った。
「もったいないから食べなさい！」
「嫌だ。おいしくない」
子どもたちは、 おいしそうだと思うお弁当を選んで

1999年秋に始まったラジオ番組の第１回目のゲスト

買ってきたはずなのに、 それをまずいと言うのはなぜ

は、 相馬暁先生。当時北海道立中央農業試験場場長

なのだろうと考えた。あらためて今の自分の生活を振

で、 北海道のお米がおいしいと言われるようになった

り返らざるを得なくなったのだ。

初めての品種「きらら３９７」の開発に関わった品種

親が夕食時にいないから、台所に湯気が立つことも、

改良の研究者でもあったし、野菜に詳しく、NHKの全

食卓においしそうな匂いや団欒もない。笑顔も消える。

国放送の教育番組に出演して「野菜博士」として人気

子どもたちにそれを失わせてしまって初めて、普段何

があった。

げなく家族のために料理していたことに意味を見いだ

初回だったので、農業を取り巻く状況だけでなく、

せた。私は家族に愛情を込めて食事の支度をしたい。

食生活の大切さをお話しくださり、番組の方向性を示

その材料には、食べる人を思って作ってくれたのが分

唆された内容となった。当時、私が小学生と中学生の

かる農作物を手に入れて、それを料理したいと思った。

息子の子育て中だったのをご存じだったからなのだろ

人は毎日必ず食べ物を口にする。ラジオの聴取者に

うか、相馬先生は突然マイク越しに私の目を見ておっ

農業の大切さを伝えるためには、
「食」を切り口にする

しゃった。

のが一番の近道なのではないかと考えた。しかし、普

「森さん、 お母さんのご飯が、 健康な子どもの心と

段の食生活で、食事の時に「いただきます」と言う意
味は、動植物の生命をいただいて食べているからなの

体をつくるんですよ」
本当にそうですね……と答えながら、私は少し不満

だと意識することは少ない。 食の大切さを伝えること

に思った。多くの母親は、毎日ご飯を作り、勉強をす

で、ラジオを聞いてくださっている方にも一緒に生命

るように促し、 健全な精神を持つ大人になってくれる

の循環を意識してもらいたいと思った。

ようにしつけながら見守っているはずだ。 子どもが非
行に走ったり、学業成績が悪かったりしたら、いつも
母親のせいにされるのは息苦しい。日ごろちゃんとご

②都会の人は何を知らないか ―― ラジオ聴取者の
声から見えてきた都市生活者の意識

飯を作っているから、 わが家はきっと子どもがまっす

聴取者の反応には驚かされることが多かった。乳牛

ぐ育ってくれるのではないかという自負も多少あったと

であれば、生まれてすぐに雄も雌も牛乳が出ると思っ

思う。

ている人もいるし、 稲に花が咲くのを知らない人もい

実際は、放送を開始する少し前に家族が重い病気に

る。番組の感想がメールやFAXで送られてくる内容に、

なり、夜遅くまで病院で付き添いがある上に仕事が忙

これほど農産物のことを知らないものかと茫然とした

しく、 子どもたちの食事作りをおろそかにする日が続

というのが正直なところだ。

いていた。でも、短期間なら大丈夫だろうと楽観的に

コーヒー牛乳は、茶色の牛から出る牛乳ですか。白

考えていたので、 相馬先生の言葉が胸に刺さった。

米を土に埋めたら、お米の芽が出ますか。冗談ではな

買った総菜や弁当を与えて、食卓に温かいものが上が

いかと耳を疑うような質問さえ聴取者から寄せられる

らない日が2週間ほど続いた時、 子どもたちが情緒不

こともしばしばあり、 農業に正しい知識を持っていた

安定になって、けんかしたり、 学校をサボろうとした

だくためにも、 頑張って専門家と一緒に発信していこ

り、急に成績が下がったりと、目に見える変化が現れ

うと張り合いを持った。

て、手を抜いたつけが回ってきたのが分かった。買っ

地産地消、身土不二、スローフード、食育、安全・

【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために
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安心。今もキーワードとなる考え方が、ちょうど番組

ポートする機会もあり、なるべく風景を目に浮かべて

がスタートしたころからよく聞かれる言葉となってきた。

もらえるように話した。 春、 水が張られた田んぼには

食料自給率の視点から考えても、消費者がこれらの言

里山も空も雲も映っている。水が農地に安定的に供給

葉になじみを覚えてもらえるようにしたいと思った。そ

されていることによって、 景観がより濃い季節性を

こから食のグローバル化に伴う安全への不安や危機感

持っているのだと知り、身近な風景から得た感動を表

を持ってもらえれば、第一歩を踏み出せたことになる。

現することで聴取者に語り掛けることができたように

農村景観を「自然」にひとくくりしている人も多いと

思っている。

気付いた。北海道のなかで例えると、世界自然遺産に

回数を重ねるごとに、私のなかで大きな問題意識を

登録された知床も、農地も、
「自然 」
。これをきちんと

持つようになったのは、循環型農業の持つ意味だった。

別に考えてもらわなければ、農業が人の営みであるこ

循環、持続可能な農業とは、食料生産と同時に社会的

とを分かってもらえないと思い、ラジオ番組を続けて

共通資源としての土、水、空気などの環境を保全でき

いく上で必ず意識するようにしていた。

るものを指す。それが文化である風土を大切にするこ

人の手の入っていない、原生、野生という意味での

とにつながっている。 都市生活者はとかく農村と都市

自然（一次的自然）のなかに置かれると、人は時には

を分けて考えがちだが、農地・農村地域の環境の循環

恐怖を感じる。天候が荒れたり、野生動物に襲われた

と生態系が、 都市の生活に大きく関わっていることを

りしても、 守ってくれる場所はなく、 生命の危険さえ

伝えるためにも、食農教育が必要だと思った。

伴う。しかし、二次的・擬似的自然である農地は違う。
人の手が入り、維持管理されて農作物が作られ、秩序
が保たれている。耕されている土地が与えてくれるエ
ネルギーは、人の心を癒やしてくれるのだ。

③「農」に触れる４つの方法 ―― 故・藤本敏夫さん
千葉県・ 鴨川自然王国代表の故・ 藤本敏夫さんの
話は、食農教育を考えていくなかで、私にとって指針

土地改良し、耕された大地の上には、生産圃場とし

になるものだった。 ご自分がやっていらっしゃる農園

て生命を培う安らぎがある。しかし、ラジオでのトー

を、
「農業ごっこ」といい、謙虚にプロの農家と区別な

クで、灌漑排水の話をするのには、苦心が伴った。た

さっていた。都市生活者は、まね事でもいいから「農」

め池、用水路、暗渠排水、揚水機場、頭首工（農業

に触れようと呼び掛けてくださった。

用水を用水路へ引き込むための施設）……作物が成育

「農」に触れる方法は４つある。
「狩猟・採取・栽

するための環境をつくる圃場整備などの説明は、映像

培・飼育」だという。私はそれを「生命の大事さを知

で視覚に訴えるなら容易にできるが、 耳から聞こえる

る4つの方法」と受け取った。

言葉だけの世界で表現するのは難しかった。
私自身が見学して学んだことや、 体験したことをレ

「狩猟 」――鹿を撃つなどという特別なことである必
要はない。トンボや蝶を、あるいは川で魚を捕る。
「採
取 」――イチゴやサクランボを摘む。
「栽培」――家庭
菜園や田植えをしてみる。
「飼育」――家畜の世話を体
験する。というふうに「農」に触れることが、生命の
大切さを教えてくれるのだといわれると、 農業を考え
るハードルが少し低くなったように感じてほっとした。
難しく考えなくても、
「採取」なら誰にでもできる。
例えば春になったらフキノトウを採り、夏になったら果
樹園に行ってサクランボを摘んでみる。命を摘む瞬間
に感じる胸の痛み。人は動植物の命をもらってしか生
きられないからこそ、 他の命を大切にし、 いただくこ

8
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【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために

とに感謝するという、生命教育の原点がそこにある。

書の役目をしてくれて、私の考えの基盤となった。

ビルに囲まれ、時間に追われ、土の上を歩いている

聴取者が水の大切さを理解できるように、身近な例

ようで、実はアスファルトしか踏んでいない環境のな

をとって教えてくださった。 日本一おいしいといわれ

かで、ストレスを抱えながら仕事をしている都市生活

ている魚沼産コシヒカリを、 おいしいミネラルウオ ー

者にとって、農村に行き「農」に触れ、きれいな空気

ターとして世界のブランドであるエビアンで炊いたら、

を吸い、良い環境で育った農作物を食べることはスト

おいしいだろうかと言われて面食らった。新潟の小学

レスを解消する手段としてとてもいい方法だ。無意識

生に説明せずに、エビアンで炊いたコシヒカリと、地

に、体の内からも外からも「癒やされる」場が農村な

元の水道水で炊いたのとを食べさせて、どちらがおい

のだ。

しいかと聞くと、 全員水道水の方がおいしいと言った

都市生活者が「農」に触れて癒やされるといっても、
受け入れる農家にとっては仕事の時間を割いて対応し
なければならない。大きな負担になるのを承知の上で、

そうだ。
「土地の米には、土地の水」
。身土不二の考え
を伝える１つの例として非常に説得力があった。
今村先生との対談の下調べをするなかで、日本が輸

農家の方には、ぜひ都市生活者を受け入れてほしいと

入している農作物を生産するのに必要な水の量は、年

お願いしたい。 消費者（都市生活者 ） は生産者（農

間50億㎥以上だというデータを見た。例えばスーパー

家）の顔を見られて安心し、生産者は作物に対する消

で買った食パン（現状では大半が外麦を原料としてい

費者の評価の言葉に耳を貸す。あるいは良くも悪くも

る）をトーストして食べるとき、他国の水を食べてい

都市生活者の価値観を見聞きすることが刺激になる。

ることになるのだと意識する人はほとんどいないだろう。

食農教育のあるべき姿は、両者の間に真の信頼関係を

人は農作物を食べて生きているが、実は土を、そして

築くことの上に成り立つ、 双方向性のものでなければ

水を食べて生きているのだとあらためて思った。
人が生存するのに不可欠な食料を作り、生産によっ

ならないと思う。
④農業は生命教育の現場 ―― 今村奈良臣先生

て国土を保全するなどの役割を果たしている農業を、
今村先生は「生命総合産業」と表現されていた。そし

12年半続いたラジオ番組ではおよそ600回、毎週、

てさらに重要なのは、農業の持つ「教育力」だとおっ

さまざまな形で食と農業に関わっている方のお話を

しゃった。本来地域社会と家庭が担っていた「生命教

伺ってきたが、スタートして2年たったころにご出演い

育」
。小さいものをいたわり、年長のものを敬い、動植

ただいた今村奈良臣先生（ＪＣ総研前研究所長、東大

物の命を慈しみ、大切に思うこと、それを教えられる

名誉教授、農林水産省 食料・農業・農村政策審議会

のが農業・農村なのだという今村先生の教えを基に、

会長〈当時 〉
）のお話は、その後ラジオ番組で食農教

次回の論説では、食農教育の現場から見える子どもた

育の話題を扱うときに、必ず振り返って確認する教科

ちの問題点と今後の方向性について考察したい。
︻写真 ︼ 約600回を数えた︑
年半続いたラ

ジオ番組では︑食と農業に関わっているあらゆ

る分野の方々のお話を伺ってきた

【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために
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食料・農業・農村

研究ノート
ＪＡにとっての土地問題・都市農村計画
――今後とも地域で存続するためにＪＡが果たすべき役割
ほ し

ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員● 星

つとむ

勉

会の枠組みそのものが崩壊する危機性を意味している。

１．はじめに

さらに、問題なのは、本来解決手法として持っていな

前号の『ＪＣ総研レポ ー ト 』
（2013年夏号、VOL.
26）において、都市農地つまり市街化区域内農地の都

ければならない体系的な都市農村計画がわが国にはな
いということが、危機的状況を一層深刻化させている。

市計画制度におけるあり方について、現在国土交通省

本稿では、①今日的な土地問題の所在を検討すると

で大幅見直しがなされていることを述べた。見直しの

ともに、今後あるべき都市農村計画に関わって、土地問

背景には、かつて高度成長期に見られた旺盛な宅地需

題の再定義を試みている。さらに、②農村部における

要や道路などの社会基盤整備に対する積極的な投資

土地問題を故・磯辺俊彦千葉大学教授の論文
（1985）

などとはまったく異なった風景が、 今日目の前で繰り

を基に検証している。最後に、③わがＪＡグループは、

広げられていることが挙げられる。

この問題にどのように関わるべきなのか、本稿の結論

具体的には、
「地方都市、 郊外の都市のみならず、
多くの都市の市街地において、空地、空家等が増加し、
そのまま放置されている。特に、市街地の辺縁部にお
いては、空地が資材置き場となったり、施設が廃止さ
れたまま放置されたりするなど、適正に管理されず、

としてまとめている。

2．土地問題再定義の試み
（1）土地問題とは何か
稲本洋之助東京大学名誉教授は、 土地問題とは何

周辺の土地に対して安全上、眺望上など、悪影響を与

かについて、
『現代土地法の研究

下』
（岩波書店、

えている例もみられる。このように、 建築物を伴わな

1983年）の「序章 比較土地法の視点」で以下のよ

い土地利用であっても、外部に悪影響を与えたり、有

うに述べている。

効に利用されないなどの問題が発生するようになって
いる」
（国交省 社会資本整備審議会 都市計画・歴
史的風土分科会

10

都市計画部会

「土地法に即してそれを見れば、まず、比較されるべ

都市計画制度小委

き諸国・諸地域のすべての差異をこえて、土地が生産

員会 中間とりまとめ「都市計画に関する諸制度の今

と生活の絶対的基礎であるという絶対的条件conditio

後の展開について」2012年、24 〜 25ページ）
。

sine qua nonが存在する。それ自体として労働の生産

こうした国の土地問題に対する認識は、従来の土地

物でなく、 また絶対的なしかたで消費されるものでも

問題に対する社会的認識をある意味覆すものとなって

なく、その具体的利用をはなれて独占的支配の対象と

いる。そして、都市近郊部あるいは市街地の辺縁部に

なり、 またそのようなものとして不断に遊休化しやす

放置されている土地や空き家が大量に発生してきてい

い土地商品の特殊な性質は、右のような意味での《生

るということは、当然ながらそれよりも郊外に位置する

産と生活のための土地需要 》が強まるところではどこ

農村部あるいは山間部ではもっと問題は深刻である、

でも、共通に深刻な問題を提起するであろう」
（３ペー

ということを意味している。

ジ）
。

その深刻さは、単に遊休農地という農業生産面、あ

「土地が生産と生活の絶対的基礎であるという絶対

るいは食料自給率の低下にとどまらない、農村の空間

的条件」であり、その分商品化の対象となり得る。し

管理全体や地域コミュニティーの維持を含めた農村社

かしながら、労働の生産物ではないと同時に、消費す
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ることによって霧散してしまう消費物でもないため、

をはじめとする地域資源は、生活および生産の絶対的

土地は「不断に遊休化しやすい」特殊な商品である。

基礎であり、 私的財であるとともに公共財であるとい

言い換えて、
「
《利用されるべき土地が私的に独占され、

う共通認識の下、
〈公〉
・
〈共〉
・
〈私〉の各セクター（関

経済法則からも社会＝公共の思想からもはなれて適正

係者・ステークホルダー）が協力・連携して活性化を

な利用に供されないことから生じる社会生活上のさま

図る必要がある。

ざまな無秩序と不公正の諸現象の総体》
」
（６ページ）
が、土地問題である。

今日における土地問題とは何かについて、あらため
て仮説的に以下のように整理できよう。

以上の稲本の土地問題の定義は、 高度経済成長期
およびその後に続いたバブル経済期にはそのまま当て
はまったといえよう。

〈今後、都市・農村にかかわらず環境保全や地域社
会の存続など持続型社会の形成が重要課題としてある。

実際、以上の認識の下、課題解決すべく1989（平

その課題解決に当たっては土地、水、大気など自然資

成元）年に土地基本法が制定されている。例えば法の

源などを巡る人間間の社会的関係のあり方が問われる。

第２条において、土地については売買取引など私的間

そのため、土地問題とは適正な利用に供されないこ

の経済的行為に先立ち、公共の福祉が優先されるべき

とから生じる、社会生活上の無秩序と不公正の諸現象

旨が、明記されている。そしてさらに、低・未利用化

の総体に加え、持続型社会の形成に向け、利害を有す

あるいは遊休地化した土地の有効活用を意図した「定

るもの相互の関係、あるいは土地をめぐっての所有と

期借地権制度 」が、３年後の1992（平成４）年に制

利用などの社会関係のあり方を指す〉

定されている。
（3）体 系 的な都 市 農 村 計 画の不 在と、このことに
（2）土地問題再定義の試み

よってもたらされる課題点

しかし、時は変わり、求められる公共の福祉像も変

今日的土地問題という意味において、都市部と比較

わった。土地需要が劇的に低下し、地価もバブル経済

してより深刻な農村部での課題解決に必要な手法、つ

期と比べて暴落した。さらに今後は都市部はもとより、

まり体系的な都市農村計画が用意されていない。

農村部においては加速度的に少子・高齢化が進むこと

例えば、1969（昭和44）年に制定された「農業振

が懸念される。こうした状況下における土地問題では、

興地域の整備に関する法律 」
（以下、
「農振法 」 とい

打ち捨てられた空き家や空き地、廃材置き場、耕作放

う）は、
「自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合

棄地などをどのようにコントロールすべきか、あるいは

的に農業の振興を図ることが必要であると認められる

利活用すべきかが課題となる。そしてさらに、その背

地域について、 その地域の整備に関し必要な施策 」

後に横たわる地域社会の崩壊をいかに食い止めるかが

（農振法第１条抜粋）を行うための法律であり、あくま

課題となる。

でも農業振興が主目的である。

そのためには、
「土地基本法 」に代表される公共の

また、1987（昭和62） 年に制定された「集落地域

論理優先の視点に立って、 個別の経済行為に制限を

整備法 」についても、
「土地利用の状況等からみて良

加えるという上から目線ではなく、これから詳しく述べ

好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要で

るが〈個〉の論理と〈公〉
・
〈共〉の論理とを止揚（ア

あると認められる集落地域について、農業の生産条件

ウフヘーベン）させて、いかに環境保全的あるいは持

と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推

続可能な地域社会を創造するかが、今日的な土地問題

進するための措置 」
（集落地域整備法第１条抜粋）を

ということができる。

講じるための法律である。

それというのも、 土地をはじめとする地域資源の不

実態的には、バブル期にあった当時、開発を抑制す

活性化を防止し、活性化するためには、個々の経済活

べき市街化調整区域・農振地域について、これに隣接

動や取り組みでは限界がある。そこで、土地（農地）

する市街化区域からの開発圧力（いわゆる “滲み出

【食料・農業・農村】研究ノート▶ ＪＡにとっての土地問題・都市農村計画
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し”）をなんとか整序・コントロールしようとして、出
来た法律である。

第１の問題は重要テーマであるものの、これまで見
てきた今日的土地問題の視点からは、第２および第３

一方、わが国の農山村空間を考えた場合、農地は主

の課題解決が取り組むべき課題点であろう。もっとも

に農業振興の面から語られ、里山の生態系保全は主に

磯辺自身は、３つのテーマいずれも密接に絡んでいる

環境保護関係の法律によって語られるなど個別法律だ

としている。

けがある。そのため、歴史的建造物や豊かな生態系環

ところで磯辺（1985）は、日本農業が直面している

境といった周辺環境を生かした居住空間の確保や、非

これら３つの土地問題の解決に当たっては、大まかな

農家を含めて「農」をキーワードに農村コミュニティー

がら、以下の記述に見られるように「集団的自作農制」

を生かした地域社会づくりといったような、 農村空間

の確保がカギであると主張する。

を体系的・総合的にプランニングする仕掛けとはなっ
ていない。

「概していえば、 一九六〇年代は水稲集団栽培組織

また、区など地区の自治会活動と原則、農家の集ま

の時代であった。それは集落ぐるみの栽培協定に基づ

りである集落営農や各種生産組織など各組織が、時と

いて、下層農家の米単収向上に貢献したが、上層農家

して同じメンバ ーによって構成されているにもかかわ

はその技術供与と引き換えに、不足する田植え労働力

らず、有機的関係を持たず併存しているケースが多々

を下層農家から調達できた。…（略）…基本は上層農

ある。

家の主導であったから、 その形式を労働力結合型と

4

つまり、農村空間や農村社会を体系的・総合的に捉
えることができないために、
地域資源やコミュニティー

4 4 4

4

4

いってよいだろう。
一九七〇年代は、…（略）…田植機の導入をまって、

といった人的財産が豊富に賦存しているにもかかわら

日本型の中型機械化一貫体系が形成されてくる時期で

ず、その持てる能力を十全に発揮できていない状況に

ある。事業導入は集団を条件としたから、生産組織が

ある。

その機械導入のために数多く生みだされた。いわば機

4

こうした状況を打開するためには、次節以降で詳し

4 4 4 4

械結合型である。…（略）…。

く記述するが、地域社会における生産関係も含めた社

だが、一九八〇年代は、これまでみてきたように農

会的関係を変えるような、あるいは体系的な理念を有

産物過剰の構造化のもとで固定される農業解体的な農

する地域活性化への具体的導き手（指針）となるよう

業生産力構造をいかに再建していくかが求められてい

な都市農村計画手法の確立が求められる。

る時代である。水田利用再編政策が緊急の課題となり、

3．農村における土地問題と解決策としての〈個〉と
〈共〉との統合

それが集団転作として具体化されていくなかで、改め
て集落地縁の土地の合理的利用が課題とならざるを得
4 4 4 4 4

ない。つまり土地結合型の生産組織が求められること

（1）
「集団的自作農制」維持のための3つの結合契機

になる」
（537 〜 538ページ）
。

磯辺俊彦著『日本農業の土地問題――土地経済学

「この三つの結合契機は、 そのまま戦後自作農の労

の構成』
（東京大学出版会、1985年）によると、
「日本

働＝経営＝所有という三つの存立契機をなすもので

農業がいま当面している土地問題は三つの問題局面を

あった。その意味で、生産組織の展開は、基本的に自

示している。

作農保全の運動であった。だから、いま問われている

第一 国土利用における農業と非農業の衝突

のは、この戦後自作農の最後の存立をかけた土地所有

第二 農業的土地利用における土地所有権と土地

の問題なのである」
（561ページ）
。

利用権の衝突
第三 同じく農業的土地利用における個別私経済と
社会的地域経済との衝突」
（556ページ）と、整理できる。

12
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〈労働力結合→機械結合→土地結合〉と
変遷してきていると、磯辺は解釈する。そしてこの変
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遷の意味するところは、集団性の支えを前提とし、か

人間は社会に孤立してするわけではなく一定の社会関

つ３つの結合契機を中身に持つ自作農形態の維持であ

係のなかでするのだから、この『もの』の再生産は、

る。

同時に人間と人間との社会関係の再生産、つまり『社
会的物質代謝過程』だということである。…（略）…

しかし、筆者は磯辺（1985）と異なり、別の観点さ

またわれわれが農法変革とは、ただ単に技術変革を指

らには一層の危機感を持っている。 それというのも、

すだけではなく、同時に社会変革を含意するというの

確かに理屈上、３つの結合契機は、自作農を定義する

も、この故に他ならない。改めて言えば、労働の生産

上での構成要因そのものであるが、より実態的には集

力をその労働過程に即してみるならば、それは『もの』

団的兼業農家維持体制だったのではないだろうか。そ

の再生産と『人間』の再生産との二つの過程の統合だ

して、 このことの意味するものとして自作農の保全な

からである」
（528ページ）
。

どではなく、地域社会の維持そのものを念頭に置いた
ものではなかっただろうか。

地域の土地問題解決のためには、 農法変革の主体

山崎亮一東京農工大学教授の長野県宮田村を調査

あるいはその道筋を見つけることが必要である。 そし

対象とした研究報告（2013） によると、 高齢兼業農

て農法の変革といったとき、 人間と自然との関係を表

家は別として、兼業農家の就労形態として、単純工業

す「自然的物質代謝過程」のみならず、人間と人間と

労働・切り売り的な農外就業形態ではなく、地元企業

の社会関係の再生産、つまり「社会的物質代謝過程」

や役所などへの常勤雇用形態での兼業が大宗であっ

を２つの過程を統合しながら変革する必要がある。

た。つまり今日的な兼業農家とは、地域社会経済の中

さらに肝心な点は、２つの代謝過程の統合に関わる

核を担う働き手である場合が、かなりを占めると想定

ものであるから、その統合過程では土地問題あるいは

され得る。安い賃金で不安定な職種しか確保できない

農業振興にとどまらない、地域資源管理のあり方や生

兼業農家であったならいざ知らず、そうした社会経済

態系保全の問題、さらには農村コミュニティーのあり

的基盤のしっかりした兼業農家にあって、自作農の保

方までをも問うものでなければならない。

全に理屈上も実態面でも固執するとは考えられない。
ここまできて初めて、総体的かつ体系的に今後のあ
（2）農法の変革による土地問題の解決
いずれにしても磯辺（1985） が提起した集団的自

るべき農村空間や農村社会像を確立するための計画手
法を、われわれは手に入れることになる。

作農制というキーワードの意義は、農村における土地

つまり、迫り来る危機を克服するために、私的所有

問題の所在がどこにあるかを明らかにしたといってよ

を基盤としつつも労働、機械、土地の３契機をはじめ

いだろう。

地域に賦存する各資源について集落や地区単位で新

そして、農村における土地問題の解決に向けては、
以下のような根源的提言を行っている。

たな関係を再編し、再結合することの必要性である。
特に、 土地をはじめ水利など人の手によってはつくり
出せない財については、私的所有の枠を超えた公共財

「問題を『資本の生産力 』という資本制的仮象にお
いてではなく、本来的に『労働する主体』の『労働の
生産力』に引き戻して考えてみれば、右の生産過程の
4 4 4 4 4 4 4 4

と見なしての関係再編が求められる。
そしてこのことは本稿の冒頭で検討した、土地問題
の通説を大きく覆すものとなっている。

二重性は、取りも直さず労働過程の二重性・二面性と

以上の具体的モデル例としては、長野県飯島町で実

して捉え直すことが出来るだろう。 その一面は労働力

践されている「全町農場制」を挙げることができよう。

が自然に働きかけて『もの』を生産する『もの』の再

そこでは農地および農業機械など地域資源に関わって

生産過程であり、人間と自然との『自然的物質代謝過

所有と利用とを分離し、個別所有権はそのままに利用

程』である。もう一つの面はこの『もの』の再生産を

権を市町村単位や集落単位で利活用するという、地域

【食料・農業・農村】研究ノート▶ ＪＡにとっての土地問題・都市農村計画

ＪＣ総研レポート／2013年 秋／VOL.27

13

における農家間の生産関係の変革を中身とする集団的
管理が実践されている。なお、この飯島町の「全町農
場制」の詳しい実践内容については、拙著『柔らかい
コモンズによる持続型社会の構築―農業・ 農村から
「国のかたち」を考える―』
（農林統計協会、2011年）

4．環境保全・持続型社会づくりに向けたＪＡの役割
――社会的中核的担い手としての次世代組合員との
連携
最後に、本稿のまとめとして、課題解決に関わって
のＪＡの果たすべき役割について述べたい。

を参照されたい。

磯辺流の集団的自作農制の保全なのか、あるいは筆
4 4 4 4 4

（3）地域社会づくり像共有による人格的結合へ

者が考える農村社会の維持を念頭に置いた集団的兼

農法の変革という２つの代謝過程の統合は、農村部

業農家体制の維持なのかは別にして、ＪＡはこれに深

におけるあるべき社会経済像そのものの変革をもたら

く関わっている。いや、むしろＪＡの事業基盤確保に

すことを意味しよう。実際、磯辺（1985）は農法変革

とっては、欠くべからざる存在である。

の最終目的を次のように記している。

それというのも、まず営農面で見た場合、各組合員
は経済的にも社会的にも自立していながらも、共選共

「この概念体系が構成しようとしているのは、フロー

販事業など経済行為の各場面で集団的対応をとってき

の極大化のためにストックを消尽する経済行為とは逆

ており、その際の先導役・調整役をＪＡが担っている。

に、ストックの保全・増進の手段としてフロー経済を

農地についてもこの二面性は当てはまる。農地、特

位置づける発想であるようにみえる。改めて、われわ

に水田にあっては、個別所有ながらも農業水利の管理

4 4 4 4

れの課題は、農業という場において、国民の富をいか

や農道の管理などムラ（集落）の管理つまり共的管理

に増進するかという、基本的にストック経済にかかわ

も受けるという、重層的管理となっている。そのため、

ることなのではないか。かかるストック経済はフロー経

転用・潰廃のとき以外、たとえ特定の担い手に利用権

済といかに整合・調整せしめられるべきなのか」
（582

が集約されたとしても、この重層的管理からは逃れら

ページ）
。

れない。
そして、こうした重層的管理を運命付けられた農地

フロー経済からストック経済への転換問題について

にあって、その所有形態の内実は、ただの私的財産で

は、紙幅の関係もあり詳しくは別の機会に述べる。た

はなく、イエ（家 ）的所有としてある。ムラを構成す

だし、次の２点を指摘したい。

る各イエは、ムラとあらゆる場面で、結び付いている。

①２つの代謝の統合過程では、私的所有の枠を超え

そのため、農地の継承者は、純粋個人的に私的財産と

て公共財的に利活用することになるが、迫り来る深刻

して継承するのではなく、 ムラという共同体の管理を

さを前提として、労働・機械・土地の３契機にとどま

受ける農地をイエの代表者として継承する。 つまり、

らず地域資源全般にわたって〈個 〉と〈共 〉 の結合

家産として継承する。家産である農地は、イエの財産

（止揚）を考える必要がある。特に、人の手ではつくり

であると同時に、当初からムラの管理に組み込まれて

得ない土地や水利など自然由来の地域資源はそうであ

実はＪＡは、この家産を前提に、事業モデルが組み

る。
②フロー経済からストック経済への転換など、ある

立てられている。具体的には個別生命体（個人）を対

べき地域社会づくり像（都市農村計画）について地区

象とした共済事業がある。また、営農による収入や兼

の住民なりステークホルダー全員に共有されることが

業収入などの私的財産を対象とした金融事業がある。

必須である。この共有行為は、かなり高次の概念を有

一方で、共的性格を有した共選共販事業（産地形成）

することとなる。そのため土地結合型の次に求められ

の展開があり、集落営農の推進などの役割を担ってい

るのは、 地域農場制的結合、 さらにはステ ー クホル

る。資産管理事業（相続・事業承継支援）に至っては、

4 4 4 4 4

ダー同士による人格的結合である。
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すると同時に、
「農あるまちづくり」という〈共〉の性

だとした場合、一言で言うと環境保全・持続型社会の

格を併せ持つ。

実現を指しているといってよいだろう。

以上のことから、
〈個〉を対象とした事業ではあって

筆者は拙著（2011）で、環境保全・持続型社会の

も、農地に代表されるように〈共〉にも通じる家産を

実現は農村での取り組みがあってこそ、その内実が伴

バックボーンとしており、ＪＡは二面性を宿命付けら

うと主張した。この社会の実現に当たっては、
〈個〉と

れている。

〈共〉の統合作業が必要であるが、地域社会において

これまでの議論を踏まえＪＡが果たすべき役割とし

社会経済的経営主体としてこれに該当するのは、ＪＡ

ては、差し当たり以下の２点に集約できよう。

をおいて他にはない。ＪＡには、 次代を切り開く使命

①農家組合員のほとんどは、営農面はもとより、農

があるということをぜひ、銘記（自負）してほしいし、

外の就業面でも山崎（2013）が実証したごとく、労働

そのためにもっと「農」をキーワードとして地方自治

力の切り売りといった社会的に不安定な身分ではない、

体と連携し、 都市農村計画（地域社会づくり） に関

長期的な地域社会の活性化および安定化のために中核

わってほしいと切に願うばかりである（図参照）
。

的役割を果たしてきている。
一方、ＪＡとは〈個〉と〈共〉の統合を限りなく追
求するからこその総合事業体ということがいえる。 Ｊ
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【図】JAと地方自治体が連携した都市農村計画づくり（理念図）
公セクター

私セクター

◎

ＪＡ

地方自治体

共セクター

◎

○

ＪＡは統合を限りなく追求

○

ＪＡと地方自治体が共通する分野
※共セクターには、集落自治会組織、水利管理組織、農産物販売組織、機械共同利用組合、山林への入会団体などがある。
※都市農村計画における両者の考えられる連携としては、例えば地方自治体は農山村地域に適したコミュニティー交通シ
ステムなど社会資本を整備する一方、ＪＡは廃止した支所など遊休施設をリメークし介護施設、デイサービスセンター、購
買・直売店舗を開設した上で、コミュニティー交通システムを利活用するための農家や住民グループの組織化といったソフ
ト支援が考えられる。そのために、両者を構成員とするまちづくり組織を立ち上げ、ＪＡは地域活動を事業計画に定め、地
方自治体はマスタープランに両者の連携を定める。こうした点からも、広域合併ＪＡにおける支店活動の充実は重要である。

【食料・農業・農村】研究ノート▶ ＪＡにとっての土地問題・都市農村計画

ＪＣ総研レポート／2013年 秋／VOL.27

15

食料・農業・農村

ト ピ ッ ク
組織基盤戦略としての地域営農ビジョン運動
――次代へつなぐ協同へのアプローチ
こ

ばやし

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

はじめ

元

継者確保が見込まれる平場兼業地帯などでは、さほど

1．はじめに

切迫した状況にないことから危機意識が低いＪＡも見

前々号のトピック「組合員の多様化の統計的把握と
『次代へつなぐ協同』
」では、組合員の多様化を整理し、
特に組合員の高齢化に焦点を当てた。その上で前号の

2．正組合員資格の継承対策が必要

トピック「ＪＡを取り巻く環境変化 特に高齢化に注

こうしたＪＡの危機意識の濃淡は、そのＪＡが立地

目して」では、①日本社会の高齢化の実態をあらため

する条件に応じて地域差を伴う。しかし、高齢化が全

て確認し、②ＪＡの組合員資格の継承対策の必要性に

国的に進み、農業・農村を取り巻く環境が変化するな

ついて整理した。

かでは、いずれはすべてのＪＡで組合員の高齢化とそ

高齢化自体の進展が大きな課題であることは言うま
でもなく、同時に高齢化による社会と課題の変化、そ

の後継者問題、 すなわち組合員資格の継承対策が要
求されることは自明であろう。

してそれへの対応が強く求められる。高齢化は今日の

特に組合員資格の継承対策では、 まず農家組合員

家族形態の変化と結び付き、そこではさまざまな課題

である正組合員への対応が求められる。農家組合員で

が生じている。例えば都市部における独居老人の孤独

ある正組合員はＪＡの組織基盤の中心であるし、また

死は、社会のあり方を見つめ直す契機となるなど耳目

事業基盤の中心でもある。事業基盤という点で見ると、

を集めた。そして、過疎化、高齢化が先行した中国中

ＪＡごとの差異はあるものの、 依然として出資金や事

山間地域などでは、その後継者問題を含めて「いえ」

業利用量に占める正組合員の出資・利用の割合は大き

と地域の維持存続にかかる課題となっている。

い。しかし、正組合員資格の継承時に、出資金・貯金

ＪＡに引き付けて見ていくと、 特にＪＡの正組合員

利用の流出などが課題として顕在化しつつあるＪＡも

の後継者問題、 すなわち組合員資格の継承対策が喫

見られる。問われることは、正組合員資格の継承対策

緊の課題であろう。組合員資格の継承対策の必要性は、

をどのように進めていくのか、ＪＡごとの方針と戦略の

ＪＡの組織基盤と事業基盤の両面から早急な対応が必

明確化であろう。同時に、正組合員資格の継承対策を

要とされている。第26回ＪＡ全国大会の主題も「次代

単なる事業基盤の課題としてのみ捉えずに、組織基盤

へつなぐ協同」が掲げられ、農家組合員の世代交代、

の課題として位置付けることが重要である。これこそ

そして「次代の主役となる第二世代や第三世代の若手、

が、協同組合であるＪＡに求められるところであるし、

女性を含めた多様な農業者の力を結集していくことが

協同組合らしさと協同組合の強みを発揮する要点であ

急務」という課題認識が明示されている。

る。

しかし、その危機意識はＪＡによって相応の濃淡が
見られるのも実態のようだ。例えば過疎化、高齢化が

16

られる。

3．個と「いえ」、正組合員資格

先行した中山間地域のＪＡでは強い危機意識が見られ

もちろん、正組合員資格の継承それ自体は組合員個

る。都市的地域、都市近郊地域におけるＪＡでは、組

人と後継者の課題である。率直には資産相続であり、

合員の資産管理や相続対策などの取り組みが進んでい

それは個と「いえ」の課題である。しかし、
「いえ」の

る。他方で、比較的労働市場に恵まれて一定程度の後

課題として正組合員資格の継承を見るとき、 ①「い
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え」 の後継者＝資産・ 家産の継承者なのか、 ②「農

その割合は年々減少傾向にある。対して、10ａ未満と

業」の後継者＝正組合員としての継承者なのか、とい

するＪＡの割合は徐々に増加していることが分かる。

うことも鋭く問われる。

農業従事日数の条件では、1990年時点まで９割を超

前号の表２では「地域別に見た販売農家の後継者

えるＪＡが90日以上と設定してきたが、その割合も減

確保の状況」を見たが、2010年時点の農業後継者が

少を続け2010年現在で８割を割り込んだ。 対して90

いる販売農家（同居・他出合計）は、約６割であった。

日未満と設定するＪＡは増加を続け２割を超えている。

すなわち約４割の販売農家では農業後継者が不在の

以上のように、正組合員資格の設定状況において、耕

状況にある。

作面積と農業従事日数の両面で条件の緩和といえる実

より深刻な課題は、今日のＪＡの正組合員が多様化

態が進みつつある。

している点にある。第１に正組合員数の減少と准組合

正組合員資格の設定は、もちろん地域の実情に応じ

員数の増加が進み、2010年現在、正・准組合員数は

てそれぞれのＪＡの対応が必要となるが、いずれにせ

逆転した。第２に減少する正組合員のなかでも多様化

よ農業者を中心とした地域の協同組合である以上、や

は進み、いわゆる「農家らしい農家」は少数派に転じ、

はりその組合員の資格には農業との関わりが求められ

同時に農業から切り離されつつある正組合員の増加が

る。もちろん農業との関わり方自体は多様であろうか

見られた。そして第３に「農家らしい農家」も階層分

ら、一義的に線引きすることは難しい。今日では、①

化が進み、ごく少数の大規模経営体への生産の集中が

農産物直売所や農産物加工に取り組むＪＡ、②定年階

進んでいる。こうしたなか、正組合員資格の継承対策

層の地域住民向けの農業塾などに取り組むＪＡが多く

では、大規模な農家組合員と、小規模・自給的な農家

見られる。さらに③子ども世代を対象とした農山村交

組合員でその対応もまた異なるであろう。大規模な農

流も盛んであり、こうした多様な農業との関わり方を

家組合員への対応としては、ＴＡＣ注1）の取り組みなど

踏まえての正組合員資格の設定にかかる議論・検討が

を含めて、農業経営への積極的な関わりも強く求めら

あってもよいのではないだろうか。

れる。対して、小規模・自給的な農家組合員の世代交
代時には、後継者は「いえ（＝資産 ）
」の継承者なの

5．組合員資格の継承と農地
多様な農業との関わり方のなかで正組合員資格につ

か、
「農業」の継承者なのかが問われる。

いて議論・検討することが求められるが、正組合員資

4．正組合員資格を考える

格の継承対策ではやはり「農地」という視点が欠かせ

より踏み込むと、正組合員資格の継承対策を考える
上では、ＪＡが定款で定める正組合員資格の設定につ
いて考えていくことが必要となるであろう。

ないであろう。
正組合員資格の継承対策において「農地」という視
点で見ると、まず後継者が「いえ（＝資産 ）
」の継承

表は、1980年から2010年までの正組合員資格の設

者なのか、
「農業」の継承者なのかが問われる。端的

定状況別にＪＡ数の割合の推移を示している。耕作面

に言えば後継者が農業を営むのかどうか、農業に関わ

積の要件では、10ａ以上とするＪＡが大半を占めるが、

らないのであればその農地をどうするのか、 さらには
誰に「預ける」のかが問われている。

【表】正組合員資格別のＪＡ割合の推移
耕作面積の要件（％）

1980年
1985年
1990年
1995年
2000年
2005年
2010年

農業従事日数の要件（％）

１０ａ以上

５ａ以上
１０ａ未満

５ａ未満

80.3
80.0
80.2
79.3
77.4
77.8
76.5

15.7
16.2
15.9
16.5
17.4
17.4
18.5

4.1
3.8
3.8
4.2
5.1
4.8
5.0

資料：
『総合農協統計表』より筆者作成

９０日以上 ６０日以上 ６０日未満
９０日未満

91.2
91.2
90.7
89.0
86.1
81.7
78.4

5.7
5.9
6.2
7.2
8.9
11.7
14.1

3.1
2.8
3.1
3.8
5.0
6.6
7.5

また、
「農地 」は地域内の資源であり、 必ずしも所
有者個人のみの議論にとどまらない。例えば水田では、
「むら」での共同
水管理・畦畔管理・農道整備など、
注1）TAC（Team for Agricultural Coordination）とは、ＪＡとＪＡ全農
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
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
された
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作業を伴うから、それは「むら」全体の議論にもつな

担当部署や金融担当部署のみではなく、営農担当部署

がる。水田にかかわらず畑や果樹園などでも、誰か１

などを含めたＪＡ全体での関わりが必要となるであろ

人が農地を荒らしてしまうと、 病気や虫の発生源とな

う。さらに踏み込めば、話し合いの範囲は農業集落の

るなど地域の課題となる。圃場整備事業や補助事業な

範囲であろうから、それはＪＡの基礎組織につながる。

どでは、地域全体での対応も求められる。

基礎組織の位置付けを含めて、ＪＡづくりの一環＝組

後継者が農業生産・ 農業経営に直接的に関わらな
かったとしても、農地の所有者として、かつ地域の住
民として水管理、草刈り、農道整備などの外圃の管理
作業＝むら仕事を通じての関わりは必要となる。それ
が労働力供与ではなく金銭による負担だったとしても、
「農地」を通じた農業・地域との関わりが必要となるこ
とには変わりない。例えば農地の権利を債権化すれば
よいとかいう類いの話ではない。

えることが求められる。

7．地域営農ビジョン運動
正組合員資格の継承対策をＪＡづくりの一環＝組織
基盤戦略として幅広く捉える上で、期待される取り組
みの１つは「地域営農ビジョン運動」である。
今日、地域営農ビジョン運動は全国各地で取り組み

そして、問題をより困難にする要因に不在地主の存

が進められているが、実態としては、地域ごとの進捗

在がある。 全国的に設立が進む集落営農組織で、 不

状況に差異が生じている。例えば集落営農が歴史的に

在地主への対応は大きな課題となっている。それは、

先行した地域では、これまでの実践を基盤に取り組み

設立時の合意形成や、 利用権設定の継続時の対応な

が進められている。特に米、麦、大豆などの土地利用

どに課題として現れる。特に世代交代を挟んだ継続時

型農業での実践が多く見られ、先進的な取り組みとし

の意思確認では、農地所有者の農業と農地に対する認

て紹介される事例も多い。他方で、園芸産地や果樹産

識や理解を含めて課題は多い。

地などでの実践は、少々歩みが遅いようである。実際

6．地域営農の枠組みから考える
以上のように、正組合員資格の継承対策は個と「い
え」のみならず、
「農地」を通じての農業・地域との関

に地域の現場では、
「地域営農ビジョン運動をどのよう
に進めていったらいいのか難しい」というＪＡ担当者
の声を聴く機会が多い。
ここで地域営農ビジョン運動を少し整理しておこう。

わりという視点が必要となる。であるならば、正組合

全国農業協同組合中央会（以下、ＪＡ全中）の「地域

員資格の継承対策は、 世代交代期を迎えた正組合員

営農ビジョン策定・実践強化全国運動関係資料」から

（＝個）とその後継者（＝「いえ」
）への、いわば個別

簡単に見ていこう。まず、その基本的な取り組み方向

的な対応と同時に、地域での対応が求められる。ここ

は「農家組合員が集落を基本に徹底して話し合い、

での地域とは、水管理、農道管理などの共同作業の範

『地域営農ビジョン』を自ら描き実践し、担い手経営

囲、すなわち農業集落（＝「むら」
）の範囲、歴史的

体を核に多様な担い手が力をあわせ、地域農業を振興

に顔の見える範囲であろうし、それは農家組合などの

していく体制づくりが必要である。また、少子高齢化

ＪＡの基礎組織の範囲におおむね共通するであろう。

がすすむ中、ＪＡとして農家組合員、地域住民等との

もちろん、１人の正組合員の組合員資格継承につい

新たな協同の輪を広げ、農を通じた豊かな地域づくり

て、集落でうんぬんするという話ではない。必要なこ

をすすめることがＪＡの今日的使命である」
（下線筆者

とは、集落内の農地の所有の状況、利用の状況、そし

挿入）とする。

て後継者の有無を含めて現状を確認し、これからの地

18

織基盤戦略として幅広く正組合員資格の継承対策を考

その要点は、①農家組合員が自ら主体的に徹底して

域農業をいかに発展させていくのかという議論である。

話し合い実践する、②地域農業の核となる担い手経営

こうした意味において、正組合員資格の継承対策は

体（大規模農家、法人経営、オペレーター型集落営

単に資格の継承対策にとどまらず、地域共通の課題と

農経営体、地域ぐるみ型集落営農経営体など）を明確

なる。 同時に、 正組合員資格の継承対策は企画総務

化するとともに、ベテラン農家、兼業農家、定年帰農
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て農を通じた地域づくりとし

【図】地域営農ビジョンの積み上げによるJA 地域農業戦略イメージ

て運動を進めていくことにあ

農業生産の拡大、農家組合員の所得向上、農を通じた豊かな地域づくり
実

る。 単に農地の「出し手 」

践

と「受け手」の話にはとどま

ＪＡ地域農業戦略
○○地域営農ビジョン
（支店単位・学校区単位）

ＪＡによる支援体制

集落営農の組織化
新規就農者支援

農を通じた地域づくり

○○地域営農
ビジョン
（複数集落単位）

○○地域営農
ビジョン
（１集落単位）

出資法人･ＪＡによる
農業経営

事業支援

担い手経営体への農地集積

多様な担い手の役割
個性ある産地づくり
活動支援

新たな担い手づくりと
農地フル活用対策

担い手経営体の明確化

ニーズに基づく
生産提案の充実

ＪＡ支店等を拠点に
行政等関係団体と連携した
ビジョン策定支援

ＪＡ生産販売戦略
米・麦・大豆
畜産・酪農
野菜・果樹
地域特産品目
担い手経営体への
重点的な事業提案・支援
多様な担い手の多面的

地域づくり支援

役割発揮に向けた支援

らず、 地域住民みんなが主
人公になるという協同組合
運動である。
こうした協同組合運動と
しての視点に立つと、 地域
営農ビジョンは、 地域の実
態に合わせてもっと多様性
が発揮されていい。 実際に
ＪＡ 全 中 の「地 域 営 農 ビ
ジョン大賞 」 注２） の実施要

【集落･地区】
農家組合員全員参加
による実践

行政・関係団体との
連携

部会等を通じた
参画

領（案）では、相当に多様な
地域営農ビジ ョンの姿＝類
型が想定されている。

出典：ＪＡ全中『地域営農ビジョン策定･実践強化全国運動関係資料』
、2012年

最も多いと想定される類
者など多様な担い手の役割を明確化する、③担い手経

型は①集落ぐるみで集落営農を組織化している「地域

営体を核として多様な担い手が連携し、地域の特色あ

ぐるみ型」と、②農家組合員から構成される地区営農

る産地づくりを図る、④地域営農ビジョン運動は農業

組合でビジョンを策定し、ビジョンに位置付けられた

振興にとどまらず、地域づくりとして位置付けるという、

経営体（認定農業者や集落営農、オペレーター組織

以上4点にある。

など）が農業経営を実践している「重層的組織（２階

その上で、こうした地域単位で、組合員自らが描い

建て型）
」であろう。この他に、集落を超えてより広域

た地域営農ビジョンを積み上げることで、ＪＡ全体の

の③ＪＡ営農センター単位、 支所支店単位での「
（広

地域農業戦略を描こうというボトムアップ型の取り組

域）重層的組織」も想定されている。

みが目標とされている（図参照）
。

8．地域営農ビジョン運動の多様性と自由度

さらには④「集出荷組織」や⑤「ネットワーク組織」
も対象として想定されている。④「集出荷組織」は、
例えば選果場単位でビジョンを策定することを想定し

全国の地域営農ビジョン運動の現場を見て回ると、

ており、園芸産地や果樹産地での取り組みが期待され

「地域農業の核となる担い手経営体 」を明確化し、そ

る。また、⑤「ネットワーク組織」では、農業者に限

こにいかに農地を集積するのか、という点が重視され

らず地域の商業、工業や行政など多様な地域の主体を

ているようであり、集落営農の組織化が相当に意識さ

含めて連絡協議会を構成し、地域農業と地域を振興す

れている事例が多く見られる。ありていに言えば「核

る取り組みも対象となる。この「ネットワーク組織」

となる担い手づくり」 集落営農の組織化に焦点が当て

型は、例えば６次産業化の取り組みや、農産物直売所

られているようである。

や農産物加工、 学校給食などの地域内連携の取り組

しかし、地域営農ビジョン運動は、単なる「核とな
る担い手づくり」 集落営農の組織化にとどまらない。
地域営農ビジョン運動のポイントは、組合員自らが話
し合い地域農業の振興について考えていくこと、そし

みなども想定される。
注 2）
「地域営農ビジョン大賞」とは、地域営農ビジョンの実践強化を目
指し、ビジョンの策定・実践に優れた取り組みをしている組織を顕彰す
るもの。ＪＡ全中が主催し、第１回は2013年度に実施している
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9．地域営農ビジョン運動の策定範囲

そこで、地域営農ビジョン運動のはじめの一歩とし

繰り返しになるが、地域営農ビジョン運動は単に集

て、農業集落やＪＡの基礎組織といった顔の見える範

落営農組織をつくる運動だけではないし、
「出し手」と

囲での「地域点検」から始めることを提案したい。
「地

「受け手 」を峻別する運動ではない。そして地域の範

域点検」とは、地域住民総出で、地域資源の再確認と

域を農業集落に限定する取り組みでもない。園芸産地

掘り起こしを行うワークショップである。分かりやすい

や果樹産地であれば、 農業集落の単位も重要な範域

例としては、東日本大震災を契機として全国各地で作

であるが、むしろ集出荷場単位や部会単位の方が話し

成が進められた手作りの「ハザードマップ」が挙げら

合いの単位として適当である地域も多いであろう。

れる。そこでは、高齢者や子どもの視点も含めて、地

米・麦・大豆などの土地利用型農業においても、販売

域住民総出で地域内の危険な場所や避難場所、 避難

戦略まで含めて地域農業を描くならば、集落単位に限

方法などの再確認を行い、それを地図に落とし込み、

らず、例えばカントリーエレベーターの単位などでの

みんなで確認する取り組みが行われている。
「ハザ ー

検討も必要になるかもしれない。地域づくりの観点か

ドマップ」作りは、行政が用意するケースも多いが、

らは、集落を超えた広域での対応、例えば小学校区や

危機に直面して住民自らが作ることに大きな意義があ

旧村など「小さな自治」の領域で幅広く検討すること

る。

を視野に入れてもよい。６次産業化の取り組み、農産

こうした「地域点検」は、地域づくりの手法の第一

物直売所や農産物加工などを考えれば、さらに広域の

歩としても進められている。それを地域営農ビジョン

取り組みも検討の対象となる。

運動にも生かしていこうということである。 地域の農

ただし、地域営農ビジョン運動は組合員の主体的な

家組合員自らが、地域の農地の状況を確認し、誰の農

取り組み・ 運動であることから、やはり話し合いの最

地か？ 誰が作っているのか？ 何を作っているの

小単位は顔の見える範域、すなわち農業集落が基礎的

か？ 将来は誰が作るのか？ということを確認する作

な単位となると考えられる。

業である。そこでは、組合員に限らず地域住民総出で

10．地域営農ビジョン運動のはじめの一歩

検討することが望ましいし、 可能な限り女性や子ども
など多様な主体の視点を織り込むことが求められる。

地域営農ビジョン運動は、実は相当に幅が広く、さ

女性の視点は、
「農業」のみの視点にとどまらず、
「消

らに奥の深い取り組みである。簡単に模式化すれば、

費」
「食材」
「料理」といった視点まで広がりを持つ。

①地域の組合員が、地域農業の実態と課題を踏まえて、
将来像を描き、②核となる担い手を軸に多様な担い手
が参加する地域農業の仕組みを組み立て、③生産から
販売まで含めた「産地づくり」を実践し、④各地域の
多様な取り組みを積み上げることでＪＡの地域農業戦
略を策定、実践するという筋道が見えてくる。
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いのか難しい」という声が聞こえてくる。

「子ども」の視点が入ると「教育」や「交流」の視点
も必要となる。

11．地域営農ビジョン運動を通じた継承対策
多少遠回りをしたが、ここでようやく正組合員資格
の継承対策と地域営農ビジョン運動が結び付く話に入

これまでは、それぞれの取り組み（担い手対策、組

る。地域営農ビジョン運動のはじめの一歩として「地

織化、 生産対策、 販売戦略など）は個別に対策が検

域点検 」に取り組むことで、
「農地 」を通じて将来の

討されてきた。しかし、地域営農ビジョン運動は、農

地域農業の姿が見えてくる。それぞれの農地の担い手

地の利用から始まり、組織化と生産、商品化と販売戦

は誰なのか、後継者はいるのか、10年後にこの農地は

略という一連のストーリーを、ボトムアップ型で実践

どうなっているのか、 組合員総出で点検することは、

するという総合的な取り組みを志向している。 それは

「いえ」と地域を単位とした組合員情報につながる。同

相当に戦略的な取り組みであり、 実際に現場からは

時に組合員自らが、みんなで点検する過程は、協同運

「地域営農ビジョン運動をどのように進めていったらい

動の第一歩として課題を共有する取り組みとなる。す
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なわち協同組合運動としてのＪＡづくり＝組織基盤の

戦略」は企画管理部門担当部署などを中心に進められ

再構築につながる。

ることが実態であろう。もちろん運動の中心、責任の

前号で、 組合員資格の継承対策に関わって、 組合
員情報の共有化、 具体的には後継者の情報を含めた
「戸（＝いえ）
」の情報の名寄せの必要性を説いた。そ

所在として専門的に担当部署が割り振られることは当
然である。
問題はこうした実践と運動を「何を目的として取り

こでは情報上のデータの名寄せのみに終わることなく、

組むのか」
「なんのためにやるのか」ということを読み

後継者の意向を含めた組合員意思の確認が求められ、

解くことができているか、 そして体系的に位置付けら

組合員の生の声を聴くことが重要である。

れているのかという点にあり、ＪＡの主体的な取り組

もちろん組合員資格の継承や「農地」の継承は、あ

みとその総合性＝運動に横串を入れることが求められ

くまで個人の意向であり、個人の情報であるから、そ

る。かつ、ＪＡの主体的な取り組みとその総合性を担

の取り扱いは法令を遵守しなければならないし、また

保するには、やはりＪＡトップが自分の言葉でその目

プライバシーに関わる繊細な内容であることから、慎

的と意義を語ることが求められるであろう。

重かつ丁寧な対応が求められる。この点は十分に留意
する必要がある。

そうした意味においては、喫緊の課題であろう正組
合員資格の継承問題を、それ単体として位置付けるの
ではなく、ＪＡづくり＝組織基盤の再構築といった視

12．運動に横串を入れる

点で横串を通して総合的に位置付けることが重要とな

今日、第26回ＪＡ全国大会の主題である「次代へつ

る。同時に、そこでは協同組合らしさが求められるこ

なぐ協同」に向けて、さまざまな実践と運動が進めら

とを忘れてはならない。正組合員資格の継承問題を、

れている。他方で、さまざまな実践と運動が、ＪＡの

単にＪＡの事業基盤としてのみ捉えるのではなく、 組

部署単位で縦割りの対応になっていないだろうか。

織基盤として組合員と役職員自らの課題として再確認

「地域営農ビジョン運動」は営農担当部署に、
「地域く

することが求められるであろう。

らし戦略」はくらしの活動など担当部署に、
「経営基盤
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食料・農業・農村

研究ノート
農村における再生可能エネルギーの生産・活用を考える

――バイオマスエネルギー活用の事例から
い

ず

み

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員● 和 泉

ま

り

真理
油のリサイクル」から、ドイツでの取り組みを参考に、

1．はじめに

菜種の生産から菜種油の生産、消費廃食油の回収から

現在の主要なエネルギー源である石油・石炭などの

石けんや軽油代替燃料への活用といった一連の資源循

化石燃料は限りがあるエネルギー資源であるのに対し、

環サイクルとしての菜の花プロジェクトに発展し、同

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、

様の取り組みは全国各地に広がっている。

一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資

秋田県において農業参入し、この菜の花プロジェク

源が枯渇しないエネルギーを、
「再生可能エネルギー」

トに取り組んでいるのが、
「秋田運送株式会社 」 であ

と呼ぶ。再生可能エネルギーは、地球温暖化防止対策

り、秋田運送の農業部門として独立した「農業生産法

として、あるいはエネルギーの枯渇を遅らせ日本のエ

人大地」である。

ネルギー自給率を上げるという点で評価されながらも、
なかなか普及が進まなかった。しかし、特に東日本大
震災と東京電力福島第一原子力発電所事故後は大きく

ジェクト
秋田市のトラック運送企業である秋田運送株式会社

関心を集めることになった。
2012年には電力事業における固定価格買取制度が

（以下、秋田運送）は、石原慎太郎東京都知事（当時）

始まり、企業によるメガソーラー発電、海上でのメガ

のディーゼル車規制をきっかけに耕作放棄地を活用し

風力発電プラントの建設などが進んでいる。

て菜の花を生産し、そこから食用油を生産し、そこで

しかし、農村における再生可能エネルギーの生産・

利用した廃油を回収・ 精製してバイオデ ィ ー ゼル

活用は、実は古くからの薪炭や水車の利用にさかのぼ

（BDF）を作って自社のトラックに使うという取り組み

ることができ、 本来、 農村の資源を活用したエネル

を始めた。この取り組みを始め、現在も主導している

ギーの地産地消であった。農村の活性化と結び付いた

秋田運送の石田哲治会長は、
「耕作放棄地に菜種を植

再生可能エネルギーの生産・活用とは、そのシステム

えて、美しい花を観賞し、おいしくて安全な油を食べ

の再生ではないだろうか。

て、その廃油をBDFにして自社で使う」という構想を

本稿では、農村のバイオマス資源を活用した再生可

実現するために、2008年に秋田県立大学と共同で、

能エネルギー生産・活用の事例を紹介し、そこから農

秋田港付近の秋田湾産業新拠点で菜の花の生育試験

村主体の再生可能エネルギーへの取り組みの可能性と

を行うところから始めた。
石田会長は秋田県内で菜の花栽培に取り組む生産

課題を検討してみたい。

2．耕作放棄地を活用した菜種生産――バイオディー
ゼル活用の取り組み（秋田県）
農村におけるバイオマスを原料とする再生可能エネ
ルギーの取り組みのなかでも、
「菜の花プロジェクト」

22

（1）秋田運送株式会社による農業参入と菜の花プロ

者や関係事業者が集まったNPO法人あきた菜の花
ネットワーク（以下、あきた菜の花ネットワーク）を立
ち上げ、NPO法人では、 菜の花の種の供給、 県統一
ブランドの菜種油の販売などを行っている。
２年前に、石田会長が理事長を務める「農業生産法

はかなり知られているものであろう。これは、もともと、

人大地」
（以下、大地）を設立して秋田運送で取り組

滋賀県での琵琶湖の水質改善のために始まった「廃食

んでいた農業関連事業を移管し、 現在では大地が耕
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【図 1】菜の花プロジェクトの仕組み

菜の花畑

ハチミツ･おひたし

油かす

農作業

食用油
グリセリン燃料
トラック･バス・
農機具の燃料

【写真】秋田運送の石田会長が乗るBDF100%車

消費

廃食油

回収

肥料・飼料

搾油

BDF処理

資料：NPO法人あきた菜の花ネットワークのパンフ
レットから

【写真】仙北市の元牧場だった120haの耕作放棄地を再生し、菜種とソ
バを作付けしている

作放棄地の経営やBDFの精製を行っている。91歳に
なっても非常に元気な石田会長は、 自らもBDF100%
で走る安全パトロール車に乗って現場を回っている。
（2）農業生産法人大地の取り組み

運送に手伝いを頼み、その逆もあるそうだ。
事業対象面積は拡大しているが、大地による菜種栽
培自体は、 連作障害への対応と、 菜種油の販路拡大
が進まないために、むしろ縮小気味だ。例えば、調査

2011年５月に設立されたばかりの大地だが、 秋田

時に視察した大仙市の３haの農地も、当初２年間は菜

運送時代からの耕作放棄地を再生し、菜の花やソバな

の花を作付けしていたが、３年目の今年はソバが作付

どを栽培する事業は着実に拡大してきている。2013年

けされている。 昨年から取り組んでいる仙北市の120

時点で菜の花を栽培しているのは、十和田湖西側の小

haの元牧場では、菜の花を作付けしたが冬の寒さのた

坂町での35haだが、この他、大仙市、仙北市、横手

めに育たなかったそうだが、播種時期の工夫などで再

市でも耕作放棄地であった所での農業経営や農地再

びチャレンジする予定だそうだ。

生事業を行っている。2012年からは、 仙北市の元公

このような大地の経営は、耕作放棄地再生利用交付

営牧場であった広大な放棄地のうち120haの再生・菜

金や戸別所得補償制度（現・経営所得安定対策 ）に

種とソバの作付けに取り組んでいるところである。 こ

基づく助成に大きく依存しており、所有する大型機械

のような大規模面積での農地再生事業、 農業経営に

を活用した農地再生事業を進めつつも、今後は、農産

対応するため、大地は大型のトラクターやそれを運ぶ

物の販路を安定させ、農業経営全体としての安定化が

トレーラーなどの大型農業機械を次々とそろえている

課題となっている。

ところだ。
現在の大地の社員は正社員８人、非常勤２人である。
正社員の８人のうち秋田運送からは石田会長に加えて

（3）菜種の搾油施設とBDF精製施設
秋田運送の取り組む菜の花プロジェクトの構想では、

定年退職者など３人、あきた菜の花ネットワーク出身

大地が生産する菜種を自ら搾油し、菜種油として使っ

の社員も１人いる。 大地で人員が足りないときは秋田

てもらい、廃油を回収して、BDFを精製し、自社のト
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︻写真︼大地が生産している菜種油

ここのBDF精製方法はメタノールと苛性カリを加え
て反応させ、BDFとグリセリンを分離するもの。BDF
の純度を上げるために、温度管理や濾過など試行錯誤
しつつ取り組んでいる。
BDF精製事業が直面する大きな課題は、もともと自
社のトラ ッ クで使う目的で始めたBDF生産だが、 ト
ラックのエンジンが変わり、新しいエンジンはBDFに
対応できなくなったため、BDFの需要が減っているこ

ラックに用いる、という流れになっている。
このうち菜種の搾油施設は、秋田運送本社の脇に置

あるが、車がハイブリッドなどエコカー仕様になるに

かれた貨物用コンテナ１個の中にある。搾油機械のほ

つれ、 エンジンが繊細になり、BDFを使うと詰まりや

とんどは、秋田運送のグループ企業で車体製作や改造

すくなってしまう。ドイツのメルセデス・ベンツ株式会

を行う秋田車体株式会社製とのことで、試行錯誤しな

社は、BDF100％使用のトラックを造っているそうで、

がら設備を手作りしてきた。

これを導入することも検討したが、修理・部品調達に

このコンテナのなかの搾油施設は2010年から稼働
している。処理能力は１日菜種100kgで、菜種の重量
の３割程度が油になる。作業工程としては、菜種を加

問題があり実現しなかったそうだ。
BDF精製をめぐるもう１つの課題として、 精製過程
で生産されるグリセリンの処理も問題となっている。

温して搾油した後、濾過し、火入れして冷まし、さら

トラック運送企業である秋田運送による菜の花プロ

に濾過した後に瓶詰めする。275gの菜種油の瓶が１日

ジェクトへの取り組みは、大型機械を使っての耕作放

200本生産できる。

棄地再生事業と、自社トラックでのBDF活用という側

菜種は保存できるので、この搾油施設は年中稼働し

面において、このシステムでの有利さがある。しかし、

ている。また、出てくる菜種かすは、大潟村の有機農

現時点では、菜の花油の販路、BDFの販路といずれも

業生産者が引き取っている。

出口の難しさから、伸び悩んでいる様がうかがえた。

問題は、このようにして作られた菜種油の販路であ

特にエコカーの広がりがBDF需要の減退を招いてい

る。あきた菜の花ネットワークのメンバーによる秋田

るという状況は、同じ「エコ」の取り組みがつぶし合

県産菜種100%の菜種油は、 統一された275g瓶で道

うような皮肉な結果といえよう。 菜種油の消費も、一

の駅や土産物店などで売られているが、１瓶630円も

部の生協で産地と連携して需要拡大に取り組む例も見

するため、なかなか需要が拡大しない。大地が作る菜

られるが、菜の花プロジェクトの全国的な広がりの割

種油についても、 知り合いのレストランなどで試用し

には消費者にそれが届いていないように感じられた。

てもらっているが、 天ぷら用としては味が濃すぎると
いわれている。
他方、BDFの精製施設は大地の事務所に隣接した
農業機械倉庫の一角と、敷地に置かれた古い貨車とに

3．間伐材などを使った木質ペレット活用の取り組み
（京都府）
木質ペレットは丸太、樹皮、枝葉など木質バイオマ
スを原料につくられ、木材工場から排出する樹皮、お

分かれて設置されている。
廃油は多くは無料で、週１回、６〜７カ所を回って

が粉、端材などの残・廃材を活用するのが一般的だ。

回収しており、使用量の多い飲食店など、週に２度回

これらの原料を細かい顆粒状まで砕き、それを圧縮し

収している所もある。この他、役所、コミュニティー

て、長さ１〜２㎝、直径６〜 12㎜の棒状に固めて成形

センター、道の駅などへは、電話による依頼に応じて

したものがペレットである注2）。

回収に行っており、 全体で月500ℓ程度を回収してい
る

。

注１）
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注1）菜種油の廃油だけではなく、その他の廃油も回収している
注2）一般社団法人日本木質ペレット協会のウェブサイトから
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木質ペレットは、成分は木材と変わらないが、木材

木材を使えばよいのにと考え、修士論文のテーマに木

そのものに比べてペレットに成形するときに原料を凝

質バイオマスの推進を選んだ。その後、環境関連のコ

縮させる分、熱量が大きい。また、大きさが均一で小

ンサル企業で働く傍ら、NPO活動も行っていたが、こ

型なので軽く取り扱いやすい、品質が安定していて燃

のNPO活動を仕事にしようと2006年にHibanaを設立

焼効率が良いといった利点を持つ。

した。

間伐材を使った木質ペレットの普及により、再生可

松田さんが目指すのは、地域の資源を地域で使う、

能エネルギー利用の推進と林業振興とを両立できない

地域の木材を、木として、エネルギーとして使う社会

か。 京都の「株式会社Hibana」 はそのような発想か

だ。松田さん自身も木が大好きなので、持ち物はでき

ら木質ペレットストーブの普及啓発に取り組んでいる。

るだけ木製のものにし、自宅で使うエネルギーも薪、
炭、ペレットだそうだ。

（1）京都市の株式会社Hibanaの活動

Hibanaの事業の主体は、 木質エネルギ ーに関する

京都市で木質ペレットストーブの普及啓発や販売を

コンサルティングや企画・イベント事業であり、顧客

行っている株式会社Hibana（以下、Hibana）は、京都

は自治体、研究所、企業（ペレットメーカー、薪、炭

市の寺町通りの町家が事務所である。 ここはHibana

焼き、シイタケ組合など）である。京都市から木質ペ

の事務所であるとともに、
「ヒノコ」という木質ペレッ

レット普及啓発業務の委託を受けてから事業量が増え

トのアンテナショップという２つの性格を持つ。ヒノコ

た。スタッフはパート職員も含めて８人である。

は京都林業女子会など２〜３団体の林業関連のNPO

Hibanaはペレットストーブや木質ペレットなどの販

の事務所にもなっている。建物の１階はショールーム

売も行っているが、こちらの実績はまだ少なく、今後

で、木質ペレットストーブの他、アーティストのデザ

強化していきたいとのことだった。

インによる木製品や、炭、薪などが置かれている。
Hibanaの経営者は松田直子さんという若い女性だ。

（2）京都市における木質ペレット普及の取り組み状況

松田さんは、小さいころから山が好きだったそうだが、

『森林・ 林業白書（平成24年版 ）
』によれば、国内

大学で国際協力のサークルに入って熱帯林に関する活

の木質ペレットの生産量は、2002年の「バイオマス・

動を行った。 大学院時代にはNGOの調査として熱帯

ニッポン総合戦略」の策定などを契機に大幅に増加し

林に行っていたが、そのなかで、なぜ日本の７割は森

。ペレットボイラーやペレットストーブの
ている（図2）

林なのに、木材の８割も輸入するのか、もっと日本の
に展示されているピンクの豚は木質ペレット用のバーベキューグリル

︻写真︼京都市寺町通りの株式会社Hibana／ヒノコの事務所︒外

【図 2】国内の木質ペレットの生産量の推移
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資料：林野庁木材利用課調べ（平成22〈2010〉年は林野庁「特用林産基礎資料」）
出典：農林水産省『森林・林業白書（平成24年版）』
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導入に対して助成を行っている自治体も増えているな

ネルギーは難しいと感じている。年配の人は昔の薪炭

か、京都市も、2010年度、市内に年間ペレット生産

の大変だった経験や、昔の効率の悪いダルマストーブ

量3500ｔの工場建設を全額（２億5000万円）助成し、

のイメージを抱き続けているし、若い人はそもそも木

木質ペレット化事業に乗り出すとともに、京都市内産

質エネルギーについて知らない。木質エネルギーを楽

の木質ペレットを使ったペレットストーブ、ペレットボ

しめる人はアウトドア派など少数である。 近年消費者

イラーの導入に対して、導入費用の３分の１を助成し

は、国産や地域産のものを食べるということへの関心

ている。この背景には、北山杉などとしても有名な京

は高まってきているが、エネルギーへの関心はまだま

都市の森林が、 林業者の高齢化や木材需要の減少の

だ、と松田さんは語る。

なかで、手が入らず荒廃が進んでいることがある。

このような現状において、木質ペレットストーブの

現在京都市で京都産の木材を使った木質ペレットを

普及に必要なのは、まず木質ペレットストーブについ

生産しているのが「森の力京都株式会社」である。こ

て知ってもらうことである。建築事務所や工務店など

のペレット工場は京都市が環境省の100%補助で造り、

のプロでさえも木質ストーブについて知らない場合も

「森の力 」に運営を委託しているものだ。間伐材に加

あり、客に言われてHibanaに来るのだそうだ。

えて、製材として売れないものや端材、おがくずを活

木質ペレットストーブは、新しい分野であり、法的

用するとともに、ペレットストーブやボイラーの普及が

制度の整備も遅れている。木質ペレットについては、

進んでいることもあり、
「森の力」の経営は３年目の現

自主規格ができ、国でも規格の統一に向け少しずつ前

在ようやく軌道に乗りつつあるそうだ。

進しているが、木質ペレットストーブ自体の規格はな

このようにペレットそのものは十分な供給力があり、

い。消防署が木質ペレットストーブについて知らず撤

ペレットストーブの利用者も徐々に増えているなかで

去を求められたことがあるとか、建築関係者も知識が

課題となっているのが、ペレットの販売・配送である。

なく薪ストーブに近いと思っているなど、制度・知識

京都市内でペレ ッ ト販売をしているのは、 ４年前は

ともこれからの分野である。また、ストーブはメンテナ

Hibanaだけであったが、 現在では地元の工務店や建

ンスが必要であり、Hibanaもメンテナンスを行ってい

築事務所、薪販売店、NPO法人など15軒に増えている。

るが、この分野での人材育成も課題である。

Hibanaが京都市やペレ ット工場と協力して増やす努

一方、木質ペレットを活用した再生可能エネルギー

の「欲しい時に配達してほしい」といったニーズに応
えられるようにしたいと考えている。
（3）木質ペレット普及の課題と展望
木質ペレットストーブを使う場合のペレットの値段
は10㎏450円。１㎏で約５時間使える。燃料コストは
１シーズン１万2000円程度であり、ランニングコスト
としては石油ストーブよりも安い。また、木質ペレット
ストーブの設置のためには排気口はいるが、煙突はい
らないので、町中の家に設置しやすいというメリットも
ある。
ヒノコのアンテナショップなどを通じて、木質ペレッ
トストーブのこのような利点をアピールしている松田さ
んは、消費者は木製のものには入りやすいが、木質エ

26
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ペレットを入れておけば︑自動的に供給される

レット供給のネットワークを密にすることで、ユーザー

︻写真︼ヒノコに展示されている木質ペレットストーブ︒後ろのペレット投入口に

力を続けてきた結果だが、もっと販売店を増やし、ペ

食料・農業・農村
の活用、エネルギーの地産地消、林業の振興という観

した再生可能エネルギーへの取り組み事例を紹介した。

点でいえば、家庭での木質ペレットストーブの普及も

自民党政権が原子力発電に前向きであり、再生可能エ

さることながら、スーパー銭湯や特別養護老人ホーム

ネルギーをめぐる政策の行方は不透明な部分も多いが、

などの大口需要がペレット需要にとって重要である。

農村での再生可能エネルギーへの取り組みは、エネル

石油価格が上がるなか、農家の使う農業ボイラーで木

ギー政策の動きとは別に、エネルギーの生産と使用を

質ペレットを使う動きもある。Hibanaとしても商工会

通じた農村の活性化という意味で、食の地産地消と同

議所にアンケートし、ペレットボイラーに関心のありそ

様の意義があるのではないだろうか。

うな事業者に説明に行くなどして、大口需要の発掘に
努めている。

バイオマス資源は農村の身近に見つけやすく、また、
太陽光や風力に比べて出力が安定しているという利点

薪ストーブに興味を持つ人は圧倒的に男性が多いの

はあるが、資源は浅く広く存在する上、本稿の２事例

に対し、木質ペレットストーブに関心を持つのは圧倒

に見るように、電気事業以外の活用のためには、それ

的に女性が多いそうだ。年代としては、子どもに火を

をうまく活用するシステムを構築する必要がある。

見せたい若い家族と子どもが巣立ったあとの年配の層

システム構築に必要なことは、まずは再生可能エネ

に分かれるという。エネルギー関係者はとりわけ男性

ルギーや循環型社会についての知識の普及、その上で

が多いが、木質ペレットストーブとそれをめぐるエネ

の需要・消費の喚起、それを支える規格や助成などの

ルギー問題や林業の問題をもっと女性に発信していき

制度、新しいエネルギーを活用するための研究開発で

たい、と松田さんは熱く語った。

あろう。何よりも、本稿で紹介した事例でも見られる

4．農村における地産地消、食とエネルギーと
昨今、再生可能エネルギーというと、電気事業に偏

ように、地域内の多様な事業者や行政などによる連携
の広がりが、再生可能エネルギーの生産・活用システ
ムを安定化させていく。

りがちだ。また、2012年には電力事業における固定価

食の地産地消同様、 農村における再生可能エネル

格買取制度が始まり、企業によるメガソーラー発電、

ギーの生産・活用のためのシステムの構築自体が地域

メガ風力発電プラントの建設などが進んでいる。この

の活性化のきっかけとなり得るのである。

ようなプロジェクトは農村から都市にエネルギーを運
ぼうとするもので、農村は土地を提供するだけのケー
スが多い。

【参考・引用文献】
・農政ジャーナリストの会編『バイオマスが拓く農業の可能性』
（日本農
業の動き№152）農林統計協会、2005年

本稿では、農山村の資源を活用した地産地消という
視点から、電気事業ではない２つのバイオマスを活用

・農政ジャーナリストの会編『再生可能エネルギーは農村を変えるか』
（日
本農業の動き№180）農林統計協会、2013年
・農林水産省『森林・林業白書（平成24年版）
』
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研究ノート
全市区町村アンケートによる

地域運営組織の設置・運営状況に関する全国的傾向の把握
さ か も と

全国町村会 総務部調査室長● 坂 本

まこと

こ

誠

ばやし

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林
つ つ

い

鳥取大学 地域学部 准教授● 筒 井

か ず の ぶ

はじめ

元

一伸

1．はじめに―― 調査の背景と目的
人口減・ 高齢化・ 混住化に伴う従来の地縁組織の

スや地域活動を集めた『小さな拠点』の形成とアクセ
ス手段の確保を図ること」注４）を目指すとしている。

形骸化や市町村合併に伴う「住民自治」の空洞化など

農林水産省は、2013年度にスタ ートした都市農村

地域を取り巻く課題への対応策の１つとして、近年、

共生・ 対流総合対策交付金において集落連携推進対

（昭和／平成）合併前の旧市町村や小学校区など従来

策の項目を設け、おおむね小学校区以上の規模で集落

の地縁組織を超える範域を基盤とする「地域運営組

が他の集落、市町村、ＮＰＯなどの多様な主体と連携

織」を設立し、広域的な地域マネジメントの枠組みを

して形成する集落連合体を支援するとしている。

構築する取り組みに注目が集まっている。
広島県安芸高田市川根地区では、1970年代から昭
和合併前の旧村・ 小学校区単位に地区内全世帯が参

いくつかの都道府県でも地域運営組織を政策化しよ
うとする動きが見られる。
山口県では、中山間地域振興策の指針として定めた

加する地域運営組織が設立され、現在では農地保全、

「中山間地域づくりビジョン」のなかで、集落機能の低

生活交通・商店・ガソリンスタンドの運営、地域活性

下などへの対応のために、複数集落が支え合う新たな

化施設の運営、特産品の加工販売など多岐にわたる活

地域コミュニティー組織（
「手づくり自治区」
）づくりを

動を展開している

。

対策の基本プロジェクトとして位置付けている。

注１）

「平成の合併 」を一気に加速させたとされる「西尾

高知県では、2011年度より、 旧小学校区単位での

が議論されたことで知られる第27次地方制

集落連携により、
「集落活動センター」を拠点とした地

私案」

注２）

度調査会は、 川根地区の取り組みを現地視察し、
「住
民自治の強化を図るとともに、行政と住民が相互に連
携し、ともに担い手となって地域の潜在力を発揮する
仕組みをつくっていくため、基礎自治体内の一定の区
域を単位とする地域自治組織 」 注３） を設置できるよう
にすべきであると答申した。この答申が現在の地域自
治区・合併特例区制度につながったとされる。
自治行政だけでなく、国土政策・農林水産政策の分
野においても地域コミュニティーを政策の俎上に載せ
る動きが盛んである。
における「小さな拠点 」 形成推進費を計上し、
「人口
減少・ 高齢化が進む集落が複数集まる地域（小学校
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域の維持再生の仕組みづくりに取り組んでいる。
しかし、以上のように地域運営組織に対する注目が
注 1）坂本誠「鳥取県における中山間地域集落問題と対応策の検討 」
『TORCレポート』No.30、2007年、92 〜 115ページ
（http://www.kankyo-u.ac.jp/f/innovation/torc̲report/report30/30sakamoto.pdf）
注2）2002年11月に地方制度調査会専門小委員会において西尾勝副会
長（当時・国際基督教大学教授）が提出した討議資料のこと。市町村合
併の強力な推進を掲げ、合併に至らなかった小規模自治体については、
事務の一部を都道府県や周辺の自治体に委ねることを検討するとした内
容が盛り込まれ、市町村に大きな衝撃を与えた。これを機に合併を選択
した市町村も少なくないとされる

例えば国土交通省では、2013年度予算に集落地域

28

区等）において、買い物や医療・福祉等の生活サービ

注 3）第27次地方制度調査会「
『今後の地方自治制度のあり方に関する
答申』
（平成15年11月13日）の概要について（資料1-2）
」
、４ページ
注 4）国土交通省「集落地域における『小さな拠点』づくりに係る国の関
連施策（平成25年３月末現在）
」
、１ページ
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集まる一方で、地域運営組織の設置・運営状況につい

【図 1】地域運営組織設置市区町村の割合（都道府県別）

ては、個別のケーススタディーは少なくないものの、
全国を俯瞰した把握・分析はこれまで十分に行われて
こなかった。
そこで筆者らは共同で全市区町村を対象に郵送によ
るアンケートを配布し、各市区町村における「地域運
営組織」の設置・運営状況を調査した。調査の概要は
以下のとおりである。調査に際しては各市区町村の皆

20％未満
20％以上30％未満
30％以上40％未満
40％以上50％未満
50％以上

さまに、お忙しいなか時間を割いてご協力いただいた。
この場を借りて心から感謝申し上げたい。
※調査概要
〇調査対象：2012年11月1日時点の全市区町村（788
市・747町・184村＋東京23区）
のコミュ
ニティーに関する担当者宛に送付
送／ 2012年11月16日

図1は都道府県ごとに地域運営組織の設置市区町村

最終締め切り／ 2013年３月31日

の割合を示したものだが、 中国地方の他、 岩手・ 宮

〇調査期間：発

〇回答数：1294市区町村（回収率74.3％）

城・新潟・福井・兵庫・大分の各県で設置が進む一

※なお、本調査において「地域運営組織」とは、地方

方、首都圏や近畿南部および北海道・沖縄県ではあま

自治法もしくは合併特例法に基づいて設置された地域

り設置されていない。

自治区・合併特例区、ならびに校区あるいは旧町村な

この背景には、都道府県ごとの「平成の合併」の進

どの一定の区域に設置された、地域課題の解決やまち

捗状況の違いが影響していると考えられる。 図2を見

づくりなどを行っているほぼ全世帯を構成員とする組

ると、市町村減少率が高い（合併が進んだ）都道府県

織を指すものとする。

ほど地域運営組織の設置率が高くなっている。図3の
ように「平成の合併」期に合併した市町村と合併しな
かった市区町村で比較すると、地域自治区・合併特例

2．調査結果の概要

区を除いても、設置率に２倍以上の開きがある。

（1）全般的な状況

各市区町村における地域運営組織の設置時期（市

①地域運営組織の設置状況――「平成の合併」の影響
本設問について有効回答のあった1290市区町村の

区町村で地域運営組織が最初に設置された年 ）を見
、
「平成の合併」期に合併した市町村では、
ても（図4）

うち372市区町村にて、地域運営組織の設置が見られ

合併以降に地域運営組織の設置が急速に進んだことが

。うち、地域自治区・合併特例区のみを設置
た（表1）

分かる。ただし、合併をしていない市区町村でも2000

しているのは19市町であり、約５％にとどまる。地域

年代以降に地域運営組織の設置が進んでおり、この背

運営組織のほとんどは地方自治法や合併特例法によら

景については本論の後半であらためて考察したい。

ない組織と考えてよい。

地域運営組織の設置エリアと既存の地域単位との重
、合併の有無にかかわらず、６割
なりを見ると（図5）

【表 1】地域運営組織の設置状況（市区町村数）

地域運営組織
の有無

全体
あり
なし

地域自治区・合併特例区の有無
全体
あり
なし
1,290
38
1,252
353
19
334
937
19
918

の市区町村で小学校区に依拠して地域運営組織が設
置されているが、
「平成の合併 」 期に合併した市町村
では、 昭和／平成合併前の旧市町村単位での設置も
少なくない。
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【図 2】
「平成の合併」期の市町村減少率と地域運営組織の設置率の比較
80
（％）

地域運営 組 織 の 設 置 率 ︵ 地 域 自 治 区 ・ 合 併 特 例 区 を 含 む ︶
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市町村減少率（1999年３月末→2010年３月末）

【図 3】地域運営組織を設置した市区町村の割合（合併の有
無別）
2.9%
28.0%

全体

0

平成合併前の旧市町村

42.3%

合併をしなかった自治体

小学校区
公民館

20.2%
10

2001年以降に合併をした自治体

昭和合併前の旧市町村

合併した 8.3%
合併していない

【図 5】地域運営組織の設置単位（合併の有無別／複数回答）

20

30

地域自治区・合併特例区

40

50

その他の地域運営組織

60

財産区

（％）

その他

【図 4】地域運営組織の設置時期（市区町村で地域運営組織
が最初に設置された年―合併の有無別）
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80

（％）

【図 6】地域運営組織に対する行政の支援内容（合併の有無
別／複数回答）

1969年以前
1970〜74年
2001年以降に合併をした自治体
合併をしなかった自治体

1975〜79年

補助金・交付金

1980〜84年
2001年以降に合併をした自治体

公共施設の
管理委託

1985〜89年

合併をしなかった自治体

1990〜94年
職員の派遣

1995〜99年
2000〜04年

その他

2005〜09年
0

2010〜13年
0

10

20

30

40

40

60

80

100

（％）

50

（％）

おいて、
補助金・交付金を手当てしていることが分かる。

②地域運営組織の活動状況

30

20

地域運営組織に対する行政の支援内容（図6）を見

また、地域運営組織の活動内容（図7）を見ると、

ると、合併の有無にかかわらず、約９割の市区町村に

イベントの運営（全市区町村中91.3 ％）
、 環境保全活
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食料・農業・農村
【図 7】地域運営組織の活動内容（合併の有無別／複数回答）
地域づくり計画の策定

【表 2】人口密度ごとの人口密度・人口・人口減少率・高齢
化率の傾向（合併の有無による分類）
全市区町村
人口 密 度
︵人／ ㎢︶

行政からの諮問
伝統文化の保存伝承
環境保全活動

100 人未満
100 人以上
500 人未満
500 人以上

「平成の合併」期に合
併した市町村

防災・交通安全活動

人口密度
︵人／ ㎢︶

生活支援
福祉活動
2001 年以降に合併をした自治体
合併をしなかった自治体
全体

経済活性化

人口密度
︵人／ ㎢︶

都市農村交流
イベントの運営

人口

41.7 人 / ㎢

人口減少率
（2005 − 2010）

高齢化率

14,330 人

− 6.2% 31.6%

236.9 人 / ㎢

52,015 人

− 2.7% 25.9%

1,831.6 人 / ㎢

170,157 人

1.8% 21.3%

人口密度

人口

人口減少率
（2005 − 2010）

高齢化率

100 人未満

54.1 人 / ㎢

28,820 人

− 5.9% 31.6%

100 人以上
500 人未満

234.5 人 / ㎢

76,578 人

− 2.7% 26.0%

500 人以上

1,119.3 人 / ㎢

251,114 人

0.8% 22.0%

「平成の合併」期に合
併しなかった市区町村

農林業支援

人口密度

人口密度

人口

人口減少率
（2005 − 2010）

高齢化率

100 人未満

28.8 人 / ㎢

7,190 人

− 6.9% 31.7%

100 人以上
500 人未満

243.8 人 / ㎢

28,014 人

− 2.7% 25.6%

500 人以上

2,735.7 人 / ㎢

145,753 人

2.4% 20.9%

資料：
『2010年国勢調査』および『全国都道府県市区町村別面積調』（国土地理院）を
0

20

40

60

80

100

（％）

基に筆者作成

動（同89.0％）
、防災・交通安全活動（同84.9％）が

（2005年からの５年間）
・高齢化率の平均を示した表2

トップ３を占め、伝統文化の保存伝承（同64.4 ％）
、

によれば、地域類型による差異は、
「平成の合併 」期

福祉活動（同63.0 ％）
、 地域づくり計画の策定（同

に合併しなかった市区町村において、より顕著に現れ

62.1％）が続く。

る。
「平成の合併 」では都市自治体が周辺の農山村と

「平成の合併 」期に合併した市町村と合併しなかっ
た市区町村とで比較すると、合併した市町村の方が活

合併したケースが多いため、地域類型における性格が
曖昧になったものと考えられる。

動分野に広がりが見られる。特に都市農村交流、生活

そこで、 以下では、
「平成の合併 」 期に合併しな

支援、農林業支援、行政からの諮問の４項目は、全体

かった市区町村に絞って、人口密度を基準とした地域

では決して回答は多くないが（順に27.4％、19.6％、

類型区分に基づいて分析を行うこととする。

19.6 ％、14.6 ％）
、 合併した市町村と合併しなかった

人口密度100人／㎢未満の市町村は、人口減・高齢

市区町村とで回答率に1.5倍〜２倍以上の開きがあっ

化が進む山村の人口１万人未満の市町村を表象してい

た（合併した市町村の方が多い）項目でもある。合併

るといえる。次いで、人口密度100人／㎢以上500人

を機に、これまで行政が担ってきた役割を、地域運営

／㎢未満の市町村は、 平均人口が2万8000人と、 小

組織によって補完しようという動きが反映されたもの

規模市・町の性格を示しているといえる。さらに人口

と見ることができよう。

密度500人／㎢以上の市区町村は、人口はなお増加中
で高齢化率も低く、都市的地域を表象しているといえ

（2）地域類型に基づく分析――都市・農山村地域に
よる違い
本節では、 地域類型による地域運営組織の設置状
況ならびに活動状況の違いについて分析する。
①地域類型区分の基準

る。
②地域運営組織の設置状況
図8のように、地域運営組織の設置状況について、
人口密度区分の違いによる有意な差は見られない。
しかし、地域運営組織の設置時期（図9）を見ると、

本論では、 農林統計における農業地域類型の基準

人口密度区分による差異が検出される。人口密度500

指標に人口密度が用いられていることを参考に、地域

人／㎢以上の都市的地域では、1980年前後から設置

類型を区分する指標として人口密度を採用した。

が始まっている。この時期は、現在と同様にコミュニ

人口密度区分ごとに、人口密度・人口・人口減少率

ティーに関する議論や施策の導入が盛んに行われた時
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【図 8】地域運営組織の設置率（人口密度区分による比較）
全体

3.4
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100人以上
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平成合併前の
旧市町村

25.6
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旧市町村

31.8

1.1

500人以上

25.7

0

小学校区

10
地域自治区・合併特例区

【図 10】地域運営組織の設置単位（人口密度区分による比
較／複数回答）

20

30

その他の地域運営組織

40

（％）

公民館

【図 9】地域運営組織の設置時期（市区町村で地域運営組織
が最初に設置された年―人口密度区分による比較）

財産区
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1975〜79年

【表 3】地域運営組織の設置エリアの平均面積算出の試み

1980〜84年

「平成の合併」期に
合併しなかった
市区町村

1985〜89年
1990〜94年

人口密度
︵人／ ㎢︶

1995〜99年
100人／㎢未満
100〜499人／㎢
500人／㎢以上

2000〜04年
2005〜09年

B

A／B

1,374

43.5

31.6

100 人以上
500 人未満

3,968

272.2

14.6

500 人以上

10,929

2,061.1

5.3

基に筆者作成

10

20

30

40
（％）

人口密度100人／㎢以上500人／㎢未満では約4000

代であり、小田切徳美明治大学教授はこの時期のこと

人、人口密度500人／㎢以上では約1万1000人となっ

を「第１次コミュニティブーム」と呼んでいる注５）。す

ている。大雑把な計算ではあるが、この数字を該当市

なわち、
「第１次コミュニティブーム」を機に、都市的

区町村の平均人口密度で割り算すると、地域運営組織

地域において地域運営組織の設置が進んだことを示し

設置エリアの面積規模は、人口密度100人／㎢未満で

ているといえよう。一方、人口密度500人／㎢未満の

は約30㎢（５〜６㎞四方 ）
、人口密度100人／㎢以上

農山村地域では、2000年代に入ってから設置が本格

500人／㎢未満では約15㎢（約４㎞四方）
、人口密度

化する。この時期は、人口減・高齢化による地域の疲

500人／㎢以上では約5㎢（２〜３㎞四方 ）という計

弊が顕在化した時期であり、こうした課題への対応と

算になる。

して地域運営組織の設置が進んだ可能性が指摘され

④地域運営組織の活動状況
地域運営組織の活動内容（図11） について、 地域

る。

類型による差が見られるのは伝統文化の保存伝承・生

③地域運営組織の設置単位
地域運営組織の設置エリアと重なる既存の地域単位

活支援・経済活性化・農林業支援・都市農村交流に

（図10）に関する回答を見ると、いずれの人口密度区

関する活動であり、いずれの項目も、都市的地域にお

分でも小学校区との回答が最多であり、人口密度500

いて少なく、人口密度500人／㎢未満の農山村地域に

人／㎢以上の都市的地域では圧倒的多数を占めるが、

おいて多い。こうした回答結果は地域類型による地域

人口密度100人／㎢未満の市町村では、昭和合併前の

課題の違いを如実に反映したものと見ることができる。

旧市町村との回答も少なくなく、 小学校区との回答に

すなわち、農山村地域では都市部に比べて生活（くら

ほぼ肩を並べる。
地域運営組織の設置エリアの人口規模（表3）を見
ると、 人口密度100人／㎢未満では平均約1400人、

32
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100 人未満

資料：
『2010年国勢調査』および『全国都道府県市区町村別面積調』（国土地理院）を

2010〜13年
0

組織設置エリアの 該当市区町村の平均 組織設置エリアの
平均人口（人） 人口密度（人／㎢） 平均面積（㎢）
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注 5）小田切徳美「第２次コミュニティブーム」
『町村週報』第2605号
（2007年6月29日号）
、
（http://www.zck.or.jp/column/odagiri/2605.
htm）
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【図 11】地域運営組織の活動内容（人口密度区分による比
較／複数回答）
地域づくり計画の策定

る行政機能や住民自治を補完するために地域運営組織
の設置が進んだと考えられる。第２に、
「平成の合併」
期に合併していない市町村でも2000年代に設置が多

行政からの諮問

く見られることから、人口減・ 高齢化による地域の疲

伝統文化の保存伝承

弊を背景として設置が進んだと考えられる。

環境保全活動

組織の活動状況については、 地域類型の影響が顕

防災・交通安全活動

著に見られた。都市的地域の地域運営組織ではイベン

生活支援
100人／㎢未満
100〜499人／㎢
500人／㎢以上

福祉活動

ト・防災安全・環境保全などが活動の中心だが、農山

経済活性化

村地域に設置された地域運営組織では生活（くらし）
・

農林業支援
都市農村交流

経済分野にも活動を展開している。また、市町村合併

イベントの運営

の有無によっても、活動内容に若干の差異が見られた。
0

20

40
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100

（％）

本論では集計結果の分析をベ ー スに地域運営組織
の設置・運営状況について概括的に報告したが、アン

し）
・経済に関するニーズが多く、それを受けて、当該

ケートを通じて各市区町村から寄せられたおのおのの

地域の地域運営組織は生活・ 経済分野にも活動を展

地域運営組織の情報をつぶさに見れば実に多種多様

開しているものと考えられる。

である。はじめに述べたように自治行政のみならず国

3．まとめ

土政策・農林水産政策などさまざまな分野において、
地域コミュニティーを政策の俎上に載せる動きが盛ん

地域運営組織の設置は、都市的地域では1980年前

だが、地域運営組織に関する取り組み１つとっても、

後の「第１次コミュニティブ ー ム 」 期に設置された

地域を取り巻く状況に応じて設置・活動実態は多様で

ケースも少なくないものの、全体的な傾向としては

あり、コミュニティーに関する政策は全国一律に考え

2000年代から急速に設置が進んでいる。

るのではなく、それぞれの地域の実態を踏まえて考え

この背景には、第１に「平成の合併」の影響が指摘
される。すなわち、合併を契機に、空洞化の恐れがあ

ていく必要があることを指摘して、 本論の結語とした
い。
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研究ノート
建設企業の農業経営の展開方向

――独自加工・販売も含めた農業経営の取り組み
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
形県鶴岡市に所在する建設企業であり、子会社の農業

1．はじめに

生産法人K法人を設立することで農業参入を行ってい

本報告は、 建設企業の農業参入および農業経営の

る。また、当初計画していた農業部門の展開が困難と

展開について報告するものである。また、
『ＪＣ総研レ

なったケースでもある。いわば、当初の計画・目論見

ポ ート』
（2013年夏号、VOL.26）における拙稿「農

どおりに農業参入および農業の事業展開ができなかっ

地リ ー ス制度による農業参入企業の経営展開と撤退

たものの、積極的に経営改善に取り組み、継続的な農

――鹿児島県南さつま市の事例から」の続編に当たる

業経営展開を可能にしつつあるケースである。

ものである。
前報告では、農地リース制度による農業参入企業の
農業経営展開と撤退事例について報告した。そのなか

2．地域農業の概況――山形県鶴岡市の農業構造
山形県鶴岡市は、水田、野菜作を中心にした農業が

で、農業参入企業が農業経営を安定して継続するには、

盛んな地域である。2006年の生産農業所得統計によ

農業生産だけではなく、さまざまな経営努力が必要で

ると、農業生産額は236.4億円であり、市町村別の順

あることを明らかにした注１）。さらに、業種別に見ると、

位では23位となっている。

食品関連企業の農業参入は、 農業生産物の高付加価

表1は2006年の生産農業所得統計から、 鶴岡市の

値化の取り組みが容易であり、建設業などの、農業と

農業生産構造を整理したものである。鶴岡市の農業生

関連が薄い企業の農業参入に比べて、 企業経営全体

産は、耕種農業（89.3%）が中心であり、そのなかで

における農業経営の位置付けが行いやすいという面も

も米と野菜作が大半を占めている。 米が150.1億円

ある。言うなれば、建設業などの、農業と関連が薄い

（56.7%）
、野菜が59.9億円（22.6%）である。

企業の農業参入は、 農業経営の安定化へのハ ードル

農業所得は108.1億円であり、 農業産出額に占める

が高く、そのために、さまざまな経営展開が不可欠と

所得割合は40.9%であり、都府県平均よりも所得率は

なっていることが分かる。

高い。また、１戸当たりの農業所得は168.2万円であり、

そこで、本報告では、農業経営の安定化に不利と考

都府県平均よりも高い。一方、10ａ当たりの農業所得

えられる建設企業の農業参入ではあるが、生産した農

は5.8万円であり、都府県平均よりも低い状況にある。

産物の独自加工・販売などの高付加価値化を行うこと
で、農業経営を継続的に行いかつ発展させることを目
指しているY法人の事例を取り上げる。Y法人は、 山

注1）南さつま市で農業参入を行い、撤退したC法人の社長は、
「農業経
営は片手間ではできない」ので、
「社長が農業者になれるか」ということ
が農業参入企業の農業経営継続に欠かせないと述べている

【表 1】鶴岡市の農業生産・所得の状況（2006 年 鶴岡市・都府県）
産出金額合計（億円）
耕種合計
鶴岡市
都府県
鶴岡市
都府県

畜産合計

米
野菜
264.6
236.4
150.1
59.9
75,795 53,585 17,730 18,688
100.0
100.0

89.3
70.7

56.7
23.4

果実
花卉
肉用牛 乳用牛
14.2
7.0
28.2
5.6
0.9
7,648
3,843 21,594
4,878 4,199
構成比（%）
22.6
5.4
2.6
10.7
2.1
0.3
24.7
10.1
5.1
28.5
6.4
5.5

豚
16.2
5,133

鶏
5.3
7,166

6.1
6.8

資料：
『2006年生産農業所得統計』より筆者作成
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農業所得
（億円）

108.1
27,635
所得率（%）
2.0
40.9
9.5
36.5

1 戸当たり
10a 当たり
所得（万円） 所得（万円）
168.2
99.1

5.8
7.9
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鶴岡市の農業経営体を経営組織別に見てみよう。表

岡市の経営耕地面積に占める借地率を見ると、水田が

2によると、鶴岡市の農業経営で最も多いのは、稲作

34.1%、畑は16.0%、樹園地が7.3%であり、経営耕地

経営体であり72.3%を占めている。2番目に多いのが複

面積全体では31.9%となっている。耕作放棄地率は、

合経営で7.5%、3番目に多いのが果樹経営で7.1%、4

総農家は2.1%、 土地持ち非農家を含めると3.4%であ

番目に露地野菜経営が6.8%となっている。稲作経営を

る。 鶴岡市の経営耕地面積の減少率、 耕作放棄地率

中心に、 果樹、 露地野菜などの土地利用型経営が中

は、都府県・山形県平均よりも低い。一方で、経営耕

心の地域といえる。

地面積に占める借地面積の割合は低く、借地による農

次いで、鶴岡市の担い手と経営耕地の状況について

地の流動化は進展していない。

見る。表3は、鶴岡市の農業経営体・販売農家につい

以上、簡単であるが鶴岡市の農業構造について整理

て整理したものである。2005年から2010年にかけて、

した。鶴岡市は、土地利用型の耕種農業を中心にした

鶴岡市の農業経営体は15.4%、販売農家は16.6%減少

地域であり、その内容は、稲作と野菜作を中心にした

している。都府県・山形県平均よりも担い手の減少率

ものである。また、担い手の動向を見ると、農業経営

は低い。主副業別に販売農家の構造を見ると、主業農

体・販売農家ともに減少しているが、主業・準主業農

家は30.7%、準主業農家は36.2%、副業農家は33.1%

家の割合が高い状況にある。さらに、経営耕地面積の

となっている。主業・準主業農家が66.9%を占めてお

減少率、耕作放棄地率も低い。そのため、担い手の減

り、都府県・山形県に比べて農業比重が大きい担い手

少が耕地の荒廃につながらず、耕地の受け皿が所在し

が多く所在しているといえる。

ているといえよう。その一方、経営耕地面積に占める

経営耕地の動向について表4から見る。2005年から

借地率は低い状況にある。つまり、構造改革特区から

2010年にかけての鶴岡市の経営耕地面積の減少率は

開始される、農地リース制度による一般企業の農業参

0.6%である。経営耕地は田が89.8%を占めている。鶴

入が求められた地域とは、異なる地域農業構造といえ

【表 2】経営組織別の農業経営体の構成（2010 年 鶴岡市・山形県・都府県）
農業経営体（経営体、％）
稲作
鶴岡市
山形県
都府県
鶴岡市
山形県
都府県

4,544
38,891
1,462,902
100.0
100.0
100.0

3,284
22,171
852,705
72.3
57.0
58.3

露地
野菜
309
2,088
125,356
6.8
5.4
8.6

施設
野菜
100
756
70,865
2.2
1.9
4.8

果樹類
322
9,455
165,822
7.1
24.3
11.3

花き・
花木
41
420
36,315
0.9
1.1
2.5

肉用牛

酪農

31
391
36,780
0.7
1.0
2.5

4
303
12,440
0.1
0.8
0.9

養豚
20
72
3,642
0.4
0.2
0.2

養鶏
10
42
4,507
0.2
0.1
0.3

複合経営
341
2,172
69,462
7.5
5.6
4.7

注：経営組織別の分類の合計は、
「○○経営=○○単一経営+○○準単一経営」である
資料：
『農林業センサス』より筆者作成

【表 3】農業経営の担い手の動向（2010 年・2005 年 鶴岡市・山形県・都府県）

鶴岡市
山形県
都府県

農業経営体（経営体、％）
経営体数
05 − 10 増減
（2010 年）
4,717
− 15.4
40,831
− 18.6
1,632,535
− 16.5

販売農家（戸、％）
農家戸数
（2010 年）
4,538
39,112
1,587,156

05 − 10 増減

主業割合

− 16.6
− 20.2
− 17.0

準主業割合

30.7
28.2
20.7

副業割合

36.2
28.9
24.3

33.1
42.9
55.0

資料：
『農林業センサス』より筆者作成

【表 4】経営耕地の動向（2005 年・2010 年 鶴岡市・山形県・都府県）
面積
鶴岡市
山形県
都府県

16,480
104,686
2,563,335

経営耕地面積（ha、％）
05 − 10
地目別割合
経営耕地
増減
田
畑
樹園地
− 0.6
89.8
6.5
3.7
31.9
− 2.0
83.2
8.9
7.9
37.0
− 2.2
71.2
20.6
8.2
32.4

借地率（％）
水田
34.1
40.7
35.5

畑
16.0
26.1
29.9

樹園地
7.3
9.7
12.3

耕作放棄地率（％）
土地持ち
総農家
非農家（注）
2.1
3.4
4.7
6.2
7.9
11.5

注：総農家に土地持ち非農家を加えた数値である
資料：
『農林業センサス』より筆者作成
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る。 本報告では、 建設企業の農業生産法人制度を活

【図】Y 法人・K 法人の農業経営展開のシステム

用した農業参入事例を取り上げるが、農地の取得や農

K法人社長

業参入に当たり制度を選択した要因について、地域と
の関係も含めて報告したい。

株主・役員

Y法人社長母親
K法人農場長

K法人
（農業生産法人）
→農業生産

農産加工・販売の取り組み
（1）Y法人の概要と農業参入の目的・経緯

Y法人の経営者
（株主）

生産物出荷

3．Y 法人の農業経営展開と取り組み
――K 法人の農業生産体制とY 法人アグリ事業部の

Y法人社長

Y法人
（建設業）
・アグリ事業部
（加工・販売）
（自社店舗）

農業経営

本報告では、山形県鶴岡市に所在する「株式会社Y

加工・販売

組（以下、Y法人）
」と、農業経営を行う「株式会社K

農地

ファーム（以下、K法人）
」を取り上げる。Y法人は、
1960年に設立された建設企業であり、資本金は3000
万円である。年間の売上高は8.5億円（ピーク時：28

卸・小売店・消費者など

注：Ｋ法人社長とＹ法人社長、Y法人の経営者は同一人物である
資料：取材を基に筆者作成

億円〈1999年〉
）である。また、農業経営を行うK法

点では、Y法人本体で農業経営を行っていたが、地元

人は、2008年に設立された農業生産法人であり、 資

農業委員会から指導が入ることになった。農業委員会

本金は500万円である。

からは、農業生産法人の設立を通じて農業経営に取り

Y法人がK法人を通じて農業経営に参入した要因は、
公共事業削減に伴う売上高減少への対応である。Y法

組むよう指導を受けた。 そのため、2008年に農業生
産法人K法人を設立して農業経営に取り組んでいる。

人の社長は、建設投資が縮小するなかで、会社・社員

一方、 農業経営においては、
「農業生産のみではも

を守るには新たな事業展開が必要であるとの判断から

うからない」と考えており、
「独自の販路開拓+食品加

農業参入を行っている注２）。

工」に取り組む必要があるとしている。そのため、試

①Y法人の農業参入の経緯と農業経営の展開

験栽培の開始時点より、独自販路の開拓、食品加工の

Y法人は、建設市場の将来的な縮小を見据え、株式
会社の農業生産法人K法人を設立して農業参入を行っ

取り組みを開始している。これらの販売・加工の取り
組みについては、Y法人のアグリ事業部が担当している。

ているが、農業参入前および農業経営の当初に想定し
ていた農業部門の展開と、現在の農業部門の姿は異な
るものとなっている。 当初の計画では、 バイオベン

K法人の経営耕地面積は256aである（2012年12月

チャー企業と連携しトマト用の施設園芸における農業

現在 ）
。 農地の地目は畑地であり、 施設（パイプハウ

と、

ス）と露地栽培に取り組んでいる。経営耕地はすべて

農業生産および加工・販売も含めた農業経営の２事業

借地であり、一部の農地は重機などを用いた復旧作業

を柱にする予定であった。しかし、連携先のバイオベ

が必要な耕作放棄地であった。栽培品目は、施設栽培

資材の生産・販売および農業施設の設置事業

注３）

ンチ ャ ー企業は事業不振から農業施設設置事業が困
難となり注４）、農業生産および独自加工・販売を中心に
した農業部門の経営展開が必要となった。
農業生産の開始は、2006年11月である。 当初は、
自社の保有していた土地（雑種地）に１棟のハウスを
設置し、 試験栽培を行っていた。2007年にY法人が
所在する地区（鶴岡市の海側の地区 ） で耕作放棄地
を借り入れ、６棟のハウスで栽培を開始した。この時

36

（2）K法人の農業経営の概況
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注 2）新たな収益事業の確保のため、産廃事業・リサイクル事業・植物
工場など、悩んだとしている。たまたま、日本経済新聞のIT技術とバイ
オ技術を用いた施設園芸の記事を読み、その事業者の見学から、農業
参入を決めた。また、その際に、現在のK法人の農場長（元JAの営農指
導員）と見学することで、技術評価を行っており、
「事業ありきではなく、
人ありき」でもあったと述べている
注 3）県内の3法人、県外2法人に農業施設設置の売り込みに成功はして
いる
注 4）Y法人社長によると、2011年2月にバイオベンチャー企業は倒産
したとのことである
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食料・農業・農村
ではトマト（60ａ）
、イチゴ（４ａ）
、露地野菜ではサ

営している。そのうち、販売部門を担当するのは２人

ツマイモ・ニンニク・ショウガ（計174ａ）
、果樹では

の女性社員であり、建設部門から異動（１人は設計な

ブドウ（50ａ）に取り組んでいる。栽培品目の選定は、

どを担当する技術者である）している。加工部門を担

Y法人のアグリ事業部の加工食品に必要となるもの

当するのは１人の男性社員であり、食品業の勤務経験

（または将来的に加工食品の開発で必要なもの）を選

者を新規雇用している。また、パートとして地元女性

択している。

３人を雇用しており、販売・加工の両部門に従事して

農業労働力は、 社員２人（男性・50代、 男性・40

いる。アグリ事業部の販路を見ると、生食のトマトに

代）とパート３人（全員女性・30代）である。50代の

ついては、旅館・ホテル、都内デパート、レストランな

社員は、K法人に就職する前は、地元ＪＡの営農指導

どへ販売している。また、加工食品については、30社

員であり、 水稲作中心であるが、 農業技術保持者で

以上の卸の他に、自社保有の店舗注５）で販売している。
アグリ事業部の売上高は5000万円である。 売上高

あった。
農業機械の保有状況は、トラクター１台（20ps〈馬

の内訳を見ると、生食用のトマト販売が1000万円、外

力〉
）
、管理機１台、動力噴霧機（車両搭載で利用）１台

部からの加工受託が800万円、 食品加工が3200万円

である。農業施設では、養液栽培のトマトハウスが８

である。開発した加工食品のアイテム数は30種である。

棟（１棟120㎡）
、育苗ハウス１棟（165㎡）
、雨よけハ

加工食品の品目の売上高の構成は、トマトジュースが

ウス２棟（１棟480㎡）
、イチゴ栽培ハウス１棟（120㎡）

50％、カレーが20％、ドライトマトが10％、その他が

を保有している。これらの農業機械・ 施設に5000万

20％である。また、加工では自社生産の農産物だけで

円の投資を行っており、 そのうち、９割はトマトの養

はなく、地元の農産品（調査時点では、地元産の柿を

液栽培のハウス施設である。また、その他に、耕作放

加工したジェラートなどがあった）も利用している。

棄地復旧の費用が必要となっている。耕作放棄地の復

最近では、トマトを使った「おかき」がヒット商品と

旧作業における重機作業はY法人で行っているが、今

なっており、2012年度のアグリ事業部の収支は黒字

まで必要となった費用の合計は1000万円である（これ

化することができる見込みである。

には、重機作業だけではなく、木の根の処分などのコ

Y法人は農業部門で農業生産を行うに当たり、当初
より販売・ 食品加工を導入することを計画していた。

ストが必要であった）
。
農業生産の状況を見ると、トマトは大玉・中玉・ミ

これは、自ら生産した農産物を、自ら値段を設定して

ニトマトの生産を行い、３〜 12月の間収穫を行ってい

販売したいとの考えによる。そのなかで、販路開拓・

る。トマトは年間20ｔ程度の生産をしており、A・B品

食品加工技術の取得・ 商品開発は、 山形県や鶴岡市

は生食用、C・D品は加工用としている。サツマイモな

などの行政による販売促進会への参加、地元商工会の

どの露地野菜、ブドウ、イチゴについては全量加工用

食品部会協議会への加盟、民間の食品イベントへの出

としている。これらの農業生産物は全量をY法人に出

展などに取り組むことで対応してきた。 特に民間のイ

荷している。K法人の売上高（Y法人への販売金額 ）

ベントでは、
フーデックスジャパン
（FOODEX JAPAN）

は1000万円程度であり、 現状では赤字である。 黒字

に参加することで、自社の商品の品質・価格面での地

化には3000万円の売上高が必要となっている。

位を確認することができたとしている。

（3）Y法人のアグリ事業部の展開――自社生産の農
産物を中心にした加工・販売の取り組み
K法人の農産物の加工・ 販売を行っているY法人の
取り組み体制について見てみよう。Y法人の農産物の
販売・ 加工については、Y法人のアグリ事業部で行っ
ている。アグリ事業部は、社員３人、パート３人で運

（4）今後の農業の展望
Y法人は、農業参入に当たっては、企業本体におけ
る内部の経営体力があったからこそ取り組めたとして
注 5）Y法人の所在地区に1店舗設置している。当該地区には温泉地が
あり、観光客が多数訪れる地域であり、温泉観光客をターゲットに設置
している
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いる。これは一方で、企業本体に経営体力がなければ、

かで農業経営を展開するには、相当の経営努力・資源

農業参入は困難であるといえよう。実際、農業経営部

の投入が不可欠であり、
「余剰労働力の解消」
「公共事

門での黒字化にはさまざまな苦労をしており、 アグリ

業入札のポイント付与」などといった、建設事業の片

事業部は2012年度にようやく黒字化が可能な見通し

手間として行うことは困難であると整理できる。Y法人

となったが、K法人の黒字化の見通しは立っていない。

は、加工・販売を担当するアグリ事業部には、販売担

これは、 農業生産で収益を確保するのではなく、 加

当として自社の建設部門に従事していた若手女性社員

工・販売での利益を確保する構造であるためでもある

を投入し、加工部門では食品業出身の男性社員を新規

が、現状では両部門を統合しても赤字である。

雇用しており、K法人においては農業生産を担当する

一方、K法人の農業経営の展望であるが、急速な規

技術者を外部より採用している。さらに、 社長自らさ

模拡大ではなく、近年取り組み始めた、露地野菜・果

まざまな食品見本市・商談会に出席して販路を開拓し

樹部門の生産の充実を目指すとしている。また、生産

てきた。加えて、加工部門では、自社生産物や地元鶴

した農産物のさらなる高付加価値化を目指すため、加

岡市の農産物を原料とした食品加工だけではなく、他

工部門の充実・観光農園の取り組みなどを考えている。

の事業者の食品加工の受託生産を行っており、加工部

つまり、農業生産の強化・充実を行うが、その目的は、

門の効率的運営も図っている。

食品加工・販売の発展のためであるといえよう。その

一方、Y法人の社長は、 農業参入により得たものも

点を踏まえれば、建設企業の農業参入というよりも、

多いとしている。１つは、農産物の販売・加工に取り

建設企業が食品加工部門を持ち、 その原材料を確保

組むことにより、消費者からの直接の反応が伝わって

する農業生産という経営形態に近いかもしれない。

くる点である。これは、 建設事業にはない点であると

その他には、 今後、 東日本大震災の復興事業が進

している。２つは、自らが所在する地域があまりにも

むなかで、岩手県・宮城県・福島県の事業が増加する

知られていない点である。Y法人の社長は自社の農産

としている。Y法人としては、建設事業を受けることを

物・加工品の販売において、全国の一般消費者の「庄

目指すことは当然としても、自社の農業経営のノウハ

内」知名度の低さに驚いたと述べている。そのため、

ウを生かした展開ができないか模索している。１つの

Y法人の社長は、農業経営に取り組むことで、企業経

選択肢としては、福島県でのハウス栽培の取り組みで

営などのさまざまな点で視野が非常に広がったとして

ある。福島県では、震災によりハウス栽培を離農した

いる。

農家が多く、 施設などが遊休化している。Y法人でそ

このY法人と地域との関係を見ると、Y法人は、鶴岡

のような遊休施設を借り受け、トマトなどの生産を行

市農業委員会の指示に従った形での農業参入を実施

うことも考えている。

しており、地域の行政機関の指導方針に沿ったもので
ある。さらに、その農業経営の展開は、耕作放棄地の

4．まとめ
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活用を通じた農業生産とともに、自社だけではなく、

Y法人は、建設業の将来的な市場縮小が進むと想定

地元農産物を活用した食品加工・ 販売の取り組みも

されるなかで、雇用を維持しながら会社を存続させる

行っており、高付加価値化などの面で、地域農業の活

ために農業参入を行った。一方、Y法人は農業生産の

性化に貢献していると評価できよう。

みでは、 農業経営を成立させるのは困難であり、 販

Y法人の農業経営の撤退の可能性であるが、現時点

売・加工の取り組みが不可欠と判断した。その結果、

では低いと考えられる。 これは、Y法人の経営にある

子会社のK法人を通じて農業生産に取り組みながら、

程度の余力がある点も重要だが、地域との関係も大き

販売・加工部門をY法人内に設け、独自販路の開拓・

い影響がある。Y法人は、土木業における斜面工事に

食品加工を展開することになったのである。

おいて地域のトップ企業であり、Y法人社長によると

この事例から示唆されることは、建設企業の農業参

「地元の目があり撤退できない」としている。地元企業

入では、自社の経営資源を活用することができないな

だからこその縛りがあるといえよう（逆に見れば、そう
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食料・農業・農村
であるからこそ、当初の計画どおりに農業部門の展開

定化のためには、自社生産の農産物の高付加価値化が

ができなくても農業経営に踏みとどまったといえる）
。

不可欠となるが、その取り組みは結果的に地域農業の

このような地域の建設企業の農業参入はどのように

新たな展開を切り開く可能性を含んでいる。その点を

評価できるだろうか。建設企業は、食品関連企業のよ

踏まえれば、 地域の農業参入企業の農業経営の取り

うに、独自の販路・加工技術を持たず、農業経営の安

組みを注視した上で、 地域農業者や地域農業組織と

定化のハードルが高い状況にある。その農業経営の安

の連携も有効と思われる。

【食料・農業・農村】研究ノート▶ 建設企業の農業経営の展開方向
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食料・農業・農村

Web 調

査

米の食数はやや減少したが、米への関心は低くない

米の消費行動調査結果〜2013年調査〜から
と り

ば

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 鳥 羽

け ん い ち

賢一
強という状況である。公益社団法人米穀安定供給確保

1．炊飯した米を主食とする食数は食数全体のおおむ
ね半分、 2012 年調査より減少

支援機構（以下、米穀機構という）の「米の消費動向
調査」によると、2012年度の１人当たりの米の消費量

最近１週間で「朝食 」
「昼食 」
「夕食 」
（３食 ×７日

（月平均）は4909ｇ、うち家庭内消費が3351ｇで68.3

＝合計21食 ）に何を食べたか？を聞いた。表1のとお

％、中・外食が1558ｇで31.7％と家庭で炊飯している

り、１週間の米を主食とした食数は13.06食（対前年

米の消費量は消費量全体の70％を割り込んでいるとい

−0.24食）であった。内訳は炊飯した米を主食とする

う結果が出ている。

食数が10.85食（−0.13食 ）
、 中・ 外食の食数が2.21
食（−0.11食）でいずれも2012年調査から減少した。
特徴的だったのが、 食べなかった食数が1.34食（＋

2．単身層の朝食はごはんよりパン食、週に1 回は朝
食抜き

0.21食 ）と増加したことである。特に、単身女性1.98

ここで朝食（合計７食 ）について見ると、 表2のと

食（＋0.40食）
、単身男性2.32食（＋0.43食）と単身

おり米を主食とする食数は3.13食、炊飯した米を主食

層で食べなかった人が多く、前回調査からの増加幅が

とする食数が2.87食であるのに対し、パンを主食とす

非常に大きかった。単身男性は、前回調査で米を主食

る食数は2.55食とパン食が一般家庭に大きく普及して

とする食数が増え、食べなかった食数（欠食）は減少

いることを示している。単身層に限れば、単身女性（パ

したことから健康志向が根付くかに見えたが残念な結

ン；2.56食、炊飯した米；2.11食）
、単身男性（パン；

果となった。現在の食生活の実態を概観すると、炊飯

2.06食、炊飯した米；1.91食）とパンを主食とする食

した米を主食とする食数は食数全体のおおむね半分、

数が炊飯した米を主食とする食数を上回っている。特

中食、外食を含めた米を主食とする食数で見ても60％

に単身女性はパンを主食とする人の割合が非常に高い。

【表 1】1 週間の平均食数（2011 → 2013 年推移／属性別）
食

【米】が主食

事

属

合

主

性

計

婦

３食合計

既婚男性

単身女性

単身男性

40

度数

調査

n=

年次

2053
2090
2111
12 → 13
856
898
895
12 → 13
856
870
890
12 → 13
171
155
167
12 → 13
170
167
159
12 → 13

2013 年
2012 年
2011 年
増減
2013 年
2012 年
2011 年
増減
2013 年
2012 年
2011 年
増減
2013 年
2012 年
2011 年
増減
2013 年
2012 年
2011 年
増減

【米以外】が主食
中・外

中食
炊飯
13.06
13.30
13.22
▲ 0.24
12.88
13.05
12.96
▲ 0.17
13.87
14.03
14.03
▲ 0.16
11.19
11.31
11.65
▲ 0.12
11.88
12.54
11.68
▲ 0.66
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10.85
10.98
11.06
▲ 0.13
11.48
11.33
11.59
0.15
11.41
11.58
11.76
▲ 0.17
8.28
8.68
8.55
▲ 0.40
7.47
8.02
6.77
▲ 0.55

加工
食品
0.27
0.28
0.24
▲ 0.01
0.25
0.21
0.15
0.04
0.20
0.29
0.15
▲ 0.09
0.38
0.30
0.72
0.08
0.61
0.48
0.60
0.13

調理済

外食

食

パン類

中・外

めん類

計
中食
外食
計
中食
外食
み食品
0.97
0.97
2.21
6.60
3.04
0.73
3.77
1.33
0.53
1.04
1.00
2.32
6.59
3.09
0.74
3.83
1.40
0.52
0.93
0.99
2.16
6.59
2.89
0.85
3.74
1.38
0.55
▲ 0.07 ▲ 0.03 ▲ 0.11
0.01 ▲ 0.05 ▲ 0.01 ▲ 0.06 ▲ 0.07
0.01
0.64
0.51
1.40
6.94
3.51
0.65
4.16
1.34
0.42
0.84
0.67
1.72
6.98
3.68
0.70
4.38
1.42
0.40
0.61
0.61
1.37
7.06
3.44
0.79
4.23
1.42
0.43
▲ 0.20 ▲ 0.16 ▲ 0.32 ▲ 0.04 ▲ 0.17 ▲ 0.05 ▲ 0.22 ▲ 0.08
0.02
1.05
1.21
2.46
5.97
2.64
0.70
3.34
1.22
0.58
0.97
1.19
2.45
5.90
2.56
0.74
3.30
1.30
0.57
0.95
1.17
2.27
5.84
2.51
0.85
3.36
1.20
0.58
0.08
0.02
0.01
0.07
0.08 ▲ 0.04
0.04 ▲ 0.08
0.01
1.33
1.20
2.91
7.84
3.26
1.01
4.27
1.51
0.67
1.35
0.98
2.63
8.13
3.41
0.81
4.22
1.52
0.58
1.38
1.00
3.10
7.54
2.68
1.02
3.70
1.68
0.67
▲ 0.02
0.22
0.28 ▲ 0.29 ▲ 0.15
0.20
0.05 ▲ 0.01
0.09
1.86
1.94
4.41
6.80
2.41
0.95
3.36
1.73
0.70
2.13
1.91
4.52
6.57
2.31
0.88
3.19
1.70
0.89
2.19
2.12
4.91
7.08
2.20
1.04
3.24
1.78
0.82
▲ 0.27
0.03 ▲ 0.11
0.23
0.10
0.07
0.17
0.03 ▲ 0.19

食
計

▲

▲

▲

▲
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【食べな
その他

かった】

計

1.86
5.63
0.97
1.92
5.75
0.84
1.93
5.67
0.92
0.06 ▲ 0.12
0.13
1.76
5.92
1.02
1.82
6.20
0.78
1.85
6.08
0.98
0.06 ▲ 0.28
0.24
1.80
5.14
0.83
1.87
5.17
0.73
1.78
5.14
0.70
0.07 ▲ 0.03
0.10
2.18
6.45
1.39
2.10
6.32
1.81
2.35
6.05
1.49
0.08
0.13 ▲ 0.42
2.43
5.79
1.01
2.59
5.78
0.79
2.60
5.84
1.24
0.16
0.01
0.22

1.34
1.13
1.19
0.21
1.19
0.98
0.97
0.21
1.18
1.05
1.11
0.13
1.98
1.58
1.84
0.40
2.32
1.89
2.25
0.43

食料・農業・農村
【表 2】1 週間の平均朝食数（2011 → 2013 年推移／属性別）
食 事

【米】が主食
属

性

合

計

主

婦

朝
食

既婚男性

単身女性

単身男性

度数

調査

n=

年次

2053
2090
2111
12 → 13
856
898
895
12 → 13
856
870
890
12 → 13
171
155
167
12 → 13
170
167
159
12 → 13

【米以外】が主食
中・外

中食
炊飯

加工

調理済

外食

パン類

食
計

中食

外食

中・外

めん類
計

中食

食品
み食品
2013 年
3.13
2.87
0.06
0.13
0.07
0.26
3.21
2.20
0.35
2.55
2012 年
3.16
2.90
0.07
0.12
0.07
0.26
3.27
2.27
0.37
2.64
2011 年
3.11
2.88
0.06
0.10
0.07
0.23
3.31
2.20
0.44
2.64
増減
▲ 0.03 ▲ 0.03 ▲ 0.01
0.01
0.00
0.00 ▲ 0.06 ▲ 0.07 ▲ 0.02 ▲ 0.09 ▲
2013 年
3.06
2.91
0.06
0.06
0.03
0.15
3.47
2.54
0.28
2.82
2012 年
2.95
2.81
0.04
0.08
0.02
0.14
3.57
2.73
0.29
3.02
2011 年
2.94
2.83
0.03
0.04
0.04
0.11
3.63
2.58
0.38
2.96
増減
0.11
0.10
0.02 ▲ 0.02
0.01
0.01 ▲ 0.10 ▲ 0.19 ▲ 0.01 ▲ 0.20
2013 年
3.46
3.19
0.06
0.12
0.09
0.27
2.94
2.00
0.37
2.37
2012 年
3.57
3.28
0.08
0.11
0.10
0.29
2.95
1.96
0.42
2.38
2011 年
3.45
3.25
0.03
0.10
0.07
0.20
3.06
2.03
0.50
2.53
増減
▲ 0.11 ▲ 0.09 ▲ 0.02
0.01 ▲ 0.01 ▲ 0.02 ▲ 0.01
0.04 ▲ 0.05 ▲ 0.01 ▲
2013 年
2.42
2.11
0.06
0.18
0.07
0.31
3.58
2.16
0.40
2.56
2012 年
2.21
1.92
0.07
0.12
0.10
0.29
3.71
2.21
0.37
2.58
2011 年
2.61
2.22
0.16
0.16
0.07
0.39
3.27
1.74
0.40
2.14
増減
0.21
0.19 ▲ 0.01
0.06 ▲ 0.03
0.02 ▲ 0.13 ▲ 0.05
0.03 ▲ 0.02
2013 年
2.66
1.91
0.11
0.42
0.22
0.75
2.91
1.51
0.55
2.06
2012 年
2.92
2.25
0.11
0.36
0.20
0.67
2.79
1.44
0.50
1.94
2011 年
2.56
1.78
0.22
0.34
0.22
0.78
2.95
1.52
0.52
2.04
増減
▲ 0.26 ▲ 0.34
0.00
0.06
0.02
0.08
0.12
0.07
0.05
0.12 ▲

0.12
0.15
0.12
0.03
0.09
0.09
0.10
0.00
0.10
0.17
0.10
0.07
0.22
0.08
0.21
0.14
0.32
0.41
0.23
0.09

外食

食
計

【食べな
その他

かった】

計

0.04
0.16
2.71
0.50
0.66
0.03
0.18
2.82
0.45
0.58
0.04
0.16
2.80
0.51
0.59
0.01 ▲ 0.02 ▲ 0.11
0.05
0.08
0.01
0.10
2.92
0.55
0.48
0.01
0.10
3.12
0.45
0.48
0.02
0.12
3.08
0.55
0.43
0.00
0.00 ▲ 0.20
0.10
0.00
0.06
0.16
2.53
0.41
0.62
0.04
0.21
2.59
0.36
0.46
0.05
0.15
2.68
0.38
0.48
0.02 ▲ 0.05 ▲ 0.06
0.05
0.16
0.05
0.27
2.83
0.75
1.01
0.02
0.10
2.68
1.03
1.08
0.01
0.22
2.36
0.91
1.13
0.03
0.17
0.15 ▲ 0.28 ▲ 0.07
0.07
0.39
2.45
0.46
1.45
0.05
0.46
2.40
0.39
1.28
0.08
0.31
2.35
0.60
1.50
0.02 ▲ 0.07
0.05
0.07
0.17

参考までに米穀機構が2012年度に実施した「朝ごは

率トップで、
「準備や後片付けが楽だから」が続いて

んを食べようキャンペーン」の朝ごはんアンケートで

いる。
「短時間で簡単に食べられるから」 を選んだ人

は、ごはん派の40.5％に対し、パン派が51.5％と約10

はパン派57.7％に対し、ごはん派13.2％と大きな差と

ポイント上回った結果となっている。

なっており、 時間的制約から内食からパンを中心とし

また、今回調査で朝食を食べなかった食数は0.66食

た中・外食に向かうのはある程度はやむを得ないと思

（＋0.08食 ）と前回調査を上回った。単身女性1.01食

われる。米穀機構ではこのような調査結果を踏まえて、

（−0.07食）
、単身男性1.45食（＋0.17食）と単身女性

料理研究家と協力し「10分でできる朝ごはんレシピ」

は若干減ったものの、単身層では１週間に１回は朝食

として手軽にできるメニューをホームページ上に公開

を抜いていることになる。ちなみに米穀機構の朝ごは

し、啓発活動を進めている。
「男のスピード朝パワーカ

んアンケートでは3.2％の人が朝ごはんを食べないと回

レ ー」
「さばとセロリの洋風まぜ寿司 」
「塩ざけレタス

答している。

チャーハン」など手間がかからず筆者でもできそうな

2013年５月４日付の産経新聞では、 外食産業が通
勤途中のサラリーマンなどを呼び込もうと、
新メニュー

メニューばかりで、単身層を含めて時間的余裕のない
人にもぜひチャレンジしてほしいものである。

の提案などを積極的に展開していると報じている。前

単身層の炊飯した米を主食とする食数は、表２のと

述の朝食を食べなかった食数に現在外食している食数

おり2.00食を中心に年次別に大きく変動しており、

（食事内容問わず）を加えると単身女性1.53食、単身

2011 〜 2013年調査の3年間だけを見ても、単身女性

男性2.29食となり、ファストフードを含めた外食業界

0.30食、 単身男性0.47食の差が出ている。 生活が不

やコンビニ業界がこのパイの取り合いを演じていると

規則になりがちで、毎日朝食を取るという習慣化が難

いう構図なのであろう。

しく、その時々の事情によりパンで済ませたり、 食べ

3．時間的余裕のないなかで、朝食の習慣化が課題

なかったりということが推測される。 通勤時間が長い
ことや仕事の関係などで時間的余裕がないのであろう。

米穀機構の朝ごはんアンケートでは、朝食の喫食動

一方、１週間で朝食として炊飯した米を食べた食数

機についても聞いている。ごはん派では、
「ごはんが好

をエリア別に見てみると、図1のとおり京浜、東海、京

きだから」がトップで、
「幼いころからの習慣だから」

阪神エリアの大都市圏で3.00食を下回っており、最も

が続いている。 一方パン派では、
「パン・ その他が好

朝食を取っている東北エリアの4.02食と比べると1.00

きだから」と「短時間で簡単に食べられるから」が同

食以上少ない。通勤時間が長いことなどが影響してい
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【図 1】1 週間で朝食として炊飯した米を食べた食数（地域別）
5
（食）
4.02

4
3.40
3

【図 2】週 1 回以上お弁当を作る割合（2011 → 2013 年推
移／属性別）

3.26

3.25

2.87

3.18

3.12

2.74
2.40

2.25
60

2

（％）

56.0

30

41.2
34.3

31.6

30.6 30.3

28.1

九州

中国・四国

京阪神

東海

甲信越

京浜

北関東

東北

北海道

ＴＯＴＡＬ

0

29.2

20
16.9 15.8 17.4

13.2

10

0

TOTAL

主婦

既婚男性

単身女性

16.2 15.9

単身男性

ると思われ、属性、年齢層に加えて、地域別において

合を示したのが、図2である。前回調査において単身

も炊飯した米を主食とする食数に大きな違いが見られ

男性のお弁当派が増加し、経済的理由とともに健康の

た。

観点からも意識の変化がうかがえた。今回調査では

2000年から始まった「21世紀における国民健康づ

16.2％から15.9％と微減となっているが、大きな変化

くり運動（健康日本21）
」において、 健康で良好な食

は見られず、ぜひ継続してほしいものである。一方、

生活に向けて若年層の朝食の欠食率減少が目標の１つ

主婦層で大きく減少しているのが特徴的で、その理由

に掲げられた。しかし、2011年10月の最終評価では、

について今回調査で特段なことは見当たらないが、炊

悪化している（評価：Ｄ）と改善が見られなかったと

飯した米の食数の減少に少なからず影響していると考

いうことが示されており、言うは易し、行うは難しとい

えられる。通常お弁当は、朝食に合わせて作ると思わ

うところであろうか。１日の始まりに朝ごはんをきちん

れるので、朝食、昼食での炊飯した米の摂食数の増加、

と食べて、より健康的な充実した生活を送りたいもの

ひいては健康増進にも大きく寄与するはずである。一

である。

番のネックは、前述のとおり時間的余裕のなさだと思

2013年からの「健康日本21（第２次 ）
」 では、 栄

われるが、まずは朝食を食べる余裕を持つことが肝要

養・食生活の目標項目に「適切な量と質の食事をとる

なのであろう。ぜひ全属性でお弁当を作る人の割合が

者の増加」が挙げられ、
「主食・主菜・副菜を組み合

伸びることを期待したい。

わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合」

外食業界の朝食へのアプローチの一方で特筆すべき

を増やすとしている。まずは、 毎日３食をきちんと食

なのが、外食、コンビニ、宅配業界などの宅配弁当事

べるということが第一義的なことであろうが、 中食・

業への参入・強化である。特にターゲットとされてい

外食中心だと当然のことながら栄養的に偏り、野菜摂

るのが今後増え続ける高齢世帯である。今回調査結果

取量が低下しがちになる。健康面を考えると家庭で食

においても、多くの高齢者が、 炊飯で困ることとして

事を作り、皆で食卓に向かうという食習慣をいかに取

「少量ではおいしく炊けないこと」 や、 炊飯の回数が

り戻すかがこれから問われるのかもしれない。前述の

減った理由として「外食が増えたから」
「米の持ち帰り

米穀機構の朝食アンケートにもあるように、特に幼少

が大変だから」といったことを回答しており、宅配弁

年期に形成された食習慣が大人になっても継続される

当の伸びを予想させるような一端がうかがえる。新聞

という観点からも食生活を考える必要があろう。

報道などによれば高齢者向け食事宅配サ ー ビスの

4．手作りお弁当と宅配弁当も炊飯した米を主食とす
る食数の増減要因
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2012年の市場規模が848億円（前年対比17％増）と
の調査会社の試算結果が示されている。2013年４月
20日付日本経済新聞では「ワタミ、弁当宅配主力に」

一方、2011年以降の週1回以上お弁当を作る人の割
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2013年

50.1

40

2012年

1

2011年

50

として高齢者向けの弁当宅配事業を主力事業とし３年
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後の売上高で居酒屋事業を逆転すると報道されている。

る。

一概に弁当、外食を否定するものではないが、個人の

各年齢層ともトップは「価格帯」で、若年層ほど比

事情に合わせて上手に利用していくことが肝要と思わ

率が高く40代以下の層で70 ％を超えている。 今回調

れる。

査では、 前回調査同様、 米の購入価格帯の上昇が見
られた。総務省「小売物価統計調査」によると単一原

「価格帯」に続いて「品種」
5．米に対するこだわり、

料米（コシヒカリ）の東京都区部３月価格は2012年に

食生活が多様化していくなかで、1人当たりの米の

比べて５㎏当たり＋51円であり米価水準自体が上がっ

年間消費量が60㎏を割ったとはいえ、主食の座にある

ていることも一因である。スーパー・量販店における

のは米であり、消費者の米に対する関心やこだわりは

販売価格も特売・値引きは減少したように見受けられ

決して低いものではないと思われる。消費者が米を購

た。 図4に見られるとおり、 米の最多購入価格帯は５

入する際にこだわる点について聞いたものが図3であ

㎏当たり1700 〜 2000円未満で比率も26.4％（2012

【図 3】米の購入に際してこだわる点（年齢層別）
80

（％）
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0

価格帯
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70.8
71.1
63.6
51.7
51.6
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30代（n=219）
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70代以上（n=469）

産地（都道府

品種
11.5
8.7
15.9
18.0
23.9
25.6

精米年月日

県ＪＡなど）
15.6
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14.7
18.5
26.2

買う場所・店 農家・生産者

9.4
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14.6
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9.9
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無洗米

5.2
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7.6
9.9
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【図 4】主に購入する米の値段（2012 → 2013 年推移）
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【図 5】米の購入に際してこだわる点（2011 → 2013 年推移）
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年：27.0％）とほとんど変化はなかったが、1700円未
満の価格帯は約10ポイント減少し、2000円以上の価
格帯が10ポイント程度増加した。
このようななかで、特徴的だったのが前述のとおり、
米を購入する際にこだわる点として「価格帯」を挙げ
る人が圧倒的に多いが、
「価格帯 」にこだわる人の割
合が59.7 ％（2012年：69.2 ％）と約10ポイント減少

12.8
14.6
13.3

無洗米

8.5
19.8
12.6

農家・生産者

16.7
14.1
12.4

特別栽培米

9.1
9.9
11.1

有機米

5.4
4.9
5.4

2.8
4.0
4.7

【表 3】今後食べてみたいと回答のあった品種
コシヒカリ
あきたこまち
ひとめぼれ
ササニシキ
きらら３９７
ヒノヒカリ
ななつぼし
はえぬき
つがるロマン
キヌヒカリ

夢つくし
彩のかがやき
こしいぶき
あいちのかおり
あさひの夢
まっしぐら
ゆめぴりか
つや姫
ミルキークイーン
森のくまさん

おぼろづき
元気つくし
夢ごこち
きぬむすめ
あきげしき
ゴロピカリ
さがびより
なすひかり
にこまる
能登ひかり

ふっくりんこ
ふさおとめ
ふさこがね
ほしのゆめ
ほほほの穂
めんこいな
ゆめみづほ
こしじわせ
ハナエチゼン
イクヒカリ

。また、米の価格が上がったり、
したことである（図5）

を奏していることも一因だと思われる。北海道で育種

下がったりした場合の購買行動では、前回調査よりも

し、2012年に品種登録された「きたくりん」が、2013

価格訴求がやや弱まっている傾向が読み取れた。つま

年産から本格発売されるなど、品種の動向は興味深い

り、今回調査では米価自体が高い水準にあり、安い米

ものがある。また、回答には各種ブランド米、地域を

が少なかったという状況ではあったが、消費者の購買

限定したものなども散見され、 米に対するこだわりが

意向が単に価格だけでないというシグナルが感じられ

強く感じられた。 一般財団法人日本穀物検定協会は

る。生産・流通サイドとしても消費者の望む情報を発

「平成24年産米の食味試験結果」として「米の食味ラ

信していくことがより求められているのではないだろう

ンキング」を公表し、128産地品種中29産地品種が特

か。

Ａとして評価されている。 当協会によると今年はラン

２番目のこだわりは「品種」で、年齢層が上がるに

キングが各メディアで報道されたこともあり、消費者

従ってこだわる人が増えている。これに続く「産地 」

からの反響が例年以上に大きく、問い合わせも多かっ

「精米年月日」も同様な傾向となっている。品種に関し

たということである。
「品種」に関する関心の高さの表

ていえば、 今回調査では、 米穀機構が「平成23年産
水稲うるち米の品種別作付動向について」で公表した
上位15品種などを例示して、今後食べてみたい品種を
聞いた。
「コシヒカリ」
「あきたこまち」
「ひとめぼれ」
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れの１つであろう。

6．消費者が望むサービスのトップは「品種の特長紹介」、
単身女性は「持ち運びしやすい容器」に強い要望

の上位３品種を含めた15品種以外にも表3のとおり多

前述の米を購入する際のこだわりに関連して、米の

種多彩な品種の回答があった。
「ゆめぴりか」 や「つ

売り場や商品に望むサービスについて聞いた結果を年

や姫」はその他品種のなかでは圧倒的に支持されてい

「品種の特長をもっ
齢層別に示したものが図6である。

るが、テレビコマーシャルを含めたブランド戦略が功

と紹介してほしい」がトップで各年齢層とも高い割合
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【図 6】米の売り場や商品に望むサービス・情報提供（年齢層別・上位 10 位・複数回答）
40
（％）

30

20

10

0

農薬の使用

品種の特長を
もっと紹介

試食をしたい

してほしい
TOTAL（n=1706）
20代以下（n=96）
30代（n=219）
40代（n=277）
50代（n=272）
60代（n=373）
70代以上（n=469）

状況などを
もっと紹介
してほしい

産地のことを
もっと紹介
してほしい

栽培方法の
ことをもっと
紹介して
ほしい

お試しパック

玄米で販売

生産者のこと （炊飯量１回 して、その場
をもっと紹介 ２〜３合）を
してほしい

販売して

32.2
38.5
32.4
29.6
31.6
32.7
32.2

25.8
26.0
33.3
33.6
29.0
20.4
20.0

25.4
11.5
19.6
20.6
22.8
26.0
34.8

22.0
21.9
21.0
22.0
18.8
21.7
24.7

17.7
16.7
17.4
15.2
13.2
19.3
20.9

16.1
11.5
14.2
11.6
15.8
15.5
21.3

ほしい
14.2
17.7
11.4
21.3
14.0
14.2
10.7

32.2
30.2
35.2
30.7
28.1

25.8
26.4
26.0
23.4
23.4

25.4
28.9
24.4
20.4
16.4

22.0
19.5
25.6
18.2
20.3

17.7
17.4
19.6
11.7
14.8

16.1
17.2
16.9
12.4
10.2

14.2
16.7
11.0
19.0
12.5

取っ手付き
など、持ち

で精米する

運びしやすい

売り方にして

容器にして

ほしい
12.7
15.6
10.0
11.9
16.2
11.3
13.0

ほしい
11.9
26.0
14.2
12.3
12.9
9.4
9.2

12.7
13.8
11.8
16.1
7.8

11.9
14.9
7.2
21.9
10.2

精米表示を
袋のおもて
面に表示して
ほしい
11.3
7.3
7.3
7.6
9.9
13.1
15.4

属性別
TOTAL（n=1706）
主婦（n=723）
既婚男性（n=718）
単身女性（n=137）
単身男性（n=128）

11.3
12.6
11.0
8.0
8.6

となっている。スーパーなどの店頭には多様な米が並

のが、図7である。各属性でおおむね７割の人が５㎏

んでおり、産地・生産者や栽培方法などを記入したパ

か10㎏の米を購入している。2013年７月19日に米穀

ネルなどを掲示しているケースもあるが、品種特性な

機構が公表している「RP Monthly」
（Vol.25-3）によ

どの発信がまだ不十分ということだろうか。2013年７

ると、2013年６月の量販店販売デ ー タでの包装容量

月５日付日本経済新聞によると、
「新顔銘柄米気軽に

別販売割合は５㎏が67.5 ％、10㎏が22.6%、 ２㎏が

味見」と題し、
「ゆめぴりか」
「つや姫」などの新興ブ

6.8％となっており、５㎏、10㎏合わせると約９割を占

ランド米を小容量の２㎏のお試し買いをする消費者が

めている。スーパーの米売り場を見渡すと２㎏袋も品

増えているという。食べてみて自分で食感を確かめる

ぞろえされているが、特定の産地・品種が多いようで

ということだろう。これはネット通販でも広がっている

ある。消費者サイドからすれば、５㎏、10㎏の購入が

ようである。今回調査で利用者が一番多かった楽天市

経済性の関係から当然のことといえるが、特に単身女

場を見てみると、品種、産地（生産者）価格、容量な

性や主婦層あるいは高年齢層にとっては、購入後の持

どの情報が多種にわたり掲載されている。選択肢が多

ち帰りが大変であり、大きな苦痛だと思われる。今回

く、 後述する持ち帰りの必要がないという利便性から

調査で、米の売り場や商品へ望むサービスとして「持

見ても今後大きく伸びることが予想される。

ち運びしやすい容器にしてほしい」という要望が、単

また、
「産地、 栽培方法、生産者について紹介して

身女性では2割以上に上り、年齢層別に見ても20代以

ほしい」や「試食したい」あるいは「持ち運びしやす

下の層では26.0％が望んでいる。この点では、前述の

い容器にしてほしい」などの要望もあり、生産・流通

とおりネット通販で購入する場合は持ち帰りの必要が

両サイドでもう一歩取り組みを進める必要があろう。

なく利便性が高いため、今後大きく伸びる可能性があ

次に、通常１回に購入する米の量について聞いたも

ると思われる。
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【図 7】通常 1 回に購入する米の量（属性別）
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0.4
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3㎏

1.9
1.4
15.3
14.1
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1.5
1.5
4.4
3.1
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42.6
34.0
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43.8

34.7
38.2
17.5
28.1

15㎏

20㎏
0.8
1.8
0.7
1.6

30㎏
1.4
4.5
0.7
0.8

10.5
11.3
2.9
3.1

その他
5.1
4.5
1.5
1.6

加減」
「炊飯する器具」がおおむね40％となっている。

7．米のおいしさ維持に保存方法・期間が課題

消費者も長期保存はおいしさに影響を及ぼすと認識し

今回調査では、単身女性の３人に１人が１回の購入

ており、 冷蔵保存など米のおいしさを損なわないよう

分を使い切るのに２カ月を要している。 これは１回の

な保管方法を心掛けたいものである。さらにいえば、

購入単位が５㎏の人が51.8％、10㎏の人が17.5％とい

炊き方、炊いた米の保存方法なども含めて留意点を周

うことから十分に想定できる結果である。確かに単身

知させていく必要があろう。前述の食味ランキングで

女性は冷蔵保存など保管方法に気を使っているが、２

特Ａの品種であっても米の精米年月日・保存状況・炊

カ月というのは品質保持の観点から好ましいとはいえ

き方で食味（おいしさ）は変わってしまうということで

ないであろう。やはり、利便性のある容器・容量は再

ある。

考すべき課題であろう。

2013年４月24日付日本経済新聞が「アイリスがコ

また、 ごはんのおいしさを決めると思うものについ

メ卸売り」と報じている記事では、精米した米を低温

て聞いたものが図8である。トップは「品種 」の47.3

で配送まで管理し、家庭で食べ切りやすいように３合

％で「精米してからの期間」
「炊くときの浸水時間や水

ずつ小分けし４個、10個セットで販売するとしている。

【図 8】ごはん（米）のおいしさを決めると思うもの
50
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品種
TOTAL（n=2,053）
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精米してから
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38.6
42.4
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の期間
39.2
43.6
35.9
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炊くときの
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38.8
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炊くときの
水の種類
19.5
20.4
17.1
27.5
18.8

炊くときの量
15.6
16.5
14.6
17.0
14.7

食料・農業・農村
これはまさにおいしさ、 利便性の観点で１つの示唆を

どうしても栄養的にバランスを欠きがちになろう。 ご

与えるものといえよう。また、2013年５月８日付日本

はんを中心に主菜・副菜を組み合わせた「日本型食生

経済新聞では「甘み多いコメ加工法開発」として埼玉

活」をもう一度見直す時期であろうと思われる。手軽

県が早稲田大学発のベンチャー企業や県内企業と組み、

でおいしい朝食メニュー、米の特長、手軽で持ちやす

70 〜 80度程度の低温蒸気で一定時間加工することで

く品質保持しやすい米パックの存在、おいしい炊き方、

米のうまみにつながるブドウ糖やアミノ酸を通常の炊

炊飯した後のごはんの保管方法など、若年層・単身層

飯米より増やすことに成功したと報じている。 食生活

を中心にした消費者に、もう一歩踏み込んだアプロー

にいろいろな選択肢が増えるなかで、値頃感、安心・

チを行う必要があろう。これらは生産・流通・行政各

安全、利便性などとともにおいしさはキーワードであ

分野でいろいろな取り組みがすでに行われており、ぜ

る。米の消費拡大、健全な食生活に向けて協力できる

ひ「日本型食生活」の定着にまで進んでいってほしい

分野が積極的に取り組んでいくことが一層求められる

ものである。

だろう。

また、朝食としてごはんを食べる理由として、
「幼い

8．最後に――より健康的な食生活へ

ころからの習慣だから」 という回答が多いことからも
食育という観点で子どもに接することが重要であろう。

ファストフードや加工食品を含めていろいろな食物

そのまず手始めは、 理屈でなく食事をきちんと作り、

があふれるようにあり、広範な選択肢から食事が選べ

一緒に食事を食べることからだと思われる。子育て世

る状況ではあるが、食生活は本当に豊かになっている

代の主婦層には子どもたちの将来の健全な食生活のた

のだろうか。今回の報告のとおり、炊飯した米を主食

めにお弁当作りと合わせて「ごはん」+「主菜」+「副

として食べた食数は減少し、食べなかった食数が増加

菜」の食卓を充実させてほしいものである。

するという残念な結果が出ている。特に単身層に限れ

日本のおいしい米（ごはん）を主食とする「日本型

ば、手軽に食べられる中食、外食がかなりのウエート

食生活」を進めることで生活習慣病の危惧の少ない健

を占め、時間的余裕のないときは食べないという構図

全な食生活を営むことで、年々減少している１人当た

が浮かび上がる。炊飯した米を食べればすべて問題な

り米消費量が下げ止まり、 右肩上がりになるよう期待

しというわけではないが、中食、外食に頼る食事では

したい。
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真の価値を生み出す
ファーマーズマーケットの食育活動について
か

と う

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 加 藤

み

き

美紀

近年、農産物直売所・ファーマーズマーケットでは

て、毎月第２、第４土曜日の午前中に「いなべっこで

頻繁に大小さまざまなイベントが行われています。周

てがるっこ」というイベントを開いています。 旬の地

年祭、収穫祭、新米祭り、料理講習会など年間計画を

元の食材を使い、店頭で調理し、お客さまに振る舞い

立てて実施している店舗もあります。 こうした取り組

ます。お客さまのニーズに合わせ、手軽に調理できる

みの背景には２つの理由が考えられます。１つは農産

レシピを中心に紹介しているのも特徴です。 試食を

物直売所の数が増え、売り上げが伸びにくくなったこ

行っている店舗は多くありますが、 食育ソムリエが試

と。イベントでリピーターの満足度を高め、新規顧客

食をお客さまに手渡し、その際に地元の旬や生産の工

を開拓するのが狙いです。もう１つの理由は、農産物

夫、食べ方と保存方法などを伝えるだけで、お客さま

直売所の運営形態にあります。大型農産物直売所は生

にとっては「味見した」だけでなく、
「いい情報が得ら

産者と販売する側を分け、役割分担をはっきりとさせ

れた」という食育になります。生産者も自分の思いが

た運営です。これにより、生産者は売れる農産物を作

消費者に届き、価値観の共有ができます。イベントに

ることに集中でき、 店舗はより良い店づくりに注力で

はお金が掛かる、新しい企画を考えるのは大変という

きました。一方で、生産者グループによる直売所と違

意識を見直してみませんか。 今あるイベントにちょっ

い、生産者が消費者と接する機会が少なくなり、そも

と手を加えれば農と食をつなぐ食育になります。 売り

そもの直売所の目的である「生産者と消費者をつなぐ」

上げにつながる効果はすぐに出せなくても、 継続して

役割を発揮しにくくなっています。 こうした大型農産

実施することに価値があります。このような地道な取

物直売所の弱点を克服するためにもイベント企画が重

り組みが地域に密着した足腰の強い店舗をつくり、そ

要となっています。

こから発信される食文化の継承こそ地域の魅力をつく

ただ、 実際の店舗のイベントを見てみると、 ○○

り上げるのではないかと思います。農産物直売所が拠

フェアー、○○特売デーなど直接売り上げにつながる

点となり、農の魅力や食文化、食の大切さといった食

ものが多いようです。売り上げがなかなか伸びない今、

育活動が広がっていくことを期待しています。

販売につながらないイベントは実施しにくいのが現実
です。しかし、 販売促進的なイベントが多くなると、
スーパーと差別化しにくくなり、直売所の魅力を発揮
できないという負のスパイラルに陥ってしまいます。そ
こで、三重県のＪＡみえきたの「いなべっこ」の事例
から、イベントを通して地産地消の価値を伝える食育
活動を紹介したいと思います。
いなべっこは売り場面積が330㎡の中規模な直売所
です。スタッフ約20人が食育ソムリエに認定されてい
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【写真】
「いなべっこでて 【写真】店内は食育ソムリエの紹介ポスター
がるっこ」開催の案内

【食育ソムリエNOW】真の価値を生み出すファーマーズマーケットの食育活動について

食育ソムリエ養成講座
（第 18 期）

募集のご案内
１．養成講座の形式
この講座は、在宅で学習できる通信教育講座です。毎月、職場またはご自宅にテキストをお届けし、課題レ
ポートを提出していただきます（全４回）
。最後に資格認定試験を行い、その成績ならびに課題レポートの評
価点によって合否を判定します。

２．養成講座の内容
【第１回テキスト】野菜・果物の基礎知識と生産・流通
【第２回テキスト】野菜・果物の選び方と調理・保存
【第３回テキスト】野菜・果物の栄養成分と健康・食育
【第４回テキスト】お客さまとのコミュニケーションと危機管理

３．養成講座の主なスケジュール
平成 25 年 12 月 10 日（火）

開講オリエンテーション（東京）
第１回テキスト、課題レポートⅠの配布、受講者交流会

平成 26 年 1 月 7 日（火） 第２回テキスト、課題レポートⅡ送付
2 月 4 日（火） 第３回テキスト、課題レポートⅢ送付
3 月 4 日（火） 第４回テキスト、課題レポートⅣ送付
4 月 1 日（火） 資格認定試験問題送付
5 月 20 日（火）

資格認定証 ･ ワッペンの授与（東京）
ワークショップ、資格認定者交流会

４．受講料
受講料：１人７万円。
支払い方法：受講受け付け後、請求書をお送りします。支払い期限までにお振り込みください。

５．申し込み方法と申し込み期限
当所ＨＰより受け付け（http://www.jc-so-ken.or.jp/seminar/sommelier.php）
申し込み期限

平成25年11月26日（火）

お問い合わせは
担当：基礎研究部
住所：〒162-0826

加藤 美紀（メールアドレス

m-kato@jc-so-ken.or.jp）

東京都新宿区市谷船河原町11番地

電話：03-6280-7326

飯田橋レインボービル５階

FAX：03-3268-8761

【食育ソムリエNOW】真の価値を生み出すファーマーズマーケットの食育活動について
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協同組合研究部からのお知らせ

『にじ』2013年秋号の誌面構成について
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2013 年秋号について

立ったとはいえない状況です。ただ、マスコミなどで
取り上げられることは少ないものの、現地では住み慣

ＪＣ総研では現代社会が抱える諸課題として以下の

れた人々同士の助け合い、ＪＡ、生協、漁協、森林組

５つのテーマに焦点を当て、協同組合運動の理念と現

合との協同組合間提携やNPOなどとの連携など、脈々

実の乖離、および克服のための今後の道筋について展

と続く地味な絆から新しい絆まで感動を呼ぶ、さまざ

望していく方針です。

まな取り組みも行われています。協同組合の視点から

①「格差貧困等社会的排除の克服」

幅広く復興のための方向性、具体的課題を取り上げて
います。なお、特集企画の解題については、当研究所

（2013年夏号）
〈既刊〉
②「東日本大震災からの復興と協同組合の役割・課題」

のホームページ（
「刊行物」
）にも掲載しておりますの
で、ぜひそちらをご覧ください（http://www.jc-so-ken.

（2013年秋号）
③「地域づくり（地域社会の疲弊・ 不均衡発展をどう
克服するか。 国の地域づくり政策と対置して）
」

or.jp/publication/point.php）
。
この他、連載「モンドラゴンの光と影」
（第２回）で
は参加型産業主義モデルとしてのモンドラゴングルー

（2013年冬号予定）
④「循環型社会の形成（その可能性と運動の方向）
」

プの立役者ともいえるアリスメンデ ィアリエタ神父の

⑤「若者・子供たちの未来（今、何が求められている

生涯と、彼の人格主義哲学に基づく協同組合思想など
協同組合運動の原点ともいえる活動に触れます。また、

か）
」

好評の「協同組合の仲間と知り合おう」ではコープか
今号では、 前回「格差貧困等社会的排除の克服 」

ながわ・コープしずおか・市民生協やまなしの３生協

に引き続き「東日本大震災からの復興と協同組合の役

が合併した「生活協同組合ユーコープ」の、2020年

割・課題」を特集いたしました。東日本大震災から２

ビジョン「人と人をつなぎ、生きるを支える」の取り

年半余りが経過しましたが、 いまだに復興のめどが

組みをご紹介します。

『にじ』2013年秋号 目次
執筆テーマ
・震災復興に何が求められているのか

岡田 知弘 氏

大妻女子大学教授

田代 洋一 氏

・産業復興とコミュニティ

大阪市立大学大学院准教授

松永 桂子 氏

・大震災からの復旧過程に見る漁協の性格と課題

東京大学教授

加瀬 和俊 氏

・原子力災害下の福島県農業の現状および協同組合ネットワークの取組み

福島大学准教授

小山 良太 氏

〈論考編〉 ・被災地農業の復興と農協の役割

〈動向編〉
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執筆者
京都大学大学院教授

・東日本大震災と協同組織金融の思想―新しい東北ビジョンとソーシャル・
日本大学教授
キャピタルの蓄積に向けて―
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長谷川 勉 氏

・
「仮設商店街」にみる店舗の連帯

大阪市立大学大学院准教授

松永 桂子 氏

・地場産業を元気に！−「食のみやぎ復興ネットワーク」の取組み

みやぎ生活協同組合

藤田 孝

・原発災害後の森林組合の取り組み―その現状と課題―

山形大学准教授

早尻 正宏 氏

東京海洋大学准教授

濱田 武士 氏

海と漁の体験研究所代表

大浦 佳代 氏

〈実践編〉 ・震災復興に取り組む福島県の漁業と漁協
・漁村に根づく相互扶助の精神―宮城県旧歌津町の「契約会」を事例に―

・みんなでつくる復興まちづくり わたりグリーンベルトプロジェクト―みんな
（一社）ふらっとーほく
でこせっぺ（つくろう）
！おらほ（私たち）の森―
連 載
書 評

氏

細田 幸恵 氏

・
「モンドラゴンの光と影」
（第２回）

非営利･協同総合研究所いのちとくらし
主任研究員 石塚 秀雄 氏

･協同組合の仲間と知り合おう〈第19回〉
『新しい生協づくりをすすめます』

生活協同組合ユーコープ理事長

當具 伸一 氏

・
『闘う社会的企業』藤井敦史・原田晃樹・大高研道編

北海道大学大学院教授

宮﨑 隆志 氏

県立大学の北川太一教授を座長として以下の予定で開

第 27 回公開研究会開催のお知らせ

催する予定です。参加無料ですので、ご興味のある方

当研究所では『協同組合研究誌 にじ』の特集企画

は、ぜひ当研究所のホームページ（
「協同組合研究部

と連動し、広く有識者や協同組合関係者および協同組

セミナ ー開催計画 」
：http://www.jc-so-ken.or.jp/

合に関心を持つ一般の方々と意見交換する場として公

seminar/kyoudou̲schedule.php） よりお申し込みく

開研究会を開催しております。次回研究会では「これ

ださい。

からの『地域づくり』を問い直す」をテーマに、福井
第 27 回公開研究会
１．開催日時： 2013年９月21日（土） 13：00 〜 18：00
２．開催場所：明治大学（駿河台）リバティタワー ９階1094号教室
３．研究課題：「これからの『地域づくり』を問い直す」
４．報 告 ：
・第１報告 「内発的な地域の発展とは何か」
（仮題）
報告者 守友 裕一 氏（宇都宮大学大学院 教授）
これまで地域づくりのあり方に大きな影響を与えてきた「内発的発展論」について、その意義・到達点と今日的な
課題を明らかにした上で、新自由主義的な地域政策・地域経済の復興策に抗するための内発的な地域づくりの考え
方について考えるとともに、非営利協同組織
（既存の協同組合、
NPOなど）
の関わり方についてご報告いただきます。
・第２報告 「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〜」
（仮題）
報告者 丸山 茂樹 氏（JC総研 客員研究員）
過疎化が著しかった福井県中央部に位置している池田町は、地域にある自然資源・伝統文化資源・人的資源を有
効に組織化することを通じて多面的な活動の展開をしている。例えば自家用だった野菜が毎日出荷されるようにな
り、自然資源が観光資源として生かされ、能田楽・能面などの伝統文化資源がイベント企画を通じて観光客を増加
させている。また生ごみや畜産糞尿（ふんにょう）を肥料として産業化するなどの成果を挙げている。こうした地域
資源を顕在化させる多面的な活動が展開される一方で過疎化も進んでおり、過疎地域における地域活性化をめぐる
課題と解決方向についてご報告いただきます。
・第３報告 「離島・半島等条件不利地域における地域づくり」
（仮題）
報告者 工藤 貴史 氏（東京海洋大学 准教授）
条件不利な漁村地域の状況およびそれらの地域における活性化策の動向を整理しながら、条件不利地域における
地域づくりの課題と展望についての報告とともに、非営利協同組織（既存の協同組合、ＮＰＯなど）に期待する役割
や課題についても触れていただきます。
５．参集範囲： 協同組合運動の研究者、協同組合・関係団体の役職員など
６．参加費：無料
７．参加申し込み：9月17日（火）までに当研究所ホームページより直接お申し込みください（※注）
８．事務局（問い合わせ先）
：ＪＣ総研 協同組合研究部
TEL：03-6280-7254（部代表）
、FAX：03-3268-8761
E-mail：k-takeuchi@jc-so-ken.or.jp
（※注）参加申し込みについては、ホームページでの受け付け終了後も対応可能です。事務局まで個別にご相談ください。

【協同組合】
『にじ』
2013年秋号の誌面構成について
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「東日本大震災からの復興と協同組合の役割・課題」
をテーマに公開研究会を２回にわたり開催
ＪＣ総研 協同組合研究部

当研究所では『協同組合研究誌 にじ』の特集企画

て2013年５月12日と６月29日の２回にわたって公開研

と連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換する

究会（会場：明治大学）を開催いたしました。今回は

場として公開研究会を開催しております。今回は「東

その概要を紹介します。なお、個々の論考については

日本大震災からの復興と協同組合の役割・ 課題 」 を

『協同組合研究誌 にじ』秋号（９月17日発行予定）に

テーマに、東京海洋大学の濱田武士准教授を座長とし

掲載されていますので、そちらをご覧ください。

《第 24 回公開研究会》
本研究会では、漁業関係を中心に以下の３名の方々

場利用形態の違い（漁業権漁業が中心か否か） に起

からご報告をいただきました。震災から２年半が経過

因していることが分かる。つまり、岩手県ではもともと

し、被災地の本格復興に向けて協同組合として一層の

養殖・ 定置網など漁業権漁業が中心で、 復興の過程

取り組みの深化が求められるなか、現地の漁協が抱え

でも一斉操業方式（利益は分配）で再開されていった

る現状と課題、被災地におけるコミュニティーのあり

ことで同業組合性が強化され、高い政策利用度と高い

方、漁村における相互扶助の事例などが紹介され、活

復旧率につながった一方、宮城県ではもともと漁業権

発な意見交換が行われました。

漁業が副次的で、 復興過程でも個別操業での再開が

「東日本大震災からの復興と漁協の役割」
（東京大
1．
学教授：加瀬和俊氏）

中心だったことから同業組合性が弱く、低い政策利用
度や低い復旧率につながっている。
なお、先般、宮城県が認可した漁業特区制度につい

加瀬氏は、震災復興を考える前段として地区漁協の

ては、そもそも漁業権の意味や漁業者の意向が無視さ

基本性格を理解する必要があると指摘する。地区漁協

れているだけでなく、特区への応募先企業を募るため

には①同業組合性、 ②協同組合性、 ③政策下請け機

にさらに補助金を付けるなど、本来復興の手段である

関性の３つの基本性格があり、①を基礎に事業体とし

はずの特区が自己目的化しており、問題点が多い。

て②が形づくられ、さらに①と②が前提となって初め
て③が機能する。
これまでの復興支援策を見ると、金融面の措置（旧
債の免除、新債務への保証付与、保険・共済における
広範な全損扱いなど） が手厚い一方で、 事業面の措
置は基本的に補助事業（岩手県では10分の１負担、
宮城県・福島県では６分の１負担）と位置付けられて
おり、漁協の財務力や職員体制によって復旧の進み方
に格差が生じている。
また、岩手県と宮城県の漁業復興支援を比較すると、
それが組織形態（小地域分散型と中央集権型）と、漁
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今後、特に懸念されるのは被災地漁協における財務
力の脆弱さである。例えば、重茂漁協（岩手県宮古市）

本設へ移行する際に廃業を検討しているところも少な
くない。

の経営再建計画を見ると、10分の１負担にもかかわら

仮設商店街を取り巻く環境は依然厳しい状況だが、

ず借入金負担は９億円に上り、震災前の剰余金規模が

新しい動きとして仮設商店街が事業協同組合をつくっ

1000万円程度の同組合にとって大きな重しとなってい

たり、補助金を申請するために異業種とグループ化す

る。漁協によっては再建計画においてバラ色シナリオ

るなどの動きが出てきている。こうした協同組織化の

（水揚げ増加・コスト低下 ）に基づく借り入れ返済計

動きは商店街の恒久化につながる動きとして前向きに

画が策定されているケースも多く、今後、復興計画が

評価でき、
「商店街の振興組合のように単なる補助金

進捗してくるなかで返済問題の表面化は避けられない。

の受け皿として集まった組織が、それ以上の理念をど

「産業復興とコミュニティ」
（大阪市立大学大学院
2．

こに求めていくか」が今後のポイントとなろう。
「自然資源と共に生きる漁村の協同精神」
（
「海と
3．

准教授：松永桂子氏）
仮設プレハブにさまざまな商店が並ぶ「仮設商店

漁の体験研究所」代表：大浦佳代氏）

街」は、震災後半年を過ぎたころから設置され、現在

大浦氏からは、 宮城県南三陸町の互助組織「契約

ではその数2300超と、 被災したほとんどの市町村に

会」の現地調査結果について報告があった。契約会は

置かれている。松永氏からは、こうした仮設商店街の

旧歌津町周辺にある漁村特有の組織であり、独自に山

成り立ちと現状、今後の課題について報告があった。

林や前浜（干潮水面から満潮水面の少し上、 暴風時

まず比較的早期に仮設店舗での事業再開が進んだ

の到達海面までの磯を指す）の一部を管理し、そこか

背景として、阪神・淡路大震災以降、国による支援制

らの収益を地区の自治やインフラ整備に充てている。

度の充実が進んだことが挙げられる。現在は事業再開

また歌津の契約会ではその収益を貯蓄して避難所とし

を志向する事業主は賃借料無料で、内装費や光熱費な

ても使える生活センターを新築し、これが東日本大震

どのみ負担すればよいことになっている。

災で大いに役立った。

こうした仮設商店街は単に「働く場」の提供だけで

契約会は、①相互扶助だけでなく、前浜でのアワビ

なく、高齢者を中心に地域の「コミュニケーションの

やウニの収益という経済性に支えられていること、 ②

場」として重要な役割を果たしている。しかしながら、

限りある磯資源を持続的に活用するために資源保護・

仮設商店街のほとんどの商店主では店舗新築のめどが

保全を厳しく行っていること、などから、漁業協同組

立たず、当初2年間とされていた入居期限の延長が不

合の原型として注目できる。その成り立ちや歴史を学

可避となっている。また期間限定で事業を再開した商

ぶことは、漁協の使命や役割の理解にもつながるとい

店主も多く、自身の高齢化や賃料負担の発生などから

う。

《第 25 回公開研究会》
本研究会では、震災復興におけるＪＡ・森林組合・
NPO法人の取り組みとして以下の３名の方々から報告
をいただきました。マスコミ報道では語られない被災
地の農業・ 林業の実態、 住民主体の復興活動などが

詳細に報告され、参加者の強い関心を引きました。
「被災地農業の復興と農協の役割」
（大妻女子大学
1．
教授：田代洋一氏）

【協同組合】
「東日本大震災からの復興と協同組合の役割・課題」をテーマに公開研究会を２回にわたり開催
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田代氏からは被災地における農業復興の現状と課題、
ＪＡの役割について報告があった。

者を雇うために周年就業が必要となるため、必然的に
土地利用型農業ではなく複合経営化が求められる。こ

被災地では、大震災を契機に既存の農政路線（大区

れにＪＡがどう対応していくか。さらに地域内が大規

画圃場整備、大規模化、法人化、施設型農業など）

模専業農家と土地持ち非農家に階層分化していくなか

が一段と追求されており、この方式に乗ればお金がも

で、今後は「むら」や地域資源の管理、ＪＡ経営のあ

らえるけれども、 乗らなければお金は出ないという状

り方などが問われてくるだろう。

況が生じている。また、自治体レベルでは平時継続型

こうした状況に対して、ＪＡは大規模専業農家と土

の行政が行われており対応も画一的である。例えば、

地持ち非農家の方々との間で「新しい農村コミ ュ ニ

地域の担い手農家が津波で流された農機を買い替える

ティー」をつくっていくことが重要であり、公共性追

場合、担い手であるにもかかわらず個人の所有物とな

求型の農的地域協同組合がどうしても必要になってく

るため補助金の対象にはならない。このため、わざわ

る。

ざ集団をつくって申請する必要がある。復興交付金も
農政の方針に沿った、あるいは前例主義による審査が
行われており、地域特性に応じた柔軟な判断は見送ら

「原発災害後の森林組合の取り組み」
（山形大学准
2．
教授：早尻正宏氏）

れ、農家による創意工夫が阻害されている。被災地の

早尻氏からは原発被害後の森林組合の現状につい

復興対応では農政が持っているクセあるいは大きな狙

て報告があった。ＪＡや漁協と異なり、森林組合の原

いがよく表れており、これにどう対応・ 対抗していく

発被害はあまりマスコミに取り上げられないが、今回、

かがＪＡに求められている。

タイプの異なる３組合への現地調査が実現し、原発被

今回の震災対応で明らかになったことの１つは、共
益性（＝組合員のため）の協同組合では限界があると

害後の福島県の森林組合経営の実情と課題が浮き彫
りになった。

いうことである。ライフラインとしてのＪＡの施設、金

双葉地方森林組合はほぼ全域が避難指示区域に該

融・共済事業どれを取っても地域住民にとって非常に

当し、現在は田村森林組合の事務所を間借りする形で

重要なインフラであり、復興の過程では、組合員だけ

営業している。震災前の事業は全面ストップし、現在

のＪＡでなく、みんなのＪＡになることが求められる。

は除染事業と避難住民用の緊急雇用事業（下草刈り）

「ＪＡは『農的地域協同組合』を目指すべき」というの

がメインである。地域の森林管理のほぼ唯一の担い手

が持論だが、 まさに震災復興の現場で
そういう事態が生じている。
さらに、 被災地の農業復興に関して、
多くのＪＡが集落営農（地域ぐるみ）と
いう処方箋を描いているが、 東北地域
は歴史的に「むら」よりも「いえ」が強
い地域であり、地域営農の単位としては
西日本型の集落営農ではなく、５人から
10人ぐらいの専門農家による広域的な
大規模法人化が進む可能性が高い。し
かし、こうした大規模法人の場合、雇用
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（周辺８町村が出資団体 ）であり、現在は帰還時に備
えて、できるだけ現状の人員体制を維持することが最
大の課題となっている。
ふくしま中央森林組合は、事業利益の５割を稼ぐ主
力事業所（都路事業所）が避難指示地域に該当した。

質バイオマス発電による新規需要開拓の動きが注目さ
れる。
「みんなでつくる復興まちづくり」
（一般社団法人
3．
ふらっとーほく：細田幸恵氏）

主力のシイタケ原木生産とオガ用パルプの生産中止が

細田氏からは、今回の東日本大震災で大きな被害を

響き、 収益面の悪化が著しい。 震災前は実に30都道

受けた宮城県亘理町沿岸部の復興を目的とする町づく

府県で福島県産のシイタケ原木が使用されていたため、

りプロジェクト「わたりグリーンベルトプロジェクト」

出荷停止により全国的な影響を及ぼしている。廃炉作

の活動について報告があった。同プロジェクトでは、

業のため元原発作業員の再雇用ニーズが強まり、森林

復興のシンボルとして（津波で流された）海岸防災林

作業員の退職が相次いでいることも大きな問題である。

の再生を目指しており、地元住民や事業者、若者、専

組合では①森林作業員の雇用確保のための事業量確

門家、行政などさまざまな人々が集うワークショップ

保、 ②40年間続けてきた広葉樹施業体制の継続を最

形式によるマスタープランの策定と、それに基づく住

大の課題として、チップや木質バイオマス発電などの

民主体の取り組みが進んでいる。

新規需要の開拓、さらに東京電力に対してシイタケ原

住民主体の取り組みを通じて、参加者の地域に対す

木とチップとの価格差補償を求めていくこととしている。

る「愛着」と「責任感」が増し、批判者ではなく「実

田村森林組合は3組合のなかで最も原発から離れた

行者」の立場から意見を言う住民が増えてきている。

場所にあり、2011年度は仮設住宅建設の特需、2012

人は自分に適した役割を見つけると「躍動」する。そ

年度は除染事業の受注により震災前を上回る事業収益

うなれば「住民主体 」も自然と進んでいく。そのため

を確保した。しかしながら、主力銘柄の「田村材」で

には、①対話を通して一人一人の思いを酌むこと、②

ブランド力が低下しつつあり、組合経営の大きな重し

一人一人の役割探しと居場所づくり、③「他人ごと」

となっている。東京電力の損害賠償では（ストック資

から「自分ごと」への意識転換が必要となる。

産である）土地・立木への賠償は対象外となっており、
今後大きな問題となろう。

なぜ住民主体が必要なのか。 現代の社会問題はあ
まりに範囲が広く、問題が複雑になっており、行政だ

福島県の森林組合が今後クリアすべき課題として、

けではもはや解決できない。どこから手を打っていい

①森林除染の推進、②損害賠償の早期実現、③風評

のか、もはや分からないなかでは、決定的な解決策を

被害対策、④森林内の労働環境確保、⑤林業生産の

探すよりもいろいろな方面から各人が考えてできるこ

新規需要開拓、⑥バ ーク堆積処理の推進、などが挙

とを行動に移すことこそが有効である。地域への「愛

げられるが、解決に向けた動きとして福島県が独自に

着 」に基づき、一人一人が「当事者意識 」と「責任

開始した「ふくしま森林再生事業（森林除染 ）
」と木

感」を持って「実行者」になることが求められる。

いずれの報告も被災地の現場を踏まえた迫力のある

せずに息の長い支援を続けること、そのために協同組

報告ばかりで、復興の現状と課題を考える良い機会に

合の支援の輪をもっともっと広げていかなければと思

なりました。お話をうかがって、あらためて震災復興

います。

が長期戦であると感じています。 震災のことを風化さ

【協同組合】
「東日本大震災からの復興と協同組合の役割・課題」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

2013年度下期開催予定
「人事・労務関係セミナー」案内
ＪＣ総研では、ＪＡの人事諸制度の仕組みや運用改善・労働法務の諸課題・実
務に有益な情報提供や人材育成を目的として、各種セミナー・研究集会を開催し
ています。
2013年度下期に開催予定のセミナーは、以下のとおりですので、現場でご活用
いただきますようご案内いたします。

2013年度下期人事・労務関係セミナー
セミナー名

賃金・退職金
セミナー

セミナー内容

開催月日
（期間）

受講料

開催地

能力主義賃金制度
（併存型職能給）
の設計、 ポ イ ン ト制退職金制度 10月23 〜
4万5000円 【東京】
の設計などについて研修する。 25日
5万5000円 竹芝サウスタワー
パ ソ コ ン（excel）による実務 （3日間）
研修
人事考課者研修会のイ ン ス ト ラ

11月13 〜
【東京】
人事考課者
ク タ ーとして必要な実務などに
4万5000円
15日
飯田橋レインボー
訓練インストラクター
ついて研修する。
5万5000円
（3日間）
ビル
養成セミナー
考課者訓練用DVD使用

労働関係法セミナー

労働関係法制の概要お よ び法改 12月5 〜
正な ど の今後の動向と対応策に 6日
ついて専門家から解説する。
（２日間）

人材育成・人事労務
トップセミナー

ＪＡの人事担当役員を中心に、 2014年
今後の人事労務政策な ど の方向 ２月12 〜
付け に対す る有益な情報を提供 13日
する。
（2日間）

3万円
【東京】
3万5000円 家の光会館

5万円
6万円

【東京】
ホテル
メトロポリタン
エドモント

注1）セミナーの開催要領は、都度各ＪＡ・ＪＡグループに文書案内しますので、申し込みは、ＪＣ総研のホームページからお願いします。
注 2）上記受講料は、受講者１人当たりの受講料です(なお、受講料の上段はＪＣ総研の１・２・３号会員料金で、下段は会員外の料金となっ
ています)。
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2013年度上期（４〜９月）においては、以下のセミナー・研究会を開催しまし
たので、概要紹介いたします。

1．セミナー関係
セミナー名

開催日・場所・参加者

概

要

1. 内容：
（1）最近の法律相談事例紹介（ＪＣ総研）
（2）改正労働３法施行後の最新企業動向と改正法の戦略的活用について（木下
弁護士）

５月 16 〜 17 日（２日間）

（3）合併、事業譲渡、解散の際の労働契約をめぐる法的留意点について（伊藤

【東京】

人事・労務セミナー

弁護士）

飯田橋レインボービル
60 人参加
（ＪＡ：27 人

（4）講演「組織を伸ばすリーダーはここが違う」
（〈株〉オフィス・なかがわ代表、

元気コメンテーター、中川政雄氏）
県中他：33 人）
２. 評価：
相談事例など、具体的事例に基づく講義が中心で参加者の評価も高かった。
特に、高卒で若くして信金支店長となった、外部講師の中川氏の講演は「元
気をもらった」などの意見が多かった。
1. 内容：
（1）ＪＡにおける人材育成と活力ある職場づくり（ＪＡ全中）
（2）ＪＡにおける人事管理の現状と課題と人事管理制度（5 講義：職能資格、目
標管理、人事考課、賃金、退職金・年金）、労働安全衛生法などの基礎につ
いて（ＪＣ総研）

７月１〜５日（５日間）

人事担当
専任者基礎セミナー

（3）ＪＡ事例紹介：人事制度（ＪＡ呉）

【千葉】
クロスウェーブ船橋

（4）労働法総論・個別的労働関係の法律知識（増田弁護士）

42 人参加

（5）集団的労使関係の法律知識（伊藤弁護士）

（ＪＡ：19 人

（6）情報交換会（班別）
県中他：23 人）
２. 評価：
５日間の研修であったが、講義内容、会場設営とも、総じて評価が高かった。
特に、増田弁護士の講義は、採用〜退職に関わる一連の法律知識について分
かりやすく説明があり、好評であった。
内容：

①東日本

（1）職能資格制度の設計・運用・再構築

８月 21 〜 23 日（３日間）

職能資格・目標管理・【東京】
人事考課セミナー

（2）目標管理制度の設計と運用
（3）ＪＡにおける人事考課の仕組みと対応

②西日本
９月 11 〜 13 日（３日間）
【神戸】

2．広域JA人事・労務対策研究会関係（2013年度8月現在研究会会員：86JA）
研究集会名

開催日・場所

概

要

1. 内容：
（1）情勢報告（ＪＣ総研）
（2）労働法制の改正（主に有期雇用）をめぐる実務上の留意点について（三上弁護士）
７月 25 〜 26 日（２日間）

広域ＪＡ人事・労務
対策研究会
第２回研究集会

【東京】
飯田橋レインボービル

（3）ＪＡ事例紹介：職員育成（ＪＡ横浜）
（4）班別討議（２日間）
（5）講演「仕事で活かせる心理学」（心理学者、植木理恵氏）

42 人参加
（ＪＡ：29 人
人）

県中他：13

２. 評価：
分科会などで他ＪＡの取り組みや意見が聞け、非常に良かったとの意見が多く出
された。
また、三上弁護士やＪＡ横浜萩生田課長も分科会に参加していただき、ざっくば
らんに質疑できたことも評価が高かった。
一般講師でテレビなどで活躍されている植木氏の講演は、接客時などの対応を心
理学的観点から分かりやすく説明があり、大変好評であった。

【人事管理】2013年度下期開催予定「人事・労務関係セミナー」案内
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経営相談部
労働法務チームの業務活動
ＪＣ総研 経営相談部● 労働法務チーム

経営相談部労働法務チームでは、講師派遣（出講）
、労働法務に関する電話相談、弁護士に
よる法律相談、
『人事管理ＲＥＰＯＲＴ』の発行などを行っていますが、2013年３月から８月ま
での『人事管理ＲＥＰＯＲＴ』に掲載した主要記事と労働法Ｑ＆Ａは、次のとおりです。

主要記事
号 数

掲載項目

2013年3月号

高年齢者雇用安定法の改正内容と実務対応の法的留 弁護士
意点
三上 安雄氏

2013年4月号

ＪＡの人事制度について（役割成果主義人事制度の
導入）

ＪＡいずも 元代表理事専務
内田 正二氏

2013年5月号

今後の有期契約労働者の雇用管理上の法的留意点

弁護士
石井 妙子氏

2013年6月号

労働時間制度の運用・導入手順の実際と法的留意点

弁護士
増田 陳彦氏

メンタルヘルスとＪＡの責務

弁護士
加茂 善仁氏

2013年7月号

2013年8月号

日本一の営業実績を挙げた元積水ハウストップ支店 元積水ハウス支店長
長の実践録
加藤 正彦氏
重要労働3法改正と今後の人事労務管理

労働法Ｑ＆Ａ
号 数
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氏名等

掲載項目

2013年3月号

雇止めについて

2013年4月号

就業規則の作成と労働基準法等における留意点

2013年5月号

妊娠・産休・育休等を理由とする不利益取扱いの禁
止について

2013年6月号

不就労時間と賃金減額の法的留意点について

2013年7月号

兼業の許可について

2013年8月号

精神障害の労災認定過去最多と使用者としての法的
留意点について
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【労働法務】経営相談部 労働法務チームの業務活動

弁護士
中山 慈夫氏

「平成25年度労働問題弁護士相談」の実施について
ＪＡ、ＪＡ中央会・連合会およびＪＡ関連団体におきましては、組織変革や事業体制の整備、
再編成を進められており、組織の変貌が続いております。これに応じて、人事管理制度も変革が
進展しつつあります。このような状況のなかで労使間、職場にはさまざまな問題が生じていること
から、当研究所においては、これらの懸案事項の解決策の一環として、労働問題専門の弁護士で
ある中山慈夫氏による相談の機会を「弁護士相談」として設置し、相談業務を実施しております。
ご相談いただく内容としては、正職員の賃金などの労働条件変更、パートタイマーなどの有期
契約労働者の処遇問題、出向・転籍などの雇用調整対策、組織改編に伴う人事管理・処遇問題
など、 人事管理制度をめぐる根幹な問題、また日常的に生じる賃金・ 労働時間、メンタルヘル
ス・労災問題、懲戒処分、雇止め・解雇など個別的な労働関係事項、さらには団体交渉、労働
協約など集団的労使関係から生じる問題など、幅広い事項についてのご相談に応じられるよう配
慮いたしております。
「平成25年度労働問題弁護士相談」の相談をご担当していただく
□中山 慈夫弁護士（中山・男澤法律事務所所長）の略歴
経

役

歴

職

昭和50年３月

早稲田大学法学部卒業

昭和53年４月

弁護士登録（第一東京弁護士会）

昭和62年４月

中山慈夫法律事務所開設

平成17年４月

中山・男澤法律事務所に改称

平成９年４月〜平成11年３月 法政大学社会学部非常勤講師（労使関係法）
平成12年４月〜平成15年１月 最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
平成16年４月〜平成19年３月 東京大学法科大学院客員教授（労働法 実務家教員）
平成21年７月〜平成25年６月 経営法曹会議事務局長（現在、常任幹事）

主な著書 『労働法実務ハンドブック（第３版）
』
（編著、中央経済社、平成18年）
、
『Ｑ＆Ａ 解
雇・退職トラブル対応の実務と書式』
（編著、新日本法規出版、平成22年）
、
『就業
規則モデル条文（第３版）
：上手なつくり方、運用の仕方』
（経団連出版、平成25年）
など
ご相談を希望される方は、電話またはFAXにてお申し込みください。
電

話：０３−６２８０−７３１０

F A X：０３−３２６８−８７６１
担

当：ＪＣ総研 経営相談部 渡邊、中野、川島

このような弁護士相談制度をご活用いただき、迅速・適切な対応を図られますようご案内を申
し上げます。
以 上

【労働法務】経営相談部 労働法務チームの業務活動
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「欧州協同組合レター」
（No.9）
『ヨーロッパにおける協同組合と地域の発展 ヨーロッパの協同組合は
どのようにしてそれぞれの地域経済に貢献してきたか』
を発行しました

当研究所は、ベルギーのブリュッセルに本部がある「協

１つ目は、スペイン・バスク地方の報告です。バスク地

同組合ヨーロッパ本部」と定期的な情報交換の契約を締結

方には、モンドラゴン協同組合という、製造業、金融業、

し、文書での情報交換や直接相互訪問による意見交換など

流通業、教育の４つの分野にわたって幅広く事業を行って

の交流を行っていますが、その主要事業の一環として「欧

いる、世界的にも有名な労働者協同組合グループがありま

州協同組合レター」を2009年3月以降、順次発行していま

す。労働者協同組合は労働者自身が協同組合に出資し共に

す。

働き、組合員となる形態の協同組合です。125の協同組合

今回の「欧州協同組合レター」
（No.9）の概要（土屋博

からなるモンドラゴングループは、上記４つの分野別の各

代表理事理事長による「解説」
）と目次は以下のとおりです。

連合会を組成しており、今回はこれらの分野を統合した意

当研究所の１・２・３号会員にはすでに配布しており、

思反映組織のKonfekoop、また地元農協などと連携しなが

かつ近々ホームページにも掲載することを予定しております。

ら活動している消費者協同組合のEroskiなどの事例が報告

No.8までの過去のレターについてはすでに掲載しておりま

されています。

すので、併せてご一読いただきたくお願いいたします。

解

２つ目は、イタリア・エミリア＝ロマーニャ州の報告です。
エミリア＝ロマーニャ州は、市民の３分の２が協同組合の

説

組合員というボローニャ市をはじめとして、各種の協同組
つ ち

や

（一社）
ＪＣ総研 代表理事理事長● 土 屋

ひろし

博

サービスの分野で特に盛んとなっています。この地域には

「欧州協同組合レタ ー」 は、 本研究所が協同組合ヨ ー

Legacoop、Confcooperative、AGCIという３つの協同組

ロッパ本部に調査を依頼し報告を受けたものを本研究所で

合の連合会があり、 このうちConfcooperativeに加えて、

翻訳しているもので、2009年３月に第１号を発行しており

タイルなど陶器の生産協同組合であるイモラ陶芸協同組合、

ます。今回の「欧州協同組合レター」
（No.9）は2012年10

アグリビジネスに関わる協同組合の連合会であるConserve

月に、協同組合ヨーロッパ本部に対して、欧州の協同組合

Italiaなどの事例が報告されています。

が地域社会に対して貢献している状況についての事例調査
を依頼し、2013年６月にご報告いただいたものです。

〈スペイン、イタリア、イギリスの 3 地域の事例〉
報告では協同組合が地域社会に対して大きな役割を果た
している代表的なスペイン、イタリア、イギリスの3つの地
域について、それぞれ複数の協同組合の取り組み状況が紹
介されています。

60

合の非常に発展した地域で、農業、住宅、製造業、社会的
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３つ目は、イギリス・ウェールズの報告です。ここでは、
協同組合を推進するための組織であるウェールズ協同組合
センター、醸造とバイオマス測定機器製造のAber Instruments、住宅協同組合のBron Afon Community Housing
の事例が紹介されています。

〈協同組合の多様性と設立支援〉
この３地域の例では、地域の協同組合が非常に多様性を

【企画総務】
「欧州協同組合レター」
（No.9）を発行しました

目

次

はじめに
調査の手法
１ ヨーロッパの協同組合
・ヨーロッパの協同組合活動の歴史
・各国の協同組合に関する法制度とヨーロッパ協同組
合法（SCE）
・各国での協同組合の位置づけ
・ヨーロッパにおける協同組合と地域の発展
２ スペイン・バスク地方
持っていることが特徴です。日本で主流となっているＪＡ、

・バスク地方における協同組合活動の変遷

生協、信用協同組合などの事業にとどまらず、住宅、製造

・モンドラゴン協同組合企業

業、教育、健康、社会的サービスなどに広がっています。

・Konfekoop

地域住民の多様な課題を解決するために多様な協同組合が

・連携のためのネットワーク

設立され、幅広く地域にネットワークをつくっているのです。

・協同組合の推進

そして、これらの地域では協同組合自身による協同組合

・2008年の経済危機から今日まで

設立支援のための活動が行われています。地域社会に生じ

・組合員、雇用と公平性

た新たな課題を解決したいという住民の思いや動きに対し

・地域の発展と教育

て、協同組合側から協同組合の設立による解決方向が提示

・バスク地方における優れた取組の事例

できるような仕組みになっているともいえます。

・Colegio Vizcaya

例えば、バスクでは協同組合の設立支援をするための
Elkar-Lanという協同組合を連合会が共同で設立していま

・Eroski
３ イタリア・エミリア＝ロマーニャ

す。エミリア＝ロマーニャ州ではイタリア共通の協同組合

・エミリア＝ロマーニャにおける協同組合の発展過程

推進基金による設立支援の他に連合会独自でも設立の技術

・協同組合活動の対象分野

的支援を行っています。またウェールズではウェールズ協

・エミリア＝ロマーニャにおける協同組合の連合会

同組合センターがそうした役割を担っています。

・エミリア＝ロマーニャ Confcooperative

日本においても協同組合は地域社会と共に存在し、地域

・エミリア＝ロマーニャにおける優れた取組の事例

社会に大きな役割を果たしています。しかし、地域経済の

・イモラ陶芸協同組合

落ち込みや高齢化などの進行の下で、地域社会には新たな

・Conserve Italia

深刻な課題が次々と生じており、住民の協同した取り組み

４ 英国・ウェールズ

に向けた動きがさまざまな形態で起こっていますが、こうし
た状況に協同組合側が必ずしも的確に対応できているとは

・ウェールズにおける協同組合の発展の経緯
・協同組合の活動分野

いえません。本来であれば協同組合方式によって事業を行

・ウェールズ協同組合センター

う方が適切と思われるような場合であっても、NPOや株式

・ウェールズにおける優れた取組の事例

会社などの法人形態をとる場合も多くなっています。

・Aber Instruments

今回の報告を受けて、既存の各種協同組合の枠を超えて、

・Bron Afon Community Housing

多様な協同組合の設立を支援する仕組みが必要なのではな

５ まとめと結論

いか、まずは、誰でもが相談できる窓口の設置から始める

参考文献

べきではと思った次第です。

【企画総務】
「欧州協同組合レター」
（No.9）を発行しました
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す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

職場において数ある上司の役割の
なかで、最重要課題の１つが「部下

ぶり、高めていく力となるものです。

2．モチベーション（動機づけ）

①自発性

コントロールの基礎

の動機づけ」です。上司のみならず

自らが進んで積極的に課題や目標

「動機づけ」 への内面的要因の核

「動機づけ」 は、 働く者には常によ

に取り組む決意です。苦手意識や不

は「使命感の喚起」です。それを上

りよい成果を得るために必要な要因

得意な事柄に対しても関わりを求め、

司から与えられてもお客さまからで

です。 上司からの支援が「動機づ

道を拓き、意志を持って実行します。

も構いません。もちろん、自分自身

け」になるのか、自ら積極的に管理

「やれ！」と言われても、「私がや

で操作しても構わないのです。「そ

できるか、の違いです。
人は、 ふとした事で意欲が燃え

ります！」という強さです。

れは、自分の役割であり！

②自主性

成すべきことである！」そういう自

自分が

盛ったり、反対に消えたりします。

他からの干渉や批判に惑わされた

一度消えると、なかなか元の意欲に

り、迷ったりしない自分の軸を保持

「これが、 私の仕事です！」 とい

はなりにくいものです。だから、日

することです。かたくなに固定した

う仕事紹介を組合員さんや知人、家

常は、その意欲づくりの繰り返しが

ものではなく、独楽の芯のように柔

族に堂々と述べることができるよう

多くを占めているのです。

軟で自由自在に変化してもなお、独

に明確化することです！

覚です。

立し独自で個性的に実行します。

「動機づけ」とは
1．

ＪＡの職場では、以下の７つの意

「私は、 この根拠からこのように

識的な努力をすることが、モチベー

思います」と断言するたくましさで

ションコントロールの基礎として重

いっても、どのように意味を把握し

す。

要です。

ていますか？

③自律性

1）農業の重要性を職場で語り合う

モチベ ー シ ョ ン（動機づけ） と
その時々に便宜的に

使いこなして「意欲」「やる気」「気

自らの行動がもたらした影響や結

農業は国の根幹産業です。農業の

力」など、意外に曖昧な捉え方をし

果に責任を取ることです。思い入れ

躍進は、国の安定と豊かさをもたら

ていませんか？

があったとしても、今、改めるべき

します。実りは、十分な「食」の豊

ものは改める！

受け入れるべきは

かさをもたらします。さらに、実存

実存心理学では、下記のように明
確化し、自分ではどうにもならない

受け入れる！

打ち切らざるを得な

心理を専門とする私は、農の効力に

ようなことでもよりよい成果を得る

いときは打ち切るのです。進んで自

もう１つの意義を見いだします。命

ための、意欲づくりのスタートライ

浄化し、軌道修正などの管理に徹し

を育む「心」の優しさと強さです。

ンにしています。

ます。

「動機づけ」 は、 目標達成のため
に私たちの躍動する３つの心を揺さ
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︽プロフィール︾

株式会社ビジネスラポール

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

『ＪＡのモチベーション マネジメント』
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「私は、 改めてやり直します！」
という厳しさです。

農のもたらすどのような効果も国
の存続には大切です。その重要性を
常に、職場で全員がどのタイミング

【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】ＪＡのモチベーション マネジメント

意欲づくりのスタートライン
〈動機づけ〉

感が得られるからです。
課題達成のための連帯感は、モチ
ベーションのセルフコントロールを

使命感の喚起

促します。
5）進行中の仕事のやり方や工夫を検
討し合う

自主性

自発性

自分の仕事のやり方や方法には自
信はあるものの不安もあります。そ
れを常に改善し工夫するように手を
貸し合えることと、仲間がいること

自律性

です。
できる可能性を確信できるとき、
モチベーションは勢いを増していく
のです。
6）些細な出来事でもプライベートの
喜びを一緒に喜び合う

目 標 達 成
でも語り合えるように率先するので

ギーが湧き上がってくるのです。

仕事の場でも私的な喜び事が話題
になればうれしいものです。これと
いう意味もないのに不思議なパワー

お客さまの感謝や喜びの声は窓口

が湧き出てきます。「よ〜し！ やっ

カウンターだけでなく、どこからで

てやるか！」根拠もないのにチャレ

ベーションに直結します。

も聞こえます。渉外担当者は、出掛

ンジしたくなるのです！

2）ＪＡ活動での誇りを交わし合う

けた先で、毎日お客さまの喜びの声

るほど達成へのモチベーションが高

身近にいる大切な方々に、堂々と

を直接聞けるのです。戻り次第それ

まります。

自慢できるＪＡの実際の活動や実績

を職員に話し、聞かせてあげましょ

をお互い明確にし合うことです。

う。感謝や喜びの声を耳にしたすべ

び事が必ずあります！

「ゆりかごから墓場まで！」

ての職員に、プラスのエネルギーが

く私的な喜び事をオ ー プンにしま

「地産地消で地域繁栄化！」

湧き上がってきます。それを分かち

しょう！

「徹底した食の安全と確保！」 な

合うのです。

7）お茶とお菓子でほんのわずかなリ

す。
意義を感じる貢献は、 強いモチ

ど。

ワクワクする喜びは、 モチベ ー

機会あるごとにＪＡ活動の誇りを

ションをレベルアップします！

難問であ

職員一人一人には、それぞれの喜
ためらいな

ラックスタイムを取る
１日のなかでも「緊張と弛緩」の

確かめ合うことです。組合員さんに

4）職場活性化や目標達成の各人の責

断続的繰り返しが能率や効率への好

話すように、部下や家族、自分自身

任を示し合う

影響となります。休憩時間はリラッ

全職員が共通に持てる職場の大目

クスしましょう。安堵感が違ってき

標を常時掲げて「見える化」してお

ます。休憩が終われば「さて、始め

ションを確かなものにします！

くことです。そこから各人に自分が

よう！」と、新たな緊張感が芽生え

3）組合員さんや地域の方々の喜びの

何をしなくてはならないのか、果た

るのです。

声を分かち合う

すべき内容や役割を把握できるよう

「 おいしさ 」 には、「楽しさと潤

に分担させましょう。小さな部分を

い」を感じます。そこに、安堵感が

分の努力や存在感に自信を抱かせ、

実行しただけでも大きな課題達成で、

へこたれない克己心をよみがえらせ

勇気付けになるものはありません。

公平な達成感が得られます。自分自

ます。ストロングモチベーションと

感謝されることで、 喜びのエネル

身を対等な存在として全員との連帯

なるのです！

にも胸を張りましょう。
仕事に対する自尊心は、モチベー

相手から感謝されることほど、自

【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】ＪＡのモチベーション マネジメント
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ＪＣ総研 経営相談部●ファーマーズマーケットチーム

「ＪＡ農産物直売所経営者セミナー」
（2014年１月開催予定）のご案内
第26回ＪＡ全国大会（2012年10月）でも決議されてい
ますが、ＪＡファーマーズマーケット事業は、
「地域の消費
者」や６次産業化の「地域の企業・団体等」とのつながり
として、食の安全確保のための取り組みとして、コミュニ
ティービジネスの創出として、ＪＡ交流事業として位置付
けされ、店舗数を増やしてきました。
このような農産物直売所は、ＪＡグループ以外の店舗も
含めて全国で１万6816店舗、 年間総販売金額8767億円
（農林水産統計「農産物地産地消等実態調査〈平成21年度
結果〉
」より）の巨大マーケットに成長しましたが、一方で、
生産農家の高齢化、長引く不況、商系企業の新規参入など
により店舗の集客力にも陰りが見え始めています。 地域に
よっては乱立状態、直売所同士の生き残り競争が起きてい
ます。

2014年１月開催予定の「ＪＡ農産物直売所経営者セミ

こうした直売所淘汰の時代にあって、この難局を乗り切

ナー」は、ＦＭ戦略研究会の公開セミナーとして、ＪＡの

るにはどうすればよいのでしょうか。 例えば、 多様な農業

トップ（役員）
、部課長、店長などＪＡの役職員を対象にし

の担い手を育てて生産力を維持すること、消費者が求める

て開催します。

豊富な品ぞろえや試食コーナーの設置など店舗の魅力アッ

この公開セミナーで、ＪＡがファーマーズマーケット事業

プを図ること、そして、特産農産物や加工品などの新たな

で生き残っていくための情報やヒントが得られるものと思い

事業化により商品としての付加価値を高め、新たな販路開

ます。奮ってご参加ください。

拓にトライすること、これらのことを複合的に着実にかつ大
胆に実践することが解決の糸口になるのではないでしょう
か。

ＪＣ総研は2003年にファーマーズマーケット戦略研究会

〜 JA グループ公開セミナー〜
JA 農産物直売所経営者セミナー
日
会

時▶2014年1月23日（木）〜 24日（金）
場▶東京都新宿区市谷船河原町11番地
飯田橋レインボービル7階
対象者▶ＪＡ役員、部課長、ＦＭ店舗店長
カリキュラム▶
1月23日（木）
（1日目）公開シンポジウム
「農産物直売所淘汰の時代への対応（仮題）」
1月24日（金）
（2日目）東京近郊のＦＭ店舗視察
参加費▶２万円（予定）
お問い合わせ▶ＪＣ総研 経営相談部 担当：安達、伊藤
電話03-6280-7253
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ＦＭ戦略研究会について
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（ＦＭ戦略研 ）を組織し、10年経過しました。ＦＭ戦略研
では、店舗運営に関するノウハウの蓄積や情報交流、商圏
調査・分析、店舗間における商品取引や連携の拡大、食育
ソムリエ設置や店長・従業員の育成などを進めています。
現在、会員は41ＪＡ、年間売り上げ300億円を超えるグ
ループに成長し、ＪＡ間での商品取引も急速に増え、年間
販売額が20億円を超す大型店舗も続々と登場しています。
ＦＭ戦略研は、年間10回（８・12月を除く毎月）定例研
究会を開催し、うち、２回は現地研究会として会員ファー
マーズマーケットの現場や話題の店舗などを訪れ、優良事
例研究や相互交流を深めています。

【FM】
「ＪＡ農産物直売所経営者セミナー」
（2014年１月開催予定）のご案内

夏の猛暑も和らぎ、ようやく秋を感じるようになりました。個人的な話で恐縮ですが、以前、毎秋通った長野県の村が
あります。それは、新潟県境に位置する栄村という小さな村。ＪＲ駅構内に国内最深雪記録の碑があるほどの豪雪地帯
で、江戸時代後期の雪国の生活を描いた『北越雪譜』で有名な秋山郷もここにあります。大学院のころ、この村の観光調
査に関わった私は、約1年にわたりこの村をフィールドワークさせてもらいました。当時の高橋彦芳村長のアイデアで生ま
れた、都市住民が準村民として登録し、宿泊できる「ふるさとの家」というユニークな古民家の宿、国の補助金に頼ら
ほ じょう

ず、村で雇用したオペレーターが図面を作らず圃場の整備を行う、全国を驚かせた、低コスト・高パフォーマンスの中山
間地圃場整備手法「田直し事業」も栄村の取り組みです。
「グリーンツーリズム」という言葉がいまだしっくりこないわが
国ですが、農山村の魅力を肌で直に教えてもらったこの栄村。この秋、いま一度訪れ、今後のわが国の農山村づくりにつ
（基礎研究部 主任研究員 郡山雅史）

いて、自分なりに考えてみたいと思っています。

一番好きな食べものは何かと問われたら、私は１も２もなく「モモ」と答える。私は夏が大好きなのであるが、モモが
食べられるから、というのもその理由の１つである。この秋号が刊行されるころには、季節は流れてモモのシーズンは終
わりを告げているだろう。また来年のお楽しみである。
東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故発生から2 年半が過ぎた今も、福島県産の農産物に対す
る風評被害は残る。私の大好きなモモも、他産地のものと比べ安値で販売されているのを何度か見掛け、心が痛んだ。
鮮やかなピンク色で丸々と太った福島のモモは、食べてみると甘い蜜のような果汁が滴り落ちてとてもおいしい。わが
家では季節を通して何度も楽しませてもらったが、なかには福島県産というだけで不安を感じる人がいるのも事実である。
9月2日付の『日本農業新聞』に掲載された、ＪＴ生命誌研究館長の中村桂子さんによる「内部被ばくと風評被害」
で、福島県南相馬市の医師の活動が紹介されていた。その医師は、相馬の人たちと協力して、ホールボディーカウンター
を用いた内部被ばく検診を継続して行っており、先日１万1898人分の結果が公表された。それによると、約95％の人が
検出限界以下で、検出限界を超えた残り5％の人も、実はそのほとんどが、山に入って自分できのこを採ったり、野生の
イノシシを獲って食べた人だったことが分かった。その理由は「セシウムに汚染しやすいのはきのこ類とベリー類」だか
らで、水道水を飲んだり、地元でとれた農産物を食べるといった通常の生活には、放射能に関して問題がないことが示さ
れたという。しかし、消費者の多くがそうした検査結果や情報を知らないのが現状だ。だから「福島」という言葉に過剰
反応し、間違った「安全・安心」の基準で行動してしまう。福島県産のモモを好んで食べている私でさえ、この記事を読
んで「ほっ」とした。そんなものである。
本当は私たち一人一人が、正しい情報を基礎とした自分の基準を持つべきであることは確かだ。しかし、正しい情報と
は何か、そしてそれはどこで手に入るのか、それがなかなか消費者には伝わらない。だから風評被害は残り、農産物に公
正な価格が付かない。収まりのつかない汚染水問題も、それに拍車を掛けてしまっている。
だからこそ、
「農」のサイドから、信頼できる情報を、消費者へ、そして流通業界へと積極的に発信することが求めら
れている。一方で、
「農」からの発信だけでは限界があるという現実にもまた目を向けなければならない。それをどのよう
にして埋めていけばよいのか、いま一度考えてみたい。

（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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