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秀則

（一社）ＪＣ総研はＪＡグループ系のシ

また、ＦＭ戦略研究会（会員数 41ＪＡ）

ンクタンクとして、調査研究事業と相談・

では、年に 10 回研究会を開催し、ＦＭ

研修・コンサルティング（以下、コンサル）

店長を中心にして実績検討、運営改善

事業を３研究部体制で行っています。調

課題の分析検討、人材育成・従業員教

査研究事業は、基礎研究部と協同組合

育の検討、店舗間交流、現地研修会（年

研究部が担当し、相談・研修・コンサ

２回）などを行っています。ちょうど６次

ル事業は経営相談部が担当しています。

産業化促進対策もあって、多くの情報が

今回は、小職が所管する経営相談部の

寄せられており、忙しく対応しています。

業務、すなわち相談・研修・コンサル事

経営相談部は、実践的・実務的な課

業について、ご紹介したいと思います。

題に取り組んでいるのが特徴です。今後

相談・研修・コンサル事業の活動範

ともＪＡグループの期待に沿うように事

囲は、人事労務関係分野とＦＭ（ファー

業を進める計画で、関連する情報の収

マーズマーケット）分野で、ＪＡグループ

集分析や内部体制のスキルアップも図っ

を対象に行っています。人事労務関係

ていきます。ＪＡグループの皆さまに、

分野は、1972（昭和 47）
年に設立された

ますます（一社）
ＪＣ総研を活用いただけ

（社）農協労働問題研究所からの伝統と

るように運営したいと思います。

ノウハウを受け継ぎ、人事労務セミナー
を年間８回、個別ＪＡ人事コンサル、Ｊ
Ａ研修会などへの講師派遣（出講）
、労
働法務相談（弁護士相談含む）などを実

人事労務管理に関するセミナー・研修会の概要
セミナー・研修名

概

要

人事労務セミナー

労働時間管理やメンタルヘ
ルスなど職場が直面する諸
課題と対応策

「構築された人事制度の効果的な運用

人 事 担 当 専 任 者 基 礎セミ
ナー

人事労務管理から労働法
に関する基礎知識

をどう進めるか」
「大規模統合されたＪ

職 能 資 格・目 標 管 理・人
事考課セミナー

演習を交えた能力主義人事
制度における諸制度の設
計と運用

賃金・退職金セミナー

能力主義賃金制度および
ポイント制退職金制度の設
計と演習

人事考課者訓練インストラ
クター養成セミナー

職場の人事考課者訓練イン
ストラクターとして必要な
実務

紹介や個別コンサルの提案など、人事

労働関係法セミナー

労働法制の概要および今後
の改正の動向などと対応策

労務に関する問題の解決に当たっていま

人材育成・人事労務トップ
セミナー

今後の人事政策のあり方な
ど経営層にとって重要な人
事課題

施しています。

Ａの人事制度統一をどう図るか」
「高年
齢者雇用安定法に対応した制度改定や
処遇はどうしたらいいか」など、具体的
な課題について相談を受けたり、事例

す。セミナーのカリキュラムでは、経営
側に立った実務経験豊かな弁護士を講
師に迎えて、法令対応のポイントや留意
点について分かりやすく解説していただ
くようにしています。
ＦＭ分野では、ＪＡのＦＭ・直売所設置

ＪＣ総研
常務理事
こ ん

の

と し ゆ き

近野 俊幸

に関する事業化コンサルや、既存店舗
の運営改善コンサルを行っています。ＪＡ
の方針に沿い、一般のお店とは異なった
活力ある店舗作りをサポートしています。

2013 年 5 月に開業したＪＡあいち中央「でんまぁと
安城西部」の店内
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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

「食育」という言葉は、1898（明治31）年に陸軍薬
剤監でもあった石塚左玄が、
「体育も智育も才育もす
べて食育にあると認識すべき」と、
『通俗食物養生法』
で書いたのがきっかけで使われ始めたという。現代の
子どもの食生活の問題点に、 朝食の欠食、 極端な偏
食などがあり、生活習慣病の予兆が見られている。子
どもの時から食について考える習慣を身に付けるため
には、 食べ物が出来るまでの過程を知る農業体験が、
大変いいきっかけになるはずだ。今回は、農家、地域、
学校や行政が協力して、
「農の教育」 と「食の教育」
の体験を合わせた形で子どもに機会を与えている事例
を紹介させてもらおうと思う。

１．事前学習の充実が重要
＜どんなお米を食べたいかと投げ掛けを行う〜中学校編＞
中学２年に行われる宿泊学習を、農村に滞在して農
業体験をするという内容にした学校の事例では、総合
的学習の時間を当てて１年生の３学期から事前学習を

も り

森 久美子

スタートしていた。
中学行事のなかで宿泊学習といえば、 ３年の修学
旅行の前に行われる最大の校外行事として、子どもた

く

ちの期待も大きいだろう。 工場などの社会見学をした

み

り、 景勝地に行ったりするのではなく、 農村に宿泊し
て職業体験として農作業をするという。どんなふうに組

こ

み立てられて、 子どもたちは何を感じるのかを知りた

作家

かったので、事前学習から見学させてもらった。
１回目は、 実際に田植えに行く４カ月も前の真冬、
北海道は厳しい寒さが続き、農地は一面雪で覆われて
いる時期に行われた。生徒たちはまだ１年生だから、
顔も体型も幼さが残っている。
教室に体験学習受け入れをしてくれる農家の方がお

【プロフィール】
作家、エッセイスト。北海道札幌市出身。農林水産省 食料・農
業・農村政策審議会委員他、食と農に関わる多くの委員などを
務める。1995 年朝日新聞北海道支社主催「らいらっく文学賞」
に、開拓時代の農村に生きる少女の成長を描いた小説「晴天色
の着物」で入賞。以来、新聞、機内誌や車内誌などの雑誌に多
くの連載を持つ。1999 年より 2011 年まで約 600 回、
「食と
農業」
がテーマのラジオ番組パーソナリティーを務める。現在
『日
本農業新聞』のコラム「万象点描」を担当中。主な著書に『母
のゆいごん』
（共同文化社）
、
『
「食育」実践記 きゅうりの声を聞
いてごらん』
（家の光協会）などがある。
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見えになって、 田んぼの他に野菜を作り、 ニワトリも
飼っていると話してくれた。 親戚と先生以外の大人に
会う機会は案外少ないものだろうし、経営面積を説明
するなかで使われた「１俵 」
「反 」
「ヘクタール」 など
の単位を知らないので、 生徒たちがどこまで理解でき
ているかは判断できなかった。 きょとんとした表情を
浮かべている生徒もいる。 一通りの説明を終えると、
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しているらしく、 ドキドキしているような表情の生徒も

農家の方は生徒に尋ねた。
「どんなお米が食べたいと思っていますか？」

いる。農家の方は今回も微笑みを浮かべて、生徒たち

「無農薬」
「有機栽培」
「安全・安心」。

の話を聞いていた。

教室の後ろに立って生徒たちの意見を聞いていた私

種子の温湯消毒、 畦にハーブを植える、 合鴨に雑

は、今どきの中学生はこんなに意識が高いのかと感心

草を食べさせる、農薬を使わずに木酢液を使った防除

した。 私の子ども時代と随分違う。 昭和40年代に中

をするなど、 それぞれ違う発表をした。 農家の方は目

学時代を送ったが、お米に対して明確な理想やイメー

を細めて楽しそうに聞き、 いい発表だったと褒めて、

ジを持っていた記憶はない。艶がいい、色がきれい、

田植えの時の再会を約束してお帰りになった。

粘りがあってパサパサしないという、表面的なことしか
感じていなかったし、何よりおなかが減ったら炊き立て

＜調べたことと体験がどのように結び付くのか〜中学校編＞

のご飯が一番おいしいと思っていただけで、 お米につ

宿泊学習の日がやってきた。 １日目に観光農園で搾

いてはあまり考えていなかったような気がする。

乳やそば打ちなどを体験した後、 近隣農村の廃校に

現代の中学生は情報があふれる社会に生きている

なった高校の校舎を改築した宿泊施設に泊まり、２日

から知識が豊富なのか、 食生活に対するこだわりを

目に農家に向かった。 事前学習で前年度に行われた

はっきり持った家庭に育っているから意識が高くなるの

上級生の田植えのビデオを見ているし、 勉強もしてき

か、 いくつかの理由はあると思う。 事前学習を見学し

たつもりだっただろうけれど、実際に目の前に広がる田

ていくなかで背景に何があるか解明できるかもしれな

んぼの広さに驚いた様子だ。それでも、冬に授業に来

いと思うと、余計興味が湧いてきた。農家の方は、生

てくれた農家の方の顔を見てほっとしたのか、植え方の
説明を受けるこ

徒たちの答えにニコニコしてうなずきながら言った。

ろに は 笑 顔 に

「いいね、おじさんも、そういうお米が食べたいよ。

なっていた。

来週来るまでに、 どうやったらそういうお米を作れる

最初にハウス

か、調べて発表してね」
そう言い残して農家の方は帰ってしまった。 生徒た

に苗を取りに行

ちは前後の席の級友たちと話し合っている。
「どうやっ

き、壊れ物を扱

て」って、どういう意味だろう。方法のことだろうか。

うように大事そ

農薬を使わなければ、 無農薬っていえると思っていた
けど違うのだろうかなど、 農家の方の投げ掛けを不思

真っすぐに植えられるかな？（中学生の田
植え体験）

うに田んぼに運
んだ。苗を植え

議な気持ちで受け取ったようだ。 授業を見学している

る場所に印を付ける道具「コロ」を引っ張ると、 裸足

私はとても楽しかった。ご自分がどんなふうに考えてい

で入った田んぼのぬるぬるした感触に「キャー！」とい

るかを言って先入観を持たせることは避けて、 生徒に

う声が上がったが、真っすぐにコロを引くことが大事だ

考えるきっかけを与えた農家の方の素晴らしさ。考える

と気付いて、 すぐに真剣な顔つきに変わっていった。

力を付けさせる教育とは、まさにこういうことかと感服

田植え、 草取り、 収穫を経て生徒たちにどのような変

した。

化が見られるかは、秋にならなければ分からない。

翌週はグループごとに調べたことを発表する授業が

晩秋になってから、 保護者を集めて宿泊学習の報

行われた。図書館やインターネットで調べたり、家族に

告会が開催され、スクリーンにビデオで体験学習の様

聞いたりしてきたのだろう。 意識の高さの背景には、

子が映し出された。 田植えの時の楽しそうな表情、

やはり情報の発達とそれぞれの家庭のこだわりがある

思った以上につらかったのか、 静かに黙々とやってい

ようだ。一方で知識と実際の作業が結び付かなくて、

る炎天下の草取り、鎌を持ち、稲を刈る時の真剣な顔

農家の方に詳細を聞かれたらどうしたらいいかと心配

つき。 自分たちが育てたお米を給食で食べる時の満
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足げな表情。それはもしかしたら年齢を問わずみんな

ら、手間の掛かる作業を手伝って一緒に行われる。草

が得られる達成感なのかもしれない。映像ではあまり

取りをしながら水田や用水路の中の生き物を観察する

伝わってこなかった、 中学生ならではの感想を聞いて

のは、理科の学習として実施された。児童たちはそれ

みたいと思っていると、感想文が回ってきた。

に非常に興味があったようで、 見つけた虫の名前をす

農作業体験などを通じて農家の苦労を知り、ご飯を

ぐに競うように調べたり、カエルを追いかけたりして喜

１粒も無駄にしてはいけないと思ったという感想の他

んでいた。大人が教育として経験させようとしているこ

に、事前学習で農家の方が投げ掛けた問いに答えてい

とを、子どもは遊びのなかの１つとして捉えて楽しみな

る。

がら、 田んぼには稲とさまざまな生き物が共存してい

「無農薬、有機栽培、安全・安心なお米を食べたい

ることに気付く。 生態系を守る田んぼの存在意義など

と言いましたが、 それにはすごく時間と手間と労賃が

という構えた言い方ではなく、子どもにとっては、稲も

掛かるのが分かりました。 そういう価値のあるお米を

育つワンダーランドといった面白い世界に見えているの

ずっと買って食べていける経済力のある大人になろうと

ではないだろうか。

思いました」

黄金色の稲がそよぐ田んぼで、 子どもたちは鎌を

農家の方の苦労を知ったら、 消費者として何をする

使って、稲刈りに取り組んだ。ナイフやカッターも上手

べきか、 そこまで生徒に考えさせることができた優良

に使えない現代っ子が、 稲刈り鎌を上手に使えるか心

事例だと思った。

配になってしまう。 しかし、 マンツーマンで大人が補
助に付いて見守るなか、 初めは恐る恐る持っていた鎌

２．農業体験学習でものごとの起承転結を学ぶ

を上手に使って稲穂を刈り取る姿に胸が打たれた。危
険なことをさせないようにしている大人が、子どもの能

＜田植えから稲刈りまでの流れのなかで〜小学校編＞

力を摘み取ってしまっていたのかもしれないと、日ごろ

５年生の総合的な学習の時間で取り組んだ事例を

の自分の子育ての姿勢に対しても反省しながら見てい

紹介する。 学校が主体となって授業をするというより、

た。 怖さや危険を知ることも大切な勉強なのだ。 もち

農家はもとよりＰＴＡの全面的な協力と、 町内会や食

ろんけがをする子は１人もいなかったし、 はさ掛けも

育を推進する民間団体と行政が支援して稲作体験に取

チームワークよく行っていた。

り組んだ活動だ。農業試験場の専門家が技術指導を

稲わらと籾に分けるのは主に自動脱穀機を使うが、

したり、田んぼの生き物調査を一緒に行ったりもした。

一部は元禄時代からあったという器具「千歯扱き」で

収穫したお米で１人ずつがおにぎりを作る時には、 食

脱穀した。腕や足腰、全身を使う重労働だけれども、

育と家庭科の観点で指導できる学校栄養教諭が主導

順番が来るまで大切に腕に稲を抱き、１粒も無駄にし

して、一連の稲作体験学習の結びを担当した。
学校から歩いて10分の距離にある農家の方から田ん
ぼを借りて、 児童全員がそろって行う田植えを取材し
た。ぬかるんだ田んぼに足を入れる瞬間は、前述の中
学生と同じように「うゎー！」と声を上げたり、転んだ
りふざけたりして泥だらけになる子もいた。苗を植え始
めると言葉が少なくなり、 真っすぐに植えられるかに
神経が集中しているのか、 黙々と手元を見つめて作業
をしていた。
４月から計画を立て、 ５月下旬に田植えをし、 その
後農家の方が、草取りや追肥がなぜ必要かを教えなが

4

初めて鎌を持ちました（小学５年生の稲刈り）
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ないように愛おしむような目で見つめながら千歯扱きに

オタチツボスミレ」
「ミヤマスミレ」
「セイヨウタンポポ」
「ツ

入れた。

クシ」など、知っているようで案外名前が言えないもの

脱穀や精米作業を経験し、家庭や給食で普段食べ

も多い。

ている白米がどうやってできるかを学んだ後のおにぎ

樹木班は、秋は林のなかに入って松の見分け方の

り作り。田植えから手掛けたお米を炊いて自分たちで

学習をした。葉の先が２つに分かれている「トドマツ」、

おにぎりを作ると、
「おいしい！」という歓声が上がり、

秋になると葉を落とす「カラマツ」など。そして、松ヤ

子どもたちの笑顔が広がった。 田植えから稲刈りまで、

ニを小さい枝の先につけて水に浮かべるとどうなるか

一連の体験学習に地域や専門家の力を借りて取り組ん

の実験。子どもたちの反応はすこぶるいい。
「動いた！

だ成果は、家庭にもフィードバックされたのは間違いな

走る！」と驚いている。熊の餌になる「山ブドウ」や

い。親子が一緒に調理して食べる機会が増えただろう

「コクワ」を見つけると、味見をしては楽しんでいた。

し、ご飯を残さなくなったとの声も、１年間の振り返り

野鳥班は双眼鏡を持って、先生の指差す方向を見て

の保護者会で寄せられたという。 農家の協力をどう取

鳥を探す。川の生物や魚を選んだ班は、事前に捕獲し

り付けて継続していくかが課題だが、できるだけ地域

て水槽に入れてある水生動物を見るところからスタート

のつながりを取り入れて、１人でも多くの子が食農教育

する。背中に空気が付いているマツモムシの生態、サ

を受けられる機会が増えることに期待したい。

ンショウウオとカエルの卵の違い、ドジョウとフクドジョ
ウの見分け方と生息環境の違いなど、それぞれの特徴

３．農業は生態系とつながっている

を学んでいく。
秋には土に穴を掘らないで植樹ができる、再生紙段

＜生態系を学ぶ自然観察＞

ボールの育苗ポット「カミネッコン」を使って桜の木を

ＮＰＯ活動として、環境に関心の高い会員たちが、

植えた。子どもたちは段ボールの組み立てに苦労しな

春と秋の自然観察会と田んぼの学校を毎年主催し、周

がら、根が強くなる肥料を配合した培養土を敷き、な

辺町村の子どもたちとその親たちが一緒に学んでいる

らして苗木を植える。冬を越し、根が少しずつだけれ

活動がある。田んぼも山も川も舞台だ。

ども力強く伸び、徐々に段ボールを破って、やがて大き

体験用の田んぼを提供してくれる農家の広い庭の一

な木に成長する。自分の成長を投影するように、木の

部を使って、ＮＰＯが作ったビオトープ（生物空間 ）

成長に夢を感じてもらえたら、子どもたちの希望になる

があり、そこで昆虫や水生動植物を確認して、専門家

と、会員は願いを込めて見守っている。

が講師をするレクチャーを受ける。ボランティアで参加

田植えは、農家の方に手本を見せてもらいながら、

してくれている専門家や研究者を、子どもたちは「先生」

素足で田んぼに入り、曲がらずに真っすぐ苗を植えら

と呼んで、目を輝かせながら話を聞いている。先生の

れるように子どもたちは頑張っていた。秋には黄金色

話のＢＧＭのように、鳥や虫の声や羽音が聞こえてきて、

に輝く田んぼで、地域の集落の農家が総出で「稲をつ

「今の声、どこから聞こえたの？」と、周辺の木々に目
をやる。

かむ位置」
「刈り取る位置」
「鎌の持ち方、
使い方」
「刈
り取る姿勢と足の位置」などを指導してくれる。
「刈り

先生の話で興味を感じたものをその日に観察したい

取った稲の束ね方」
「束ねた稲をはさに運ぶ」
「はさ掛

ものとして選び、班に分かれて自然観察会が行われる。

け」など、今ではもうやらなくなった手作業による一連

ビオトープの周辺の植物、樹木、野鳥、川の生物や魚

の作業の体験は、日本の文化の伝承という面もある。

が最初の教材だ。

会員たちが周辺の環境を事前に調べて確認して説明

植物班はあらかじめ会員たちがビオトープの周りで

用パネルを作成したり、水生動物の展示の準備をした

採取しておいた植物の葉を見て、その植物の花を子ど

り、参加した子どもたちに分かりやすく説明するための

もたちに探してもらい、由来や特徴などを学習する。
「オ

配慮が行き届いている。子どもたちが自然に手を伸ば
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し、植物や水生動物に触れたり捕まえたりして観察し

使った「りんごの話」では、冬の間に始まる剪定作業

て、あらゆる生き物と共存することによって自然界が成

から消毒や摘果、収穫に至るまでの工程を画像で見る

り立っていることを知ってほしいという、会員たちの熱

ことができて、どんな作業があるのかについての理解

意が伝わってきた。その環境を守ることは、子どもた

を深めてもらうようにしている。

ちの命の糧となる農作物を育む農地を守ることとつな

６月に行われた第２回目は、午前中の最初の授業で

がっていると知ってもらうのも、食農教育の一環として

果樹園を１周する見学会が行われた。低温が続いてい

重要だと思った。

たために、果樹の開花は全体的に１週間程度の遅れが
見られ、やっと梅の木に淡いピンク色の花がほころび

４．都会の子どもたちに農業の大切さを教える

始めたばかりだった。貴重な花を見つけて、指差す子
どもの顔もほころぶ。前年は 10 月末という早い時期に

＜地域の果樹農家による授業＞
札幌市は人口 194 万人の大都市で農地は少ない。

大雪にやられていた。被害を受けて折れた果樹の生々
しい姿や、腐らん病（果樹などの幹・枝に湿疹状のは

食料自給率の高さを誇る北海道のなかにあるのに札幌

れができ、病変部から上が枯れてしまう病気 ）の手当

市は２％しかなく、東京などの大都市とそれほど変わ

ての痕も見て、果樹園経営の大変さを分かってくれた

らないくらい、多くの人は農業の姿が見えない暮らし

ようだった。

をしている。市内でも最も南に位置する山の麓で、地

高所作業車や草刈り機などの見学もしてもらい、実

域活性化のために発足した８軒の農家のグループがあ

際にどんな動きをするかを知ると、やってみたいと言い

る。この地域の果物や野菜の栽培などの体験を通して、

出す子どももいた。イチゴの収穫体験もあり、口に入ら

市民が農業や食について親子で学習する場を設け、
「農

ないほどの大粒のイチゴにかぶりつこうとする幼児の姿

業小学校」という名称で活動している。

がかわいらしかった。

活動は 2003 年から行われていて、８農園の園主が

夏に行われた授業のなかでは特に「野菜と果物の違

それぞれ講師を務め、北海道農業改良普及センターや

い」という話が興味深かった。大人だってなかなか答

札幌市の農業支援センター、また同地域の地域活性

えられないのではないだろうか。一般的にスーパーや

化を図るために結成されている任意団体などの支援や

八百屋ではイチゴやメロン、スイカなどは果物として並

ボランティアの協力も得ている。

べられているが、これらは年に１度しか収穫できない

５月に行われる入学式は、農家の代表が校長となり、

草の仲間で、
農家にとっては「野菜」に分類されている。

入校者へ歓迎の言葉が述べられ、次いで果樹園経営

しかし木の実として、何年も続けて収穫できるリンゴ、

の現状とその難しさについての話があった。風雨や予

サクランボやナシなどは「果物」として区別されている

想と異なる気温の変化や、病害虫などの自然条件に非

ことを、農家の方が参加者に教えていた。野菜と果物

常に左右されやすいのが果樹で、収穫までに気の遠く

の違いを理解した上で、リンゴが収穫できるまでにど

なるような手数が掛かっていることが説明された。子

んな作業があるかを知り、枝切り、受粉、摘果などの

どもも大人も真剣に聞き入り、毎月１度の全６回にわた

作業工程の概要を聞いて余計はっきりと、果物ができ

るカリキュラムの説明を聞くうちに、期待が膨らんでい

るまでにどれほど手が掛かるかが分かっただろうと思

る表情になっていく。ジャガイモの植え付けや収穫な

う。

ども授業のなかにはあるが、今回は果樹に関わる内容
だけを紹介させてもらおうと思う。
家族単位での自己紹介をして、参加者が相互に交流

6

＜授業の後に体験をして理解を深める＞
７月のサクランボの収穫体験の時のことだ。サクラ

できるような雰囲気づくりをし、農家の作業場である

ンボは花がひと固まりの状態で咲いて実を結ぶため、

教室に和やかな空気が醸し出されていく。スライドを

枝から小さく突き出している軸の付け根部分は、毎年

ＪＣ総研レポート／2014年 春／VOL.29 【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために《第３回》

成長して同じところに花芽ができる。大切な箇所なの

り、地元のものを食べることの意義に気付いてくれる。

で、収穫の時にこれを折らないよう注意してほしいとい

地域が一体となって取り組んでいることで成果が出て

う話をし、それを踏まえて摘み取ってもらいたいと農家

いるのは言うまでもない。

の方はおっしゃった。来年のために守らなければなら

余談だが、意外なことに、ブドウの皮剝ぎも子ども

ないことがあるのを教えるのは、農業は「今」だけを

に人気の体験メニューだと聞いた。例えば庭の木の皮

見てやれるものではないと知る良いきっかけになる。私

を剝いだり、家の中の壁を剝いだりしたら、大人に叱

も感心して聞いていた。緑の葉の間に赤い実をつけて

られてしまうが、農園に来たら堂々とやらせてもらえる

いるサクランボを、そっと取って口に運ぶ子どもたちは、

のだから、子どもはうれしかったのだろう。子どもの成

農家のご苦労のたまものが宝石のように輝いて見えた

長過程の１つの段

に違いない。

階で、どんな作業

子どもたちに人気のあるのは、リンゴのシール貼りと

に興味を抱くのか

葉摘みだ。１人３枚ずつ約５㎝四方のシールを受け取

を、教育の視点か

ると、早速フェルトペンでマークや絵、文字を書く。小

ら把 握しておくの

さな文字をたくさん書く人、大胆にシールいっぱいに

も必要なのかもし

マークを書く人、それぞれが収穫の時のリンゴの様子

れないと思った。

果樹農家による農業体験学習の卒業式
（札幌市南区「農業小学校」
）

を思い浮かべながらシールを作った。農家の方が、色
づきを止めるためにあらかじめ袋を掛けておいてくれ

５．なぜ食農教育が必要か

た青いリンゴ。その一つひとつを手に取って手書きの
シールを１枚ずつ丁寧に貼り付けていく。文字がはっ

食農教育というと、つい子どもを対象にしたもので、

きりと出ますようにと願いながら、日光がリンゴによ

大人には関係ないものと捉えている人が多いと思うの

く当たるように注意して、みんなで葉を摘んでいった。

は、
私自身がそうだったからだ。生協の共同購入で取っ

リンゴの 品 種

ていた牛乳を生産している農家を見学に行った時は、

レ ッド ゴ ールド

大人の社会見学に参加するというレジャー気分でバス

は、 皮 が 濃い赤

に乗った。牧場に着くまでの１時間半は、乳業メーカー

になるの が 特 徴

の担当者から質問が出され、クイズ形式で楽しみなが

で、シールを貼っ

ら酪農について勉強した。子どもを育てる母親として、

て文 字や 絵を浮

それなりに食べ物のことを考えているつもりでいたが、

か び上 がらせる

クイズの答えは間違いばかりで、笑ってごまかしていて

のに適している。収穫の日が来ると、大人も子どもも

も、心のなかは引きつっていた。例えば、こんな質問

真っ先に自分がシールを貼ったリンゴを探して木に駆

があった。

シールを貼ってオリジナル柄のリンゴを収穫

け寄っていく。細かい字や絵を描いたものはあまりはっ

「牛の歯についてです。次の３つから選んでください。

きり見えず、シンプルに太く大きく描いたシールは、誰

①前歯は上下同じ数ある、②前歯は上しかない、③

から見ても読み取れる良い出来となっている。残念が

前歯は下しかない」

る声と感嘆の声が交錯し、にぎやかな収穫風景となっ

正解は③なのだが、牛の歯について考えたことはな
いので、どれを選択することもできなかった。牛は草

た。
５月中旬の果樹の花が咲く時期に入学式を行い、10

が主食で、長い舌をぐっと出して草をからめて口に持っ

月まで一月に１度親子で農園に通ってもらい、病気予

てきて、それを下の歯でぎゅっとしゃくり上げてちぎっ

防のためのブドウの皮剝ぎやリンゴの摘果、果物の収

ているから、上の歯はいらないらしい。また、牛の胃

穫体験を通して、参加者は農産物を生産する手間を知

袋はいくつあるかを答えられる人は多いが、４つの胃の
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それぞれの働きを知っている人は少なかった。草のセ

りしているものがどのように生産されているかの知識や

ルロースは人間には消化できないが、牛は草から栄養

情報をもっと得たいと思った。偶然見ることができた

を取るために４つの胃が必要で、牛の体重の３分の１

牛の出産で、酪農と畜産の結び付きを学んだ私だが、

が胃袋の重さだとクイズを通して教えられた。知らない

多くの人はなかなかそういう機会に恵まれることはない

ことばかりで落ち込んだ気持ちで降り立った牧場は広

からこそ、カリキュラムをきちんと組んだ取り組みが必

大で、放牧地では牛たちがのんびりと草を食んでいた。

要だと思う。一例を紹介しよう。

澄んだ青空の下、堆肥作りなどの説明を聞いている

①牛乳がどのようなルートをたどってわれわれの手

時、牛舎に向かってスタッフが走っていくのが見えて、

元まで届くかについての説明や、牛の飼育に必要

緊張した空気が走った。子牛が生まれたのだ。私たち

な道具の説明や飼料についてなどを、スライドな

見学者は、命の誕生の瞬間を見ることができた幸運に

どを使って視覚的に興味を持たせる。

気分が高揚し、いたいけな赤ちゃん牛の姿に胸がいっ

②子牛の哺乳で、あっという間に哺乳瓶を飲み干す、

ぱいになり、拍手をした。そして尋ねた。この牛はど

舌の力とたくましさを子どもたちに知ってもらう。

の牛舎で育てるのですか、しばらく母牛と一緒にいら

③乳しぼり体験で、牛の体温の温かさに触れさせる。

れるのですか。私たちの質問にスタッフの方が淡々と

乳房からビューッと飛び出す瞬間を体感させる。

答えた。

④ラップサイレージ（円筒状に丸めた牧草をラップ

「この子は男の子なので、１週間ほどで、肉にするた

で巻き、空気を遮断して作るサイレージ）の作成

めに育てられる牧場に行き、１年半ほどで肉にされま

の見学をして、牧草が機械で自動的にラップされ

す」

るのを見せる。

メスはそこで育てられて出産をして乳を出すが、オス

⑤ペットボトルに牛乳を入れて振ると、水分と脂肪

は生まれた瞬間から肉になる道しか歩めない。そんな

分に分かれてバターができることを知ってもらう。

ことも私は知らなかったのだ。自分が飲んだり食べた

牛乳は牛の生命の営みのなかで作られる副産物で、
殺菌や加工した後にしか消費者の口に入らない。だか
らこそ、農産物であることを理解してもらう方法として、
農家の方の話を聞く機会が必要だと思う。
現代の家庭の食生活は、農産物などの材料を買って
きて、元の姿が分かるものから調理する機会が激減し、
調理済み食品や加工品で賄われている傾向がどんどん

北海道十勝地方・ 大
樹町の「模擬牛（もぎ

高まっている。加工度が上がれば上がるほど、産地や
栽培方法などに関心が薄れ、材料が外国のものである

うし）」による出前乳

ことに気が付かなかったり、作り方にこだわりがなかっ

しぼり体験

たりする人が増加していく。
「農山漁村地域に関する都市住民アンケート調査」
（国土交通省）によると、
「農山漁村地域は日本にとっ
て大切だと思うか」の問いには、ほぼすべての人が「非

ビューッと出たよ ！

8

常に大切だと思う」あるいは「大切だと思う」と回答
している。その理由は「食料や水を生産・供給してい
るから」が最も多く、次いで「多様な自然環境を有して
いるから」
「日本の風土ならではの景観が残されている
から」と続いている。しかし、普段食料品を買う時に、
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大切に思っているはずの農山漁村をどれだけ気にして

れていないように思うが、風土を目に浮かべることがで

いるかとなると、決していつもとはいえないようだ。食

きる地域の農林水産物を食べる地産地消は、食の選

料品を買う時に国産品かどうか気に掛ける割合はおよ

択肢として当然のことだ。消費者は広い意味で地産地

そ７割、外食する時は３割以下だという。自分の食生

消を捉え、外食と加工食品や調理済み食品などの原料

活を顧みると確かに、料理をする時には産地表示を見

にもこだわってほしい。国産原料の食品を選ぶことで、

て材料を選ぶが、弁当などの調理済み食品を買う時や

トレーサビリティーを確保できて、安全・安心な食生

外食をする時には気にしないこともあると気付いた。

活の保障も得られるはずだ。

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交渉参加

前述の国土交通省のアンケート調査では、割高でも

11 カ国（2013 年 3 月時点）を対象国とした農林水産

輸入食品より国産品を選ぶと回答した割合は過半数を

物の影響試算（農林水産省）によると、食料自給率は

超えている。加工や製造をしている食品産業の事業者

27％まで低下するという。外国産の安い食料が今より

が、消費者ニーズへの対応として国産の原料を使って

さらに入ってきた時や、逆に食料の輸入が途絶えるよ

くれる循環を早く作らなければならないのではないか。

うな事態が起きた時にも、質量ともに食生活の水準を

多面的機能を有する美しい農村の景観は、農家の方々

守る意識を持っていなければならない。そのためには、

が日々手間を掛けて農作物の生命を育んでいるからこ

消費者は日ごろからどんな食べ物を選択しておくべきか

そのものだ。失うことがないように食べて支えていくの

を考えておくことが重要だと思う。

が消費者の務めだと気付いてもらうために、今こそ食

「地産地消」というと、狭い地域内の消費を目指し

農教育を積極的に行う必要がある。

ているように聞こえてしまうのだろうか。以前より使わ
薄紫色の花が咲き乱れるジャガイモ畑から羊蹄山を望む

【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために《第３回》
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再生可能エネルギー発電と協同組合
ＪＣ総研 代表理事理事長

１

や

ひろし

も続いている。その間に電力不足などの障害は発生し

．はじめに

ていないわけであるが、まったく問題がないということ

2013年12月に総合資源エネルギー調査会基本政策

ではない。それは、天然ガスなどの輸入化石燃料によ

分科会で、東日本大震災前年の2010年に策定された、

る火力発電を増やして原発停止分を補っているからで

原発推進が盛り込まれているエネルギー基本計画の見

あって、そのことは、日本の貿易収支の悪化を引き起

直し素案となる「エネルギー基本計画に対する意見 」

こす原因になっているし、二酸化炭素排出量も増加さ

が取りまとめられ、パブリックコメントに付されたが、

せている。

これには多くの反対意見が表明された。

10

つ ち

土屋 博

将来に向けて原発に依存しないエネルギー供給体制

素案は、 東京電力福島第一原子力発電所事故後、

を実現するためには、エネルギー使用の効率化による

「原子力の利用は即刻やめるべき」
「できればいつかは

エネルギー使用量の削減と、国内に賦存する再生可能

原子力発電を全廃したい」
「我が国に原子力等の大規

エネルギー（以下、
「再エネ」という）の活用を進める必

模集中電源は不要である」
「原子力発電を続ける場合

要がある。 日本のエネルギー自給率は、 わずか4.4％

にも規模は最小限にすべき」
「原子力発電は引き続き

（2010年、
『エネルギ ー白書2013』資源エネルギ ー

必要である」 など、 さまざまな立場からあらゆる意見

庁）にすぎない。再エネによるエネルギー自給の拡大

が表明され、議論が行われている。政府は、こうした

は、今後の日本のエネルギー政策の柱に位置付けられ

さまざまな議論を正面から真摯に受け止めなければな

るべきものである。

ふ ぞん

らないとしながらも、 原子力発電については、 優れた

2012年７月に日本でも再エネ電力の固定価格買取制

安定供給性と効率性を有しており、 運転コストが低廉

度（以下、
「ＦＩＴ＝Feed-in Tariff 」という）が全面

で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もな

的に開始され、2014年４月には３年度目を迎えること

いことから、 安全性の確保を大前提に、 エネルギ ー

になった。ＦＩＴは、ドイツなどの先行する国の制度に

需給構造の安定性を支える基盤となる重要なベース電

倣い、日本での再エネ発電の拡大の切り札として導入

源として引き続き活用していくとしている。

された制度であり、 後に見るように日本の再エネ発電

素案は、 現在の基本計画の原子力発電の拡大方針

についても、ＦＩＴ導入によって相当加速されてきてい

こそ見直すものの、原子力発電の全廃に向けた姿勢で

る。しかし、3.11東日本大震災に伴う原子力発電所の

はなく、一定の維持と推進の姿勢を前面に出した内容

大事故を踏まえて最重要課題として再エネ発電の拡大

となっており、パブリックコメントの反対意見はこの点

が位置付けられたことからすると十分とはいえない状況

に集中しているとみられる。

にあり、 この間の取り組みを通じて、 日本における再

ところで、大震災後に全面休止となった原発は、そ

エネ発電やＦＩＴについての課題も明確になってきた。

の後に大飯原発が再稼働されたが、 定期点検もあっ

一方、再エネの先進国である欧州においては、ドイ

て、 国内で原発がまったく稼働していないという状況

ツ、 スペイン、 イタリアなどで再エネ発電が相当程度
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拡大し、 新たな段階に入りつつあるといえる状況も生

メガソーラーなどの非住宅の太陽光発電が65％（383

まれてきている。また、その評価について、日本では

万kW）であり、 住宅の太陽光発電と合わせると97 ％

「ドイツの再エネ発電は失敗した」というような議論も
出てくるようになっている。

（567万kW）
と大部分になっている。
このことについて資源エネルギー庁は、太陽光以外

本稿では、日本のＦＩＴ下における再エネ発電の

の発電設備は、 環境影響評価や地元調整により数年

現状を見た上で、先進国であるドイツの状況および

程度要するため、１年前後で開発可能な太陽光に認定

ベルギ ーの再エネ協同組合エコパワ ー（Ecopower

が集中していると説明している。 確かに、 再エネが地

cvba）の取り組みの紹介を通じて、日本における今

域に賦存しているというだけですぐに発電事業が成立

後の取り組みの可能性と方向を明らかにしたい。

するわけではなく、 エネルギ ー源ごとの特性により発
電事業の成立要件が異なっているなかで、成立要件が

２

．日本の再エネ発電の現状

（１）太陽光発電に集中

注1）
簡素な太陽光発電が最も実現が容易であろう 。

しかし、そうしたことの影響があるとしても、これま
で導入されたものだけでなく、 設備認定済みで未導入

2012年７月に日本でもＦＩＴが全面的に導入され、

の1954万kWのうちでも、 太陽光発電は1818万kWと

再エネ発電の取り組みが加速されることになった。 再

93％を占めており、今後とも太陽光発電を中心に再エ

エネ発電設備の累積導入量はＦＩＴ導入前の2060万

ネ発電の導入が進んでいく状況にある。

kWから１年４カ月の間に585万kW増加し、2013年10
月末には、2645万kWとなった。おそらく、ＦＩＴがな

（２）認定出力の６割弱がメガソーラー

ければこのようなスピードで再エネ発電が拡大する状

太陽光発電を規模別に見ると、件数では導入・設備

況は生まれていなかったであろうという点で、ＦＩＴが

認定とも住宅屋根への設置とみられる10kW未満のも

大きな役割を果たしたと評価できる（表１）。

のが大多数であるが、導入認定出力では、10kW以上
の規模が７割弱、さらに認定出力では10kW以上の規
模が92％を占め、1000kW以上のいわゆるメガソーラー
の割合は全体の57％にも達する（表２）
。
1000kW以上の太陽光発電に要する設備費などは３
億円以上 注２）と考えられることから、メガソーラーにつ
いては資金面から個人で取り組むことは難しいという事

しかし、ここでは、より踏み込んで評価をしてみたい。
まず、 エネルギー源別にどうであったのか。 次いで、
取り組み主体はどうであったのか。 どこに賦存してい

注１）例えば、木質バイオマス発電の成立要件は、
『ＪＣ総研レポー

たエネルギーが利用されたのか、という点である。

ト』2012年冬号／ VOL.24の「木質バイオマス発電による山間地

ＦＩＴの対象は、太陽光、風力、中小水力、バイオ
マス、地熱の５種類をエネルギー源とする発電である。
ＦＩＴ導入後の585万kWの設備導入のうち、いわゆる

域の活性化」で記したとおり相当複雑である
注２）公益財団法人自然エネルギー財団「固定価格買取制度1年間
の評価と制度設計に関する提案」４ページのアンケート調査では、
1000kW以上の設備規模の平均単価は30万円／ kWである
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情で、多くは大企業などの取り組みとなっていると考え

く、
「成功 」に伴って生じた新たな課題として理解する

られる。また、メガソーラーを設置する土地についても、

べきであろう。

１ha以上の広さがあって、かつ高圧または特別高圧注3）

負担増の問題についていえば、例えば、近年急拡大

の電線路に連系できる太陽光発電の適地が必要であ

した太陽光発電の買取価格は、 年率10 ％以上で月次

り、個人では簡単には手当てできない。

で継続的に引き下げが行われており、価格引き下げに

このため、メガソーラーに取り組む企業は、地方自

よる導入ペースの抑制により負担増を抑制しようとする

治体などが抱えていた遊休地を利用している場合が多

姿勢が見て取れる。しかし、ＦＩＴは20年間の長期保

いようである。しかし、メガソーラーの適地については、

証となっていることから、 継続的に買取価格の引き下

これまでのような地方自治体などから提供される遊休

げや導入量の抑制を行ったとしても、2012年に設定し

地の掘り起こしが一巡してきたとされ、 手つかずの新

た52ＧＷの累積上限に達するまでは新規導入が想定さ

たな適地として農地法の規制下にある荒廃農地などへ

れ、緩やかではあっても依然として負担額の累積は続

の期待が高まっている。

いていくことになる。

３

ドイツでは、 福島原発事故を受けて、
「Energie．ドイツの取り組みと評価

（１）再エネ発電が25.1％に急拡大
欧州全体で再エネ発電の取り組みが進んできている
が、 なかでも最も進んだのがドイツである。 ドイツで

wende（エネルギーウェンデ）＝エネルギー政策の大
転換」を打ち出し、2022年までに脱原発を実現するこ
ととし、再エネ発電の拡充を中心にこれに対応してい
く方向が示された。
これに対するドイツ国民の信任は、2013年６月の世
注４）

でも「Energiewende」の目標が「正しい」

は、2000年に再生可能エネルギー法が制定された後、

論調査

最初に風力発電が拡大し、 次いで2005年ごろからバ

と「どちらかといえば正しい」を合わせると８割を超え

イオマス発電、最後に2010年ごろから太陽光発電とい

ており、圧倒的である。ただし、その実現に向けた施

う順で再エネ発電が急拡大し、2012年には再エネ発

策については、
「正しい」と「どちらかといえば正しい」

電量は総発電量の22 ％にまで達している（2000年は

を合わせても４割にとどまっており、コスト上昇＝電気

６％であった）。再エネ発電の内訳は、風力32％、バ

料金の負担増への懸念が強くなっている。このように、

イオマス30％、太陽光21％、水力16％である。
ドイツの再エネ発電の取り組みについて、日本では、
「手本とすべき」 という紹介がなされる一方で、
「失敗

「Energiewende」の方向に向かって、 先に挙げた課
題をどう解決していくかが焦点になっているというのが
現状である。

した」という評価で紹介されることも多い。
しかし、ドイツにおける再エネ発電の拡大は、まさ
に再エネ発電の拡大を目的とした政策が進められた結
果であって、目的どおりに政策は機能したといえる。

（２）個人や農業者中心の取り組み
ドイツの再エネ発電は、大企業中心ではなく、個人
や中小事業者が中心になって取り組まれた。 ドイツに

一方、急速な再エネ発電の拡大に伴って、北部の発

おける近年の太陽光発電の急速な伸びは、ソーラーパ

電地域から南部の電力消費地域への送電などの送電

ネルの値下がりによる収益性の拡大によるものと考え

線網の強化、 風力や太陽光など自然条件による再エ

られるが、併せて、ＦＩＴによる20年保証の固定価格

ネ発電量の激しい変動を吸収する電源間の調整力の
強化、 再エネ発電に伴う負担金と電気料金水準の抑
制などの新たな課題が生じており、 ドイツは、 再エネ
発電のさらなる拡大方針を維持しつつそれらへの対応
に迫られている。これらは、
「失敗」という評価ではな
12
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注３）50kW以上は6600Vの高圧電線路、 ２ MW以上は2万
2000Vの特別高圧電線路に連系する必要がある
注４）Verbraucherzentrale Bundesverbandによる消費者対象
のアンケート調査による
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大企業でなくても融資が容易に受けられたことも、 個

４

人や中小企業者およびそれらを組合員とする協同組合

（１）再エネ協同組合の増加

での買い取りが将来キャッシュフローを確定させて、

．欧州の再エネ協同組合の展開

の発電への取り組みの大きな要素になったと考えられ

欧州における再エネ発電の取り組みには、協同組合

る。また、なかでも農業者は再エネ発電全体の11％を

が大きな役割を果たしている。屋根設置の太陽光発電

担っている。 この点は、 先に見たように、 大企業によ

のように、単独の個人でも取り組めるものもあるが、よ

る取り組みが中心となっている日本の状況とは大きく

り大型の場合やバイオガス発電のように、 多数の原料

異なっている。

供給者が必要な取り組みを行う場合には、法人を設立

農業者の取り組んでいる再エネ発電の種類を投資額

して取り組むこととなるが、その際、協同組合という非

で見ると、2009年から2012年の４年間に6.7億ユーロ

営利・協同の法人形態で取り組まれる場合が多いので

が投資され、うち57％がバイオガス、37％が太陽光発

ある。
欧州では、ドイツなどを中心に再エネ協同組合が急

電である。

増し、約3000の組合があるとされる注6）。
（３） 食料生産との調和が必要な再エネ発電の農地
利用

また、欧州委員会の支援を受けて、地元市民による
再エネ協同組合モデルを欧州全体で促進するための

ドイツの太陽光発電の２割が農業者によって取り組

「REScoop 20-20-20」というプロジェクトも2012年か

まれた。 農業者は、 自らの家屋や農業用施設の屋根

ら進められている。この取り組みは、欧州の再エネ協

に設置することにとどまらず、所有する農地にも設置し

同組合からなるREScoop.eu（2011年3月設立）という連

た。

合組織が中心となって担っている。

しかし、 農地を利用した太陽光発電は、 食料生産

再エネ協同組合の考え方について、
「REScoop 20-

に用いるという農地本来の目的と相反する要素を抱え

20-20」のために７カ国の再エネ協同組合など12団体に

注5）

ている

。

よる運営委員会で2012年10月に策定された「再生可能

このため、2010年には、アウトバーン
（高速道路）沿

エネルギー協同組合憲章」から見てみよう。

いの農地を除いて、農地に設置する太陽光発電は対象

憲章には、 再エネ発電に取り組む意義について、

外となった。すると、農家のなかには、農地に太陽光

「再生可能エネルギー源の多くは共通財である」とし、

発電用に南向き片流れの簡素な建物を建て、その屋

「エネルギーへのアクセスは基本的権利であり」
「エネ

根に設置する例が出てきたため、これも2012年から

ルギーの生産および分配は市民的な責任であると考え

対象外とされた。

ており、市民および地域社会としてそれに参加する」と

ドイツの太陽光パネル会社によると、 今でも太陽光

する。 そして、
「協同組合を支持」し、
「協力を基本と

発電のＦＩＴの対象は10ＭＷ以下に制限されているが、

するモデル、 すなわち、 自らエネルギーを生産・消費

今後は、 大規模を追求するよりも電力の自家消費に見

し、再生可能エネルギー源に共同して投資する、エネ

合う適正規模を追求するようになるのではないか、 ま

ルギー移行への分権的アプローチのモデル」を推進す

た、農地利用については、食料生産との調和が必要に

るとある。

なることから、 農業に利用しつつ発電も行うという方

協同組合が共通財であるエネルギー源を共同で管理

向に向かうのではないかとのことである。
注５）ドイツのバイオマス発電では、トウモロコシのホールクロッ
プサイレージを原料とするガス発電が取り組まれているが、ここ
でも食料生産との相反という問題が生じている
注６）European Social Innovation Researchによる
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することによって、得られる電力や所得を共同・地域で

ジェ クトは、 一気に８基の風力発電施設を新設し、

享受することができるのである。

2000万ユーロを投資するというこれまでにない大規模
なものになっており、 初めて広告を行って出資を呼び

（２）電力小売りまで行う再エネ協同組合

掛けることにしているとのことであった。

ベルギーのフランダース地方の再エネ協同組合エコ

エコパワーの大きな特徴は、再エネ発電を行ってい

パワー（Ecopower cvba、本部所在地アントワープ）の

るだけでなく、 発電した電力を、 配電網を通じて一般

代表であり、REScoop.euの代表でもあるバンシンチャ

消費者に供給（小売り）していることである（フランダー

ン（Dirk Vansintjan）氏から、エコパワーの取り組みに

ス地方の1.5％の世帯に供給）
。供給電力は、100％再

ついて話を聞いた（表３）。

エネ電力である。日本の電力制度でいうと、発電して
電力会社などへ売電するだけの「発電事業者 」から、
一般消費者への電力の小売りまでを行う「一般電気事
業者」段階へと一歩進んだ再エネ協同組合なのである。
一方、 電力小売市場の自由化の途上にある日本に
おいては、 現状では制度上の制約があってここまでは
できない。
「新電力」と呼ばれる特定規模電気事業者
（原則50kW以上の需要家に供給する事業者）は、 認
められているものの、家庭などへの小売事業は、今
後2016年を目途に自由化される方向が示されていると

バンシンチャン氏によると、 ベルギーにおいても15

いう段階である。

年前までは、日本と同じように電力は電力会社エレクト

また、エコパワーは、自己が発電した再エネ電力だ

ラベル社の独占状態であったという。しかし、電力自

けを扱っているのではなく、フランダースとワロン地方

由化により、エコパワーのような再エネ協同組合も参入

の他の小規模な再エネ電力プロジェクトからの電力購

できるようになって状況は大きく変わったという。2013

入も行っており、 供給電力に占める購入電力の割合は、

年現在のエコパワーの組合員は約５万人に増加し、１

2010年の20％から、2011年に30％、2012年には51％

口250ユーロ、平均４口1000ユーロの出資を行い、出

にまで拡大し、地域の再エネの小規模生産者をサポー

資金総額は5000万ユーロになっている。協同組合とし

トする機能も果たしている（表４）
。

て、議決権は出資口数にかかわらず１票である。
注７）

Ecopower cvbaの「cvba」

とは、 有限責任の共

同会社形態であることを示しており、 日本の会社法の
合同会社と似て定款で自由な制度設計ができる法人形
態と考えられる。ベルギーでは、cvbaのうちＩＣＡの協
同組合原則とは若干異なる点もあるが、一定の要件を
満たしたものが協同組合として政府から認定され、利
用高配当や組合員からの出資金が認められるという。
さらにエコパワーは、ＩＣＡ協同組合原則に基づく協同

注 ７）C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e

組合として協同組合ヨーロッパに正式加盟している注８）。

aansprakelijkheid

なお、エコパワーでは、６カ月ごとにプロジェクトを
進め、借り入れなしで組合員の増加や増資による資金
を充てるという方式で取り組んできた。 当面するプロ
14
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注８）バンシンチャン氏によれば、160の再エネ協同組合が協同
組合ヨーロッパに加盟済みで、さらに700の加盟を見込んでいる
ということであり、 欧州において再エ ネ協同組合は協同組合の最
大の成長分野となっている
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こうした協同組合としてのエコパワーの取り組みは、

バイオマス発電についても規模が小さいほど買取価格

組合員のエネルギーに対する態度にも大きな影響を与

を高くするという規模別に価格が設定されている他、

えている。それは、可能であれば自ら発電し、節電に

規模の上限の設定やコージェネレーション（以下、コー

も取り組むという組合員の行動を引き出したことである。

ジェネ）でない木質バイオマス発電は対象外とするなど

この結果、エコパワーの組合員世帯当たり年間の電力

の明確な政策意図に基づいた体系になっている。

購入量は年々減少しており、 ７年間でなんと46 ％も減

日本では、太陽光発電や木質バイオマス発電の買取

少したということだ。 組合員の3分の1が屋根にソ ー

価格に規模の差を設けていないが、これではコストの

ラーパネルを設置しており、他の再エネ発電のプロジェ

高い小規模ものは推進しないということになる。 木質

クトへの参加を含め、６割が再エネ発電に関わっている

バイオマス発電では、熱も利用する小規模なコージェ

という。

ネ型のバイオマス発電の推進はしないということになる。

日本でも省電力技術の進展や節電努力によって近年

また、 日本では系統連系の費用を発電事業者に負担

の電力消費量は減少傾向にあるが、世帯当たり購入電

させているが、これも標準的な系統連系条件よりも不

力は、2011年で3400kWh程度である。エコパワーの

利な立地のものについての推進は必要ないということ

世帯当たり購入電力は、2006年の4000kWh弱から

になる注10）。

2012年には2000kWh強にまで大きく減少したのであ

果たしてこれでよいのであろうか。 再エネ源は、 大
量ではあるが地域に分散して賦存している。 これを可

る。

能な限り活用する方策としてＦＩＴは設計されるべきだ

５

．日本における再エネ発電の課題と協同組合

（１）ＦＩＴの見直しと再エネ推進法の活用

と考える。そのためには、小規模な個人ベースの多数
の取り組みに配慮する方向で、 ＦＩＴの改善が図られ
るべきである。 もちろん、 系統連系も含めて、 コスト

日本における再エネ発電拡大のスピードを引き上げ

による一定の線引きはやむを得ないとしても、 再エネ

ていくためには、 ２つの課題を解決していく必要があ

発電の導入や設備認定の実績を見ると大規模中心の買

ると考えられる。

取価格設定が影響していると考えられる。

第１は、 ＦＩＴ制度などの再エネ発電を推進する制

一方、 太陽光発電や陸上設置の風力発電の推進上

度の見直しである。第２は、協同組合方式の活用など

の障害として農地利用規制が挙げられている。 ただし、

取り組み主体の確立である。

これについては、遅くなったものの、2013年11月に「農

ＦＩＴでは、エネルギー源別に、また規模別やバイ
オマスの場合は利用資源ごとに買取価格が設定されて

山漁村再生可能エネルギー法」が成立し、2014年４月
には施行されることになっている。

いるが、 これは、 買取価格の基礎に再エネ発電の標

この法律は、農山漁村において賦存する地域資源と

準的なコスト注9）を置いているためである。 ＦＩＴの買

しての再エネを活用して、 再エネ発電を促進すること

取価格がこのように区分して決められていることについ

が地域の活性化につながるとして、これを農林漁業上

て、
「なぜ一物一価にして競争させないのか」という疑

の利用との調整を行いつつ促進しようとするものであ

問が示されるが、買取価格は市場価格ではなく、再エ

る。具体的には、第１種農地であっても再生利用困難

ネ発電を推進するための目的を持った政策価格なので

な荒廃農地および生産条件不利で受け手が見込まれ

ある。このため、買取価格の見直しに当たっては、再
エネ発電の推進を基本とした政策意図に沿って決めら
れる必要がある。
ドイツの例を挙げると、 日本よりも細分化して価格
設定などが行われており、例えば、太陽光発電や木質

注９）
「標準的なコスト」とは、再生可能エネルギー特別措置法第3
条第2項の「供給が効率的に実施される場合に通常要すると認めら
れる費用」の意味である
注１0）系統連系にかかる標準的なコストは買取価格に含まれると
されている
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ない荒廃農地についての農地転用の円滑化を図ること

を除いて対応はこれからである。

にしたものである。併せて風力発電については、荒廃

農林水産省は、荒廃農地28万ha、うち再生利用困

農地でない第１種農地の転用についても円滑化を図っ

難な荒廃農地を13万haと説明しているが、 ドイツの例

ている。

でも明らかなように、 資本力の乏しい小規模の農家な

日本における再エネ発電の取り組みの現状は、前述

どが取り組みやすいのは太陽光発電であり、日本でも

したように大企業中心の取り組みにとどまっているが、

こうした荒廃農地を中心に、 食料生産との調和を保ち

「農地をはじめ土地が零細に所有されている日本におい
ては、地域コミュニティーとの関わりなしに発電事業に
注11）

ながら短期間に伸長させる素地があると考えられる。
太陽光発電のＦＩＴ買取価格は、当初の40円／ kWh

ので

から、2013年４月に36円／ kWhと４円下げた。また、

あって、 法律が求めているように農林漁業者を含めた

2014年４月にも同程度の引き下げが想定されている。

地域合意による取り組み、 地域コミュニティーの構成

この引き下げスピード自体はドイツと同程度である。し

員が主体となった取り組みを進めてこそ、 再エネ発電

かし、 仮に荒廃農地のうち５万haが太陽光発電に利

の促進が実現するものと考えられる。

用可能とすれば、買取価格が４円下がるごとに、農家

取り組める場所は極めて例外的でしかない」

注12）

全体で4000億円
（２）協同組合の活用

の所得機会を失っていることにな

り、 取り組み側には制度の動向に対応したスピードが

欧州で協同組合が再エネ発電に取り組んでいること
を紹介したが、 日本においても協同組合が再エネ発
電で力を発揮できる可能性は十分にある。

求められている注13）。
協同組合は、零細な個人の協同による事業体であり、
REScoopの「再生可能エネルギー協同組合憲章」にあ

「REScoop 20-20-20」の「Best practices Report」

るように、共通財である再エネ源を地域住民が共同で

には、 再エネ協同組合のベストプラクティスの１つと

管理するための最適のモデルである。
「農山漁村再生

してエコパワーの取り組みを紹介しているが、 そこで

可能エネルギー法」でも地域における再エネ発電の取

は、
「承認プロセスのスピード」 というテーマでEeklo

り組みの基礎に、ＪＡなどの協同組合が参加した市町

（エークロー／ベルギー）市での３基の風力発電のプロ

村の協議会において策定する基本計画を置いているが、

ジェクトが非常に速いスピードで実現したことを紹介し

2014年４月以降設置されるこの協議会にそれぞれの地

ている。 すなわち、 通常であれば風力発電の設置に

域の協同組合が主体的に参画し役割を発揮すること

対して地域にはさまざまな意見があり、 この調整に時

が重要である。

間を要するのであるが、エコパワーは、地域住民の多

さらに、 具体的な取り組みに当たっては、 ＪＡなど

数に組合員としてプロジェクトに参加してもらうことを目

が再エネ発電に取り組もうとする組合員への支援、 多

指したオープンで民主的な取り組み方、 すなわち協同

数の組合員や地域住民を仲介して協同組織 注14）を立ち

組合的な取り組み方をしたことで短期間に地域合意を

上げるための支援や金融機関としての融資の役割など

取り付け、プロジェクトを実現したというのである。

を果たすことが期待される。

ＪＡグループは、2012年10月の第26回ＪＡ全国大会
で、
「将来的な脱原発をめざすべき」とした上で、
「持
続可能な地域農業の振興と地域循環型社会の確立の

注11）
『ＪＣ総研レポート』2012年冬／ VOL.24、29ページの

ため、 再生可能エネルギーの利用促進、 地球温暖化

拙稿

等環境問題への取組み（エネルギ ー）について、 各Ｊ

注12）5万ha×10万kWh×4円×20年＝4000億円

Ａ・地域の資源を最大限活用する取組みを地域から広
げていく」ことを決議したが、 全農が三菱商事と提携
してＪＡ施設の屋根などを対象に取り組んでいるもの
16
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注13）導入が1年以上遅れても設備認定時の買取価格が適用され
ている
注14）協同組織を法人とする場合は、協同組合法でなくても、例
えば合同会社（LLC）でも協同組合的な法人は可能
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相続・事業承継支援対策に見る
ＪＡの今後のあり方（２）
——環境保全・持続型社会の形成に寄与するＪＡを目指して
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

ほ し

つとむ

星 勉

員からの相談件数や財産診断、 相続発生後の支援実

．はじめに

績、 そして何よりＪＡへの長期的な信頼関係を勝ち取

本誌前号（VOL.28）で、ＪＡにとっての相続・事業
承継支援対策は、 農協への国民の理解促進も含め、

るなど、収益に直結しない取り組みや長期的戦略策定
が不可欠である。

今日的農協運動の中核的位置を担うべきであることを
主張した。なぜならば、今後わが国に求められている
国のかたちとして環境保全・持続型社会の形成が考え

（２）需要（組合員）側目線に立った事業戦略策定の
必要性

られる。 その際、 健全な農業・農村の維持は不可欠

今後、ＪＡが目指すべき相続・事業承継などのモデ

であり、相続・事業承継支援対策を通じてＪＡグルー

ルを想定したとき、従来の供給側優先の論理ではなく、

プが果たすことのできる役割は多大なものがあると考

需要（組合員 ）側目線に立った事業戦略策定が重要で

えるからである（なぜそういえるのかは、 具体的例を

ある。

挙げて前号で詳述した）。

具体的には、個別事業ごとの数値達成ではなく、組

では、 具体的にどのように取り組むべきなのか、 本

合員以外の同居世帯構成員のライフイベントなどの情

稿では筆者がこれまで現地調査したモデルＪＡの事例

報把握の必要性とそれに沿った的確な商品や事業の

を踏まえ、試案として以下提起する。

提供である（図１参照）
。
個別事業ごとの数値達成は、あくまで供給側である

２

ＪＡの論理であり、これを押し通すことは需要側（組合

．取り組みに際しての考え方

員など）のニーズを無視することになる。そのため、仮

ＪＡが同問題に取り組むに当たっては、 何点か基本

に事業目標の設定方法がこのような個別事業ごとの数

的考え方をまず踏まえる必要があるので、 以下順を

値達成に終始したとすれば、発想を根本から見直す必

追って記述したい。

要がある。

（１）経営基盤確保のための長期的戦略策定の必要性
ＪＡが掲げる事業目標設定はすべからく最終的には
経営基盤確保につながるものの、 多くのＪＡの現場で
はややもすると貯金残高だとか共済の長期保有高とい
しゅう れ ん

う、収益に直接結び付く数値目標に収斂しがちになっ
てはいないだろうか。
同取り組みに当たっては、前号でも記述したが、目
先や単年度の目標設定および達成では不十分で、組合
【食料・農業・農村】研究ノート ／ 相続・事業承継支援対策に見るＪＡの今後のあり方（２）

ＪＣ総研レポート／2014年 春／VOL.29

17

食料・農業・農村 研 究 ノ ー ト

なぜこのようなことをいうのかというと、昭和一桁世

例えば、 相続が発生し次世代が就農していない場

代や団塊世代の組合員の場合、 ＪＡという名前を出せ

合、相続した農地管理が問題となる。その農地管理に

ば一定程度ながら、 ＪＡの各事業に賛同・協力してく

ついては、水田の場合には個別管理で完結するのでは

れたのが、 次世代については必ずしもそうではない。

なく、関係者の話し合いによる貸付先の選択・決定や

むしろ、
「ＪＡは自分にどういう価値を提供してくれる

水管理、そして集団的土地利用（集落営農）などムラ単

のか」 という、 より厳しい視線でＪＡに対応してくるこ

位で考える必要がある。ＪＡは、集落営農や定年帰農

とが想定される。つまり、一層需要側のニーズに沿っ

への支援をはじめ地域営農の推進に関与することで、

た価値の提供なり、サービスの提供が求められよう。

次世代対策にも寄与することになる。

さらにこのことの必要性に拍車を掛けているのが、
准組合員の増加である。

また、農業者であればそのまま農村コミュニティーと
の関係が同時について回るが、非農業者はそうではな

小林 元（「組合員の多様化の統計的把握と『次代

い。 現在農村でも都会同様、 核家族化、 そして社会

へつなぐ協同 』」
『ＪＣ総研レポ ー ト 』2013年春／

的紐帯（つながり）の希薄化が進んでいる。 揚げ句、

VOL.25 ）の報告によると、准組合員の推移について、

孤独死や無縁死の問題にまで至っている。 非農業者

19 6 0年では総組合員数に占める割合が11.6 ％（75万

の場合、 いまや農家出身だからといって、 農村コミュ

人 ）であったのが、2010年現在では51.3％（497万人）

ニティーとつながりがあるとは限らない。そして地域社

と過半数を上回るに至っている。 今後はこの傾向に一

会に住んで、 地域社会活動になんらか参加することは、

層拍車が掛かることが、容易に想像できる。こうした

孤独死問題といった消極的理由以外、 自己実現につ

状況は、ＪＡのガバナンスのあり方はもとより、事業モ

ながる行為でもある。

デル面でもこれまでの正組合員に対するものとは異
なったアプローチが求められることを示している。

ちゅう たい

社会的ネットワークそれ自体が、価値を有することに
なりつつあると同時に、 今後一層重宝されよう。 こう

例えば、組合員の子弟が結婚したら住宅ローン・建

した状況下、地域社会や農村社会に根を張るＪＡは、

物更正共済の利用、勤務先の退職が間近になったら、

「農」をキーワードとして、これら価値の提供者となる

退職金ならびに年金受給の振り込み依頼など、信用・
共済の枠を超えて一括してタイムリーに提供。
反対に、超高齢化した組合員を相手に、例えばＪＡ

ことが期待される。
そして、ＪＡが社会的ネットワークという価値提供者
になるということは、
ＪＡが地域づくり（都市農村計画）

カードの営業を行ったとしても、それはミスマッチであ

に参画することを意味しよう。 なお、 この参画のあり

り、掛ける時間だけ無駄であろう。

方をめぐっては、筆者が本誌（2013年秋／ VOL.27）

こうして、やみくもの事業推進ではなく、組合員にス
トーリー性のある（スマートな）事業展開・再編がこれ

に詳述しているので、そちらを参照されたい。
いずれにしても、同事業への取り組みは、単に資産
価値が相対的に大きい大都市部ＪＡばかりの課題では

からは不可欠であろう。

なく、全国のＪＡが等しく取り組まなければならない喫
（３） 次世代対策とＪＡの地域づくり（都市農村計

緊の課題である。

画）への関与
同取り組みは、 そのまま次世代対策ということがで

実際に、以上の考えからこのことを実践しているＪＡ

きる。そして次世代対策とは、組合員以外（非組合員）

がある。相続・事業承継支援対策のモデルＪＡとして

の情報を収集し、上記で述べたようにライフイベントに

現地取材した「ａＪＡ」では以下のような試みがなされ

即したＪＡ各事業の提供が必要である。

ていた。

そしてそれ以外に、 ＪＡの地域づくり（都市農村計
画 ）を通じての次世代対策が挙げられる。
18
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ではなく、 農地管理や集落の問題にＪＡが関わること
から始める必要がある。 重要な地域資源である農地
継承をはじめ、ＪＡが持っている総合機能の発揮を、
『くらしの相談員』の配置という形を通じて、農家組合
員に訴えている」
（ａＪＡ担当者）
ここでいう「くらしの相談員 」とは、 渉外担当者が
直接収益に結び付く金融・共済事業推進ばかりでなく、
同居する世帯員を含めた生活上の問題全般、そして農
地管理をはじめ集落が抱えている問題など、 幅広く情
報を収集し相談に応じるａＪＡ独自の仕組みのことであ
る。 こうした情報収集や回答に対しＪＡでは、 渉外担
当者の動機付けのためにポイントを付加していた。

３

．取り組みの具体的提案（試案）

上記２．の基本的考え方を前提に、では具体的にど
のようにＪＡにおいて相続・事業承継支援対策に取り
組んでいったらよいのか、 筆者がこれまでいくつかモ
デルＪＡを現地取材した事例を踏まえ、 以下に記述し
てみる。

の設置や機能充実だけでは不十分で、以下で示すよう
な条件を満たす必要がある。

（１）相談事業を核としたＪＡ事業構築の必要性
ＪＡ事業利用者のニーズに対応した事業構築という

①企画担当部署主導による長期的戦略の策定

ことになると、 信用・共済などの各事業目標設定は、

ここで問われているのは、 ＪＡの経営基盤確保であ

取り組んだ結果、付いてくるという考え方になる。まず

りＪＡのあり方そのものである。従って、組合長以下役

何よりも、 利用者（ 組合員）に満足できる価値が提供

員の指示の下、できるならば企画担当部署が主導する

できたかが問われることになる。

形で長期的な戦略策定をすることが求められよう。 ま

具体的な例として財産診断をはじめ相談事業を核と

た実務上も、前記イメージ図（図１）でも示したように、

したＪＡ事業構築の必要性が挙げられる。利用者（組

相談事業、資産管理事業、信用事業、共済事業の各

合員）が、相続発生を前にしてどのような問題を抱え、

事業が協力・連携して、この問題に取り組む必要があ

その課題解決のために専門性を有しているＪＡが、 既

る。そのためにも、各事業部門を統括・調整する立場

存の各事業や提携している専門家を活用して応えてい

にある企画担当部署が主導することが望まれる。

くという仕組みづくりが必要である。
②データセンターとしての相談事業部署
モデルＪＡとして現地取材を行った「ｂＪＡ」 では、
以上の考えに基づいて、
「経営理念・基本方針」 を表
1のように定めていた。また、イメージとして図２のよう
に示すことができる。
ただし、この相談事業を核とする取り組みは、部署

ここでは大きく、２つの分野でデータセンターとして
その機能発揮が求められる。
【各支店（支所）ごとの貯金流出など実態の把握 】
実態に即した対策をするためと、 ＪＡ役職員間での
危機感を共有化するために、相続発生に伴って、実際

【食料・農業・農村】研究ノート ／ 相続・事業承継支援対策に見るＪＡの今後のあり方（２）
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に貯金などがどの支店（支所）で、どれくらい流出して

付けられた提案を回答する必要がある。そのためには、

いるのか、例えば「ｃＪＡ 」で実際に行われていたが、

後述するが職員を専門家集団として育成する必要があ

表２のような様式にて客観的に把握する必要がある。

り、この機能を果たすことが求められる。
（２）関連部署間による情報の共有化
相談事業を核としたＪＡ事業の構築といったとき、
各事業の縦割りを超えて、例えば図３に示したように、
関連部署間の協力・連携が必要である。

図３を簡単に説明すると、 組合員が元気なうちは営
農指導としての記帳代行や記帳の指導、あるいはア
パート建設など資産活用支援。次に高齢化して引退、
【 組合員以外の家族情報の収集と整理 】
これまでの信用・共済事業の推進においては、利用
者（ 組合員）本人との取引深耕というところまではいく
ものの、 結局将来の非相続人の情報しか分からず、

支援であり、本人が亡くなった後は､ 後継者への各種
支援をＪＡが行うことを指している。
筆者が行った現地取材によると、
「ｄＪＡ」では財産

同情報だけでは次世代対策を打つことは不可能である。

診断をはじめ相談事業専任部門である「総合相談セン

問題はその先にある（将来発生するであろう）、非組

ター」を設置し、そこに宅建主任者資格やＦＰ資格を

合員＝将来の相続人に関する情報把握をし、 課題解

有した専門家集団を配置すると同時に、財産診断など

決の手法提示や世帯類型別ごとの最適商品・事業提

により名寄せされた顧客（組合員 ）データの一元管理

供を事前に準備しておく必要である。
そのためには、 前述したａＪＡのような「くらしの相

（＝データ管理センター）を行っていた。同センターはＪ
Ａの戦略立案が可能なセクションとなっていると同時に、

談員 」 の配置他、 財産診断、 そして、 本人の承諾が

イメージ図（図２）で示したような信用部門と資産管理

前提であるが、記帳代行に伴う情報収集と集約などと

部門との連携が可能となるネットワークの結節点機能を

いった取り組みが必要となる。

果たしていた。

③専門家集団としての相談事業部署
組合員から受けた相談に対しては、当然専門性に裏
20

さらには病気になったときは､ 財産診断・遺言書作成
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さて、 ここでの問題は、 以上のような業務フローを
いかに作り出していくのかというよりも、いかに非組合
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員も含めた世帯情報を収集・整理し、さらに現在各部

の仕組みを作り上げていたａＪＡが該当しよう。 現地

署間にある利用者情報について名寄せして、 世帯ごと

取材によると、 本人の承諾が大前提であるが、 くらし

に収集・整理し共有化するかである。この共有化がで

の相談員から得られた情報と専門家集団である資産管

きれば、おのずと業務フローは出来上がる。

理センターで行っている財産診断などで得られた情報

しかし、 多くのＪＡにおいてコンプライアンス上の問

とを付き合わせることにより、より精確な相続シミュレー

題もあり、信用・共済・購買・販売の各事業利用に関

ションの提案をはじめ、この取り組みで重要な事前対応

するデータがバラバラにあるのが実態であろう。 その

が可能となっていた。

ため、低コストで名寄せされたデータ化が今後必要で

つまり、図４で示したように、 一連の得られた情報

あるが、 この問題をクリアするためには相当難度が高

のネットワーク化、関係部署間での情報の共有化が求

いといえよう。ちなみに、ｄＪＡなどではこの課題に対

められる。

して、 財産診断を申し出た組合員だけに限って行って
いた。
さらに、この情報共有をめぐっては以上の課題の他、
以下のことについても考慮する必要がある。
①総合機能と専門性とをネットワーク化するという
意味での情報共有
これまでＪＡの組合員との取引深耕のためには、 や
やもすると何度も組合員宅に足しげく通い、誠意を見せ
ることだけを意味したが、組合員目線やライフイベント
に即したＪＡ事業の提供となると、 マ ー ケティングと
いった市場調査的手法の活用や各種支援事業をパッ
ケージしての提供が不可欠で、ＪＡにそれ相応の専門
的能力が備わっていることが求められる。
そして、何より重要なのは、専門的能力発揮の前提

②ＪＡ事業利用情報では得られない情報の把握

となる組織的な情報収集、およびこの情報を基に戦略

前記で、 ハ ードルの高い課題点として、 信用・ 共

的に判断するといった一連の情報を結び付ける能力

済・購買・販売の各事業利用に関するデータがバラバ

（＝職員間の意思疎通）である。

ラにあり、 名寄せして世帯情報として把握することを

相続・事業承継支援対策では、対象内容が個人資

挙げたが、これとて問題は残る。それは、図５に示し

産と親族間に関する事項のため、 まず何よりも利用者

たように、ＪＡの事業利用情報だけでは土地情報など

（ 組合員）とＪＡとの間に強い信頼関係がなければなら

一部世帯情報が把握しきれていない点である。

ない。
その強固な信頼関係を築くためには、 資産管理、
農地管理、 ライフイベントすべてに関わるというＪＡが
有する総合的機能の発揮が求められる。そしてその信
頼関係の下、 得られた情報をＪＡ内の専門家集団につ
ないで、 ＪＡの有する専門的能力を発揮する必要があ
る。
具体的な事例でいうと、 前述の「くらしの相談員」
【食料・農業・農村】研究ノート ／ 相続・事業承継支援対策に見るＪＡの今後のあり方（２）
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大都市部などではしばしば「土地資産：金融資産＝
10以上：１」
（とある首都圏ＪＡの資産管理担当者コメ

化による効果が期待できる。
❶マニュアル文書の作成（定型的効果）

ント）という実態がある。 この土地資産は、 ＪＡ事業

関係部署が協力・連携して同問題に取り組む第一の

の中核である貯金など信用事業や建物更正共済利用な

意義は、対応窓口のワンストップ化により、利用者（組

どの実質的なバックボーン（＝ＪＡ事業利用の源泉）で

合員）に余分な労力負担を掛けさせないと同時に、Ｊ

ある以上、 土地資産などのストックベースの情報把握

Ａの側にとっても業務の合理化が図られることである。

は何をおいても必須である。

その際、 第一線の窓口業務をはじめ、 関係担当者に

この欠点をカバーするためには、財産診断など相談

おいて統一された（部門の縦割りを超えた）取り扱いマ

事業の充実、そして先に指摘した総合機能発揮と専門

ニュアルが必要であり、これにより役職員の実務処理

性発揮とのネットワーク化による情報の共有化が求め

能力の向上が期待できる。このマニュアル書作成は、

られよう。

ＪＡ内で情報共有化された内容の「見える化 」に他な

なお、 把握されていない情報には農業後継者の有

らない。
❷ＯＪＴ活用による人材育成（非定型的効果）

無などの世帯情報も含まれる。

情報共有化によるノウハウの積み重ねは、 何も定型
（３）人材育成面について

的効果を指しているのではない。 職員間のコミ ュ ニ

取り組みの具体的提案（試案 ）の最後は、最も重要

ケーション（意思疎通）という行為の側面も有する。こ

で長期的に取り組む必要のある人材育成面である。こ

のノウハウ伝達というコミュニケーションは、同問題に

のことに関して、以下２点ほど指摘しておきたい。

関する職員間の動機付けの広がり、さらには先輩から
後輩へ伝達されることによる実務処理能力の向上とい

①人材育成に資する情報の共有

う、ＯＪＴ（職場内教育訓練）の効果も期待できる。

同取り組みは、 相続税納税や相続地の登記問題な
ど専門家集団の養成が必要なのはもちろんだが、実は
このこと以上に、ＪＡ職員全体の同問題に対する意識

ここまで専門家集団の育成が必要と何度も言ってき

付けと実務処理能力の向上が必要である。 ちなみに、

たが、 ここで誤解していただきたくないのは、 ＪＡの

いくつかのＪＡに対する現地取材では、 この点が共通

同取り組み推進に当たっての最大目的は、あくまでＪＡ

の課題点として挙げられていた。

が相続手続きなどの支援を行って、 ＪＡが中心となっ

相続発生前後にＪＡが行うべき支援業務は多岐にわ
たっており、 いくら少数精鋭の専門家集団を育成した

てこなしてくれたという、ＪＡへの顧客満足度合いの達
成である。

としても、 以上の課題点がクリアできていなければ画

つまり、ＪＡ職員が何が何でも弁護士、司法書士、

餅に終わってしまう。そのため、
「一部署の対応ではな

税理士の資格を取る必要はなく、 広く浅く専門知識を

く､ ＪＡ全体での取り組みが必要であり、 職員全体の

有し、士業などの外部専門家集団を使いこなし、得ら

底上げが必要である」
（「ｅＪＡ」役員）。

れたアウトプットについて相続人（利用者 ）に自信を

し ぎょう

そもそもこの取り組みは、組合員とＪＡとが強い信頼

持ってプレゼンテーションできるといった、 コーディ

関係があってこそであり、 これは一部署のみで完結す

ネーター能力の育成こそが必要ということである。図６

るものではなく、本来ＪＡ全役職員にとっての取り組み

でこのことのフローを示した。 そこでは、 当然ながら

事項である。

利用者（組合員）とのコミュニケーション能力の育成も

以上の課題をクリアするためには、ここでもＪＡ全体
での情報の共有化がキーワードである。そして、専門
家集団へのつなぎの他、以下２つの点で、情報の共有
22
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含まれる。
なお、以上の視点からの人材育成は、法的リスクの
回避も含んでいる。
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目線に立つ必要がある。これは、従来型の収益の向上、
そしてコストカットをいかに図るかが主問題となるＪＡ
（供給）側の目線である、 単年度業務目標とは反対の
極に立つ。
供給側と同時に、需要者の目線への転回を果たすた
めには、第１に利用者（組合員）のニーズの把握とその
分析が必要である。さらに、得られた成果の縦割りの
壁を超えての組織内共有化をキーワードに、
〈渉外・窓
口（営業）→ マーケティング（市場調査手法の活用）
→ 企画・長期戦略の立案 → 渉外・窓口（営業）〉と
いう、一連のＰＤＣＡサイクルの構築が求められる。つ

４

まり、 渉外・窓口部門について事業推進のセクターと

．最後にーーＪＡが相続・事業承継支援対策に
取り組む意義

してばかりではなく、マーケティングの場および企画・
長期戦略立案への関与という一連のサイクルのなかで
再定義する必要がある。

（１）土地問題としての取り組み
ＪＡで日々行われている業務分野において、 通常土
地問題を取り扱うという分野もなければ意識もないだ
ろう。例えば、このことに一番近い資産管理事業にお
は ん ちゅう

（３） ＪＡ内の情報伝達や意思疎通（コミ ュ ニケ ー
ション）のあり方が問われている
この間の世代交代の進展や准組合員の増加は、ＪＡ

いては、 大方経済事業の範 疇 であり土地活用上の問

のガバナンスのあり方を改めて問う事態となっている。

題としてある。 このことも土地問題には違いないが、

本稿でいうと、相続・事業承継支援への取り組みがＪ

同問題の一側面でしかない。 組合員家族と土地全般

Ａにとって決定的に重要であると、 総代会であるいは

（生産手段、生活基盤、家産としての土地）との、時間

組合長以下役員が、方向性を打ち出す必要性に該当す

概念（相続問題）を含む、総合的あり方について検討し、

る。

提案するのが同取り組みのポイントである。 この総合

それと同時に、役職員間でのコミュニケーションや

的あり方が、 そのまま中・長期的に信用や共済などＪ

情報伝達は日々行われている行為であり、 しかも職員

Ａの事業実績の源泉となる。

資質の向上に関わっていることから、 今日ではそのあ

それ故、この総合的あり方の総和（組合員全体）は、
そのままＪＡの経営基盤確保に直結する問題としてあ
る。仮に、ＪＡにとっての土地問題が資産管理事業だ
わ い しょう

けに集約されるとするならば、問題所在の矮小化であ
り、 今すぐにでも改める必要がある。 しかしながら、
本文中にも述べたが単に部署を新設するだけではない。

り方をめぐってＪＡのガバナンスと同等、 あるいはそれ
以上に問われる状況となっている。
【参考･引用文献】
・ 槌田敦・岸本重陳編『玉野井芳郎著作集 第２巻「生命系の経済に
向けて」』学陽書房、1990年
・ 星勉「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」
『ＪＣ総研レポート』
2013年秋／ VOL.27

（２）長期的戦略立案とＰＤＣＡサイクルの構築
同取り組みは次世代対策を中身として、長期的展望
かつ戦略的に取り組む必要がある。そしてその際の必
要条件は、ＪＡはより一層、利用者（組合員）に対して彼

・ 星勉「相続・ 事業承継支援対策に見るＪＡの今後のあり方――環
境保全・持続型社会の形成に寄与するＪＡを目指して」
『ＪＣ総研
レポート』2013年冬／ VOL.28
・ 小林元「組合員の多様化の統計的把握と『次代へつなぐ協同』」
『Ｊ
Ｃ総研レポート』2013年春／ VOL.25

らが納得するだけの価値の提供という、利用者（需要者）
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「新たな農業・農村政策」を読む
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．
「新たな農業・農村政策」に向けて

2014 年１月 16 日、ＪＡ全中は 2014 年度以降のＪＡ
グループの水田農業の取り組み方針を決めた。翌 17
日付の『日本農業新聞』によると、①主食用米の生産

こ

ばやし

はじめ

小林 元

想曲をうやむやのうちに終わらせてしまった。

２

．
「新たな農業・農村政策」の経緯

（１）すでに始まっていた農業政策の見直し議論

数量目標の達成を重視し、拡充された水田活用の直

そもそも、この「新たな農業・農村政策」は経営所

接支払交付金や産地交付金の活用、②新たな政策を

得安定対策（前民主党政権下の戸別所得補償制度）

活用するための基礎となる取り組みとして「地域営農ビ

や生産調整政策の見直しといった形で、自民党内で進

ジョン」を運動の核に据え、③「地域営農ビジョン」を、

められてきた経緯があり、突然に飛び出した話ではな

「人・農地プラン」と「水田フル活用ビジョン」を包含す
る取り組みと位置付けるなどの方針を掲げるとある。
この取り組み方針は、2013 年 12 月に発表された農
林水産省の「新たな農業・農村政策」を踏まえた方針

い。
民主党政権下の戸別所得補償制度を「ばらまき」と
批判してきた自民党は、2012 年の衆議院選挙に向け
て公表した「重点政策 2012」の 25 ページにおいて、

である。しかし「新たな農業・農村政策」の発表まで

「
『戸別所得補償』から『農地を農地として維持する

の過程は平坦な道のりではなかった。2013年 10月下

支援策』への振替拡充を行います」とすでに明示し

旬に「減反政策の見直し」という第一報が世間を騒が

ている。自民党は政権を獲得すると、2013 年２月か

せ、それ以降「減反政策の廃止」という形でメディア

ら党内での議論を積み重ねてきた。２月５日に開かれ

を賑わせた。折しもＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ

た農林水産戦略調査会・農林部会・農業基本政策検

協定）交渉の年内妥結に向けた動向と併せてセンセー

討ＰＴ合同会議（以下、合同会議 ）で宮腰光寛衆議院

ショナルに扱われ、米の直接支払交付金の削減額や、

議員は「平成 25 年度の予算編成においては現場の混

「減反政策の廃止」時期などの数字が独り歩きしたこと
は記憶に新しい。

乱を避けるために新年度は基本的に現行の仕組みで行
く。名前だけは経営所得安定対策にすることにした。

最終的に政策の方向性が明らかになったのは、12

今日は戸別所得補償制度の問題点を明らかにし、これ

月の農水省の 2014 年度予算概算決定であり、12 月末

からの日本農政をどうしていくかともに考えていかなけ

に農水省による「新たな農業・農村政策」の説明会が

ればならない」と挨拶している注 1）。

行われた。10 月下旬以降の「減反政策の廃止」という
報道は、地域の農業者や関係者に大きな動揺を与えた
が、
「新たな農業・農村政策」が明らかになると「減反
けんでん

政策の廃止」で喧伝した報道は息をひそめた。動揺を
与えたメディアは実態を正確に報道することなくその狂
24
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注１）
『農業協同組合新聞』2013年２月６日付記事
http://www.jacom.or.jp/news/2013/02/news13020619686.phpを参照
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（２）突然、表舞台に出た「減反政策の見直し」

この新浪氏の発言は、これ以降、あたかも政府の

自民党内の合同会議を中心に進められてきた議論

政策の方向性であるかのように「減反政策の見直

が、突然表舞台に出たのは 2013 年 10 月 24 日の第３

し」、さらには「減反政策の廃止」として報道され

回産業競争力会議農業分科会である。農業分科会主

るに至った。

査の新浪剛史氏（株式会社ローソン代表取締役ＣＥＯ）
は、経営所得安定対策の見直しに当たって次の４つの
「基本原則」を示した注 2）。

（３）新しい農業政策の方向性の提示と総理記者会見
「減反政策の見直し」と題した報道が過熱するなか
では、直接支払交付金の減額幅の具体的な数字など

①「補助金はこれからの攻めの農業においてゼロ
ベースで見直すべき」

が飛び交い、また「生産調整を中期的に廃止」という
新浪氏の発言は「減反政策の廃止」という言葉に置き

②「効率的かつ安定的な農業経営を実現するため

換えられた。同時期に全国の米産地を訪れる機会を得

に、まさにメリハリの効いた政策をするべき」

た筆者は、各地で農業者・関係者の不安の声を聞いた

③「作物の選択をより自由にする。…（略）…生

が、突然の報道の過熱に対する産地の動揺は極めて

産のひずみを解消し、市場機能をより活用し、自
給バランスを適正化していく」

大きかった。
一連の報道の過熱に一定の終止符を打ったのが、

④「施策ごとに、その政策目的との整合性及び施策
の効果を逐次検証していく」

2013 年 11 月６日に開催された自民党の合同会議であ
り、翌 11 月７日付の『日本農業新聞』の報道である。
その中身は 12 月に示された「新たな農業・農村政策」

以上の「基本原則」に基づいて新浪氏は補助金の

の概要であり、米の直接支払交付金の減額、新たな日

あり方の見直しに言及している。少し長くなるが引用し

本型直接支払制度の創設、飼料用米への支援拡充な

よう。

どが掲げられた。
しかし、喧伝された「減反政策の廃止」という文言

「現在の直接支払交付金について、既に米について

はどこにも見つからない。生産調整政策の見直しに関

は高い国境措置がされていることはご存知のとおりだ

わって『日本農業新聞』の記事によると、
「５年後をめ

が、そういうことを考えると、今 10 ａあたり 15,000 円

どに、行政による生産数量目標の配分に頼らなくとも、

が支払われているが、農地の担い手の経営努力や経

国が策定する需給見通しなどを踏まえつつ生産者や集

済合理性に基づく判断を大きく阻害しているのではな

荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産

いかということで、来年度からこの１万 5,000 円をゼロ

が行える状況になるよう、行政・生産者団体・現場が

にする、廃止をしてはどうかとご提案を申し上げる」

一体となって取り組む」
（下線、
筆者挿入）
とされている。

「減反についても、生産数量目標自体が農業の担い

江藤拓農林水産副大臣は「農家が自主的に作付け

手の自由な経営判断や市場戦略を著しく阻害している

の変更をし、所得を上げなければ国としての関与を完

のではないかと考える。意欲のある農業経営者の効率

全にやめることは難しい」と指摘している。すなわち５

的な生産を、大きく妨げる原因になっているのではな

年後をめどに生産調整政策の見直しを図る「方向性を

いか。そこで、農業経営者の生産性向上と高付加価

打ち出した」にすぎず、そこでも行政が役割を果たす

値化・製品の差別化等に向けて経営努力を促すべく、

旨が明記されている。

また、農業をより産業として競争力を強化すべく、生
産調整を中期的に廃止していくべきではないかと考え
る」

注２）第３回産業競争力会議農業分科会での新浪氏の発言は、 議事
録より転載
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/dai3/
gijiyousi.pdfを参照
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ところが、2013 年 12 月９日の記者会見で安倍晋三

民党と農水省は「人・農地プラン」の法制化を目指して

内閣総理大臣は、記者の質問に対して次のように答え

いたが、産業競争力会議は「人・農地プラン」の法制

ている注 3）。

化に強く反対し、結果として見送られた。これに関わっ
て第３回産業競争力会議農業分科会で新浪氏から次

「農業を成長産業にするために 40 年以上続いてきた

のような発言があった。

米の生産調整を見直し、いわゆる減反の廃止を決定い
たしました。農業分野において減反の廃止なんか絶対

「人・農地プランの補助金交付等の要件も、人・農

に自民党できないと言われてきた。これを私たちはやっ

地プランと紐 づいているとも聞いている。人・農地プ

たのです。やるということを決めました」

ランに紐づかないと補助金がつかないとか、こういう

ひも

ことがあるとも聞いている。仮に事実だとすると、農
内閣総理大臣が何をもって「減反の廃止」と語った

地集約化のために農地中間管理機構をつくることに伴

のかは定かではない。11 月７日の『日本農業新聞』の

い、こういったことがないようにやっていっていただき

記事の範囲で「廃止」される項目を探ると、米の直接

たいと思う」

支払交付金と米価変動補填交付金のみである。この２
つは、民主党政権下で始まった「戸別所得補償政策」

「人・農地プラン」の法制化自体は見送られたが、
「新

そのものであり、
「減反の廃止」ではないことは明らか

たな農業・農村政策」での「人・農地プラン」の位置付

であろう。

けは大きいものとなった。また、農地中間管理機構に
かかる関連法案の附帯決議には、次のような興味深い

（４）メディアのミスリードと問われる産業競争力会議

一項が挿入された注４）。

2013 年 12 月 10 日に開催された農林水産業・地域
の活力創造本部は、農業改革の今後 10 年のプランと

「十五

アドバイザリー・グループである産業競争力

なる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を策定し、

会議・規制改革会議等の意見については参考とするに

新しい農業政策の方向性を決定した。2014 年１月 22

とどめ、現場の実態を踏まえ現場で十分機能するもの

日付の『日本農業新聞』によると次期通常国会に農政

となることを第一義として、制度の運用を行うこと」

改革法案として
「担い手経営安定法の一部改正案」
「農
業の多面的機能発揮の促進法案」を提出の予定であ

この一項がどういう意図で挿入されたか、真意を読

る。その中身は 12 月末に農水省より公表された「新た

み取ることは容易ではないが、産業競争力会議の位置

な農業・農村政策」のとおりである。

付けを鋭く問うものであることは間違いない。この点は
ふ かん

時系列を追って今回の農政の変化の動向を俯瞰して

大柿好一氏「農政談義」を一読されたい注５）。

きたが、一連の報道には違和感があった。10 月下旬
から「減反政策の見直し」、さらには「減反政策の廃
止」まで言及し、その成果として内閣総理大臣が「減
反の廃止」を言い切ったが、果たして事実であっただ
ろうか。
今回の動向でもう１つ注意が必要な点は、産業競

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/
1209kaiken.htmlを参照
注４）農地中間管理事業の推進に関する法律案（内閣提出第14号）

争力会議の位置付けであろう。産業競争力会議、特

に対する附帯決議。附帯決議全文は、http://www.shugiin.go.jp/

に農業政策に関わって農業分科会主査の新浪氏の発

itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/nousui45E54507E9

言が目立った。すでに見た発言以外に、農地中間管理
機構でも相当に踏み込んだ発言が見られる。当初、自
26

注３）首相官邸ＨＰより転載
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76305449257C300033503D.htmを参照
注５）大柿好一「農政談義」
『農業と経済』
（2014年１・2月合併号
／第80巻・第1号）昭和堂、130 〜 133ページ

【食料・農業・農村】
トピック／「新たな農業・農村政策」を読む

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

３

．
「新たな農業・農村政策」の中身を読む

当者は正確な情報を組合員に伝えることが求められ
る。

ここまで一連の動向を時系列から整理した。そこで

もう１つは「米の直接支払交付金」と「米価変動補

は、一連の報道のあり方や、産業競争力会議などの

填交付金」の削減と廃止である。すなわち米の「戸別

位置付けの論点が浮かび上がってくる。しかし、より

所得補償制度」の廃止である。
「米の直接支払交付金」

重要なことは「新たな農業・農村政策」の中身である。

は 10a 当たり 1 万 5000 円を、2014 年産から 7500 円

本稿執筆時点（2014 年１月 22 日現在）で、全国で農

に削減し、2018 年産米からの廃止が明示されている。

水省による説明会が開催されているが、簡単に整理し

特に注目を集める点は、
「米の直接支払交付金」の
削減であろう。
「岩盤政策」
（鈴木宣弘氏注６））としての

論点を提示していこう。
「新たな農業・農村政策」は、次の４つの改革から

戸別所得補償制度の廃止は、農業経営にいかなる影

構成される。

響を与えるのか慎重な検討が必要である。例えば、法

Ⅰ．農地中間管理機構の創設は、農地の流動化を促

人化した集落営農の経営において戸別所得補償制度

進することを目的としている。

が果たした役割は大きい。

Ⅱ．経営所得安定対策の見直しでは、米の直接支払

農業問題研究学会 2013 年度秋季大会では農林水

交付金の減額と５年後の廃止・米価変動補填交

産政策研究所の平林光幸氏、小野智昭氏から、興味

付金の廃止、すなわち「戸別所得補償制度の廃止」

深い報告があった注７）。統計分析と東北地方の事例分

を掲げた。

析によると、戸別所得補償制度は一定の面積規模階層

Ⅲ．水田フル活用と米政策の見直しの要点は２つあ
る。 １つは 飼 料用米 へ の 補 助の 拡 充 であり、
もう１つは５年後をめどに、現在の生産調整のあ

以上で、その規模拡大のインセンティブになっていたと
いう。
図１は、報告の一部を報告者の許可を得て転載した

り方を「行政・生産者団体・現場が一体となって」

ものであり、稲作付面積規模別の 10a 当たり米生産費

検討することである。

を見ている。この図を見ると３ha 以上層で、直接所得

Ⅳ．日本型直接支払制度の創設は、今回の「新たな

補償を加算した粗収益が全算入生産費（すなわち家族

農業・農村政策」の目玉の１つであり、農地を維

労働費を確保した上で、さらに剰余を確保）を上回っ

持する地域の共同活動を支援する制度である。

ていることが分かる。必ずしも規模拡大のインセンティ
ブにつながるとは言い切れないが、戸別所得補償制

４

度があることで３ha 以上層は、米経営がトントン、も

．経営所得安定対策の見直し

しくは多少の利益を生んでいたことが分かる。言い換

まずⅡ．経営所得安定対策の見直しを見ていこう。
ここでは大きく２つの方向性が明らかとなっている。

えれば３～５ha 層は、戸別所得補償制度で滞留した
可能性もあるのではないだろうか。であるならば、
「米

１つは「畑作物の直接支払交付金（ゲタ）」と「米・

の直接支払交付金」の削減と将来的な廃止は相当程度

畑作物の収入影響緩和対策（ナラシ）」についてであ

の影響が予測され、踏みとどまっていた３～５ha 層の

る。これらは共に 2014 年産は現行どおり実施するが、
2015 年産からは「新しい対象者要件」での実施が明記
されている。その対象者は認定農業者、集落営農およ
び認定就農者と説明されているが、特筆すべきはナラ
シで「規模要件は課さない」点であろう。なお、2014
年産のナラシ部分は、
「別途、ナラシの非加入者に対
する影響緩和対策を実施」との記述があり、ＪＡの担

注６）鈴木宣弘氏による戸別所得補償制度にかかる「岩盤政策 」と
しての評価について、直近の農政の動向を含めた整理は、鈴木宣弘
「自給率向上は『絵に描いた餅』」
『農業と経済』
（2014年1・2月合
併号／第80巻・第1号）昭和堂、53 〜 54ページに詳しい
注７）平林光幸・ 小野智昭「直接所得補償が規模拡大に及ぼす効果
の階層間格差 」、2013年度秋季大会個別報告、 農業問題研究学会
による
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分解につながる可能性もある。それが意味するところ
からは、一層の集積が進む＝構造政策の進展も予測さ

わけではない。
この飼料用米について、農水省は相当に前向きのよ
うだ。農水省は
「配合飼料の主原料として年間約 1,000

れる。

万ｔ輸入されているとうもろこしと同等の栄養価と評価
されており、輸入とうもろこしと遜色のない価格での供
給ができれば、潜在的には 450 万ｔ程度の需要がある
と見込まれます」とする。2014 年産では 26.5 万ｔの生
産数量をもくろみ、それに必要な種子量の見込みまで
検討しているが、この 26.5 万ｔの見込みは、2014 年
産米の生産数量目標の減少分＝ 26 万ｔとおおむね同
量である。
しかし、飼料用米は、田んぼの隣に鶏や豚がいるか
らといってそのまま与えることができる代物ではない。
生産された飼料用米は配合飼料工場に運ばれて製品
化され、畜産農家に運ばれて初めて利用される。流通
の過程で発生するコスト、配合飼料工場と畜産農家と
のマッチングなど検討すべき課題は多い。ＪＡ、都道
府県連・全国連というＪＡグループの総合力を生かした
取り組みが求められるであろう。

５

．水田フル活用と米政策の見直し

（１）飼料用米は水田フル活用の救世主か？
Ⅲ．水田フル活用と米政策の見直しの要点は２つあ
る。１つは飼料用米への補助の拡充である。飼料用
米は水田フル活用の目玉に位置付けられ、収量に応
じた数量払いの導入による助成額の上積みが掲げられ
た。飼料用米にかかる交付単価のイメージは図２のと
おりである。ただし図２の標準単収値は全国平均の

28

（２）米政策の見直し＝生産調整政策のゆくえ

平年単収＝ 530㎏であり、実際には、市町村などが当

もう１つは米政策の見直しであり、５年後をめどに

該地域に応じて定めている単収を適用するので、地域

現在の生産調整のあり方を「行政・生産者団体・現場

差が生じる。また、最大単収であれば助成額は 10 万

が一体となって」検討することである。2013 年 10 月以

5000 円という話であって、飼料用米を生産すれば一律

降の報道では「減反政策の廃止」が喧伝され、内閣総

10 万 5000 円の助成額を受け取ることができるという

理大臣が「減反の廃止」を明言するなど相当に踏み込
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んだが、その実態は先に見たとおりである。むしろ米

への組み替えであろう。
「農地維持支払」は「多面的機

余りの現状と、米消費量の低下を直視するならば、生

能を支える共同活動の支援」とされ、その目的は「担

産調整は必要不可欠である。加えて、今後国内人口の

い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、

減少と高齢化社会が見込まれるが、それは同時にさら

農地集積を後押し」するとある。言い換えれば、これ

なる消費量の減少が予測され、生産調整は待ったなし

まで「むら仕事」であった地域の資源管理労働（畦畔

だ。2014 年産米の生産数量目標の減少は 26 万ｔと積

の草刈りや水路・農道の清掃）に対する助成と考えれ

み上がり、実態を如実に表している。生産調整の必要

ばいいようだ。対して、
「資源向上支払」は「地域資

性を含めて論点は多いが、ここでは２つの点を指摘し

源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動

ておこう。

を支援」するとあり、軽微な補修や施設の長寿命化の

１つは、米を含めた土地利用型農業で、より一層の

けいはん

ための活動が対象となる。

販売戦略が求められるという点である。例えば、米は

本稿執筆時点ではいまひとつ、２つの助成対象の違

その利用めどに応じて多様な市場が存在する。加工用

いが明確ではないし、その申請時期なども明確ではな

では炊飯米飯、冷凍米飯、冷凍加工用、業務用など

い（農水省資料によると 2014 年度の提出期限は、12

である。より市場を細分化すればおにぎり用、弁当用、

月末ごろを予定とある）
。今後の詳細な情報が待たれ

炒飯用、牛丼用など多様であり、多様な市場に対応し

るが、いずれにせよ、地域単位での話し合いを基に計

た産地づくりも求められる。単なる高価格帯を目指し

画を立て、市町村と協定を結ぶ必要があり、地域での

たブランド化戦略のみが販売戦略ではない。

話し合いの「器」づくりが必要だ。

もう１つは、生産調整の必要性の明確化の議論と、
生産調整にかかる国民の合意形成の必要性であろう。
そして、議論と合意形成のための正しい情報を知らせ

７

．
「新たな農業・農村政策」の全体像

ることも重要である。飼料用米の生産拡大１つをとって

ここまで、
「新たな農業・農村政策」の中身を見てき

も、それ自体は国民の負担の下で助成されることを忘

た。方向性が提示されたにすぎない段階での分析は

れてはならない。そのために必要なことは、例えば「生

時期尚早との誹りを免れないが、あえてその特徴を整

産調整が農業者の規模拡大を妨げている」といった

理してみよう。

「神話」からの脱却であろう。この点は、佐藤了氏の
詳細な整理を参考にされたい

注８）

。

そし

「新たな農業・農村政策」の要点は、次の３つに整
理されるのではないだろうか。第１は「生産調整は廃
止されない」
、第２は「より一層の構造政策の推進＝担

６

．日本型直接支払制度のポイント

い手への集積」
、第３は「政策推進の場としての地
域（むらなど）の活用」である。

Ⅳ．日本型直接支払制度の創設を見ていこう。2013

第１の「生産調整は廃止されない」という点は、将

年度の直接支払制度は「農地・水保全管理支払」
「中

来的な方向性ではなく現時点での特徴である。ここで

山間地域等直接支払」
「環境保全型農業直接支援」

あえて現時点での特徴として提示することの真意は、

の３つから構成されていた。2014 年度以降では、新た

報道などの未確定な情報に惑わされることなく、農業

に「農地維持支払」を新設し、
「農地・水保 全管理

者や関係者、特にＪＡの役職員が正確な情報を把握す

支払」を組み替え・名称変更し「資源向上支払」とす

る必要性にある。

る。また、
「中山間地域等直接支払」と「環境保全型
農業直接支援」は現在の基本的な枠組みを維持し継
続するとされる。
要点は「農地維持支払」の新設と、
「資源向上支払」

注８）佐藤了「こう設計すべき経営所得安定対策 」『農業と経済 』
（2014年1・2月合併号／第80巻・第1号）昭和堂、80 〜 83ペー
ジ
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第２の「より一層の構造政策の推進＝担い手への集

数十回に上る。取り急ぎ、政策への対応が必要だとし

積」という点は、本稿で取り上げなかった農地中間管

ても、単なる「器」づくりに終わらずに、腰を据えた話

理機構の関連予算にも強く表れている。機構への農地

し合いの土壌を育むことが求められる。その他、政策

の出し手に対する支援（機構集積協力金）は 253 億円

への対応のみではなく、ＪＡにおいては販売戦略に基

の予算が計上されている。そのうち地域集積協力金
（地

づく産地づくりが求められるであろう。

域内の全農地のうち機構への貸し付け割合に応じた単

また、
「担い手」の位置付けも議論が必要だ。ＪＡグ

価）は、それぞれ２割超５割以下で 10a 当たり２万円、

ループでも、昨今、大規模農家・大規模な経営体へ

５割超８割以下で 10a 当たり２万 8000 円、８割超で

の積極的な関わりが求められているが、果たして大規

３万 6000 円である。

模農家、大規模な経営体、さらには「担い手」とは何

加えて第３の
「政策推進の場としての地域
（むらなど）

を指すのか明確とはいえない。少し意地悪い言い方を

の活用」にも関わるが、
「担い手への集積」を地域の話

すれば、施策対象としての大規模とは、どこで線が引

し合いのなかで進めようという意図も明らかである。そ

かれるのであろうか。土地利用型の農家を考えても、

れは「人・農地プラン」にも共通する政策推進の特徴

実は地域ごとに「大規模」の規模は異なる。加えて「担

であり、ゲタとナラシの要件で「認定農業者、集落営

い手」という言葉も実は不明瞭である。こうした点もあ

農及び認定就農者とし、規模要件を課さない」
（下線、

らためて検討が必要であろう。

筆者挿入）としていることも注目できる。

次号では、
「新たな農業・農村政策」に関わって、特
に「器」づくりに着目して、これからの取り組みの方向

８

．地域とＪＡに何が求められるのか

を検討していこう。

それでは、
「新たな農業・農村政策」において、地域
とＪＡに何が求められるのであろうか。まず求められ
ることは、地域に政策を受け止める受け皿＝器をつく
ることであろう。地域の器は、
「人・農地プラン」の策
定でも重要である。この器として期待される取り組み
が、ＪＡグループの
「地域営農ビジョン運動」
である。
「地
域営農ビジョン運動」を通じて集落・地域での話し合
いを進め、将来の地域農業の姿を描くなかでの「新た
な農業・農村政策」の活用が求められる。
しかし、留意すべき点も多い。まず「器」づくりに終
わらないことであろう。
「新たな農業・農村政策」の発
表が比較的に遅かったために、その中身の理解・浸
透は少々時間がかかりそうである。そもそも、今から
2014 年度の「日本型直接支払制度」にしっかりとした
話し合いを踏まえて対応することは難しい。農水省は
計画書の「『ひな型』を使えば、組織名などを記入する
ほか、基本的に該当する活動項目や取組内容をチェッ
クすることで作成できます」と説明するが、ひな型で終
わっては地域で話し合う意味はない。一般的に集落営
農の取り組みに向けての地域内の話し合いは１年間で
30
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研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

「十和おかみさん市」に見る「小さ
な経済」の主体形成における課題
全国町村会 総務部調査室長

１

さ か も と まこと

坂本 誠

その活動の経過を参照しながら、上述の２つの課題を

．はじめに

検討する。

「小さな経済」という言葉がある。小田切徳美氏は、
高齢者が求める年間60万円（月５万円 ）前後の追加
所得を得るために少額の所得形成機会を地域内につく

２

．
「十和おかみさん市」の概要

り出していくことが必要であり、 それは地域資源保全

高知県四万十町十和地区は四万十川の中流域にあ

型経済（それぞれの地域に固有の資源を活用）、 第６

り、2006年に周辺２町と合併するまでは十和村として

次産業型経済（農産物の直売、加工、農家レストラン

一村を成していた。

など）、交流産業型経済（グリーン・ツーリズムなど）

「十和おかみさん市」は集落単位に設立された26の

の展開により実現可能であるとした。そしてこうした経

農産物生産グループと９つの加工グループから構成さ

済基盤の形成をもって「小さな経済」と呼び、さらには

「エコ部会」
「加工部会」
「給食部会」な
れており注2）、

「小さな経済」の累積によって年間200万〜 300万円規

ど専門部会を組織して次のような活動を展開してきた。

模の「中ぐらいの経済」をつくり出すことも考えられる

１つは高知市内の量販店でのインショップ販売。常

注1）

。

とした

設の売り場は持たず、 １〜２日おきに会員が交代で量

筆者も「小さな経済 」の重要性についてはおおむね

販店に出向き対面販売する形態をとり、 会ではこれを

首肯するものであるが、より実態に即して対応策として

「おでかけ台所」と呼んできた。 生産加工グループが

の適用可能性を検討すれば、 次の２つの課題が指摘

「おかみさん市」に加わる際の条件の１つが、 量販店

される。

への出張販売への参加である。

１つは「小さな経済」の産業活性化策への適用可能

２つは「おもてなしツアー」
。高知市周辺の消費者を

性について。
「小さな経済 」を形成した例として取り上

十和地区に招き、 農業体験や会員の作った郷土料理

げられる直売所、農産加工、農家レストラン、グリー

を囲みながらの交流会を開催する。受け入れは集落ご

ン・ツーリズムなどを単純に産業振興というフレ ーム
ワークのなかで捉えてよいのかという問題意識である。
２つは「小さな経済」の主体形成とその継承可能性
について。現在「小さな経済」を担っている主体がどの

注１）小田切徳美『農山村再生「限界集落」問題を超えて』岩波書店、
2009年、35 〜 36ページ
注２）地区内19集落のうち18集落にグ ル ー プがあり、 １集落に

ように成立したのかを検証し、それを通じて、
「小さな

複数のグループが設置されているケースもある。例えば地吉集落で

経済」を次世代に継承していくための課題を検討する

は、1950年代から存在していたという農協婦人部（生活改善グルー

必要がある。
とお

そこで本稿では、 事例として高知県四万十町の「十
わ

い ちょう は ら の ぶ こ

和おかみさん市」
（代表 : 居長原信子氏 ）を取り上げ、

プとしても活動 ）、1990年代に当時の20 〜 40代を中心に結成
された加工グループ、さらに「おかみさん市」設立時に上記２つの
グ ル ー プに属していない住民が中心となって結成されたグ ル ー プ
の、合計３つのグループがある
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との持ち回り制となっている。

としては全国的にも早い着手だが、この背景には、普

３つは「おかみさん市バイキング」。地区内の道の駅

及所の「
（当時は）交通がたいへん不便なところで商品

にあるレストランの週１回の定休日に、地域食材を使っ

の流通事情も良くなかった。そこで、農産物だけでな

た料理をバイキング形式で提供している。 担当は会を

く加工品もできるだけ自給できるようにしていこうとい

構成するグループの持ち回り制である。

う方針」
（上述の谷本氏）があった。

その他にも、 学校給食への食材提供や食育活動、

1970年代半ばからは、 毎年夏に高知市内で開催さ

ＩＳＯ認証の取得などにも取り組んでいる。ＩＳＯ認証

れる夏祭りイベントに村ぐるみで出店し、 餅、 赤飯や

の取り組みを定着させるために、３年前までは農業改

みそなど加工品を販売。轟集落のグループが造るみそ

良普及員のＯＢである森澤宏夫氏が、営農指導員とし

は当時から評判を呼び、よく売れたとのことである。

注３）

て集荷を兼ねて巡回していた

。

とどろき

1980年前後になると、 加工直売に本格的に取り組
む集落がいくつか誕生する。地元新聞社主催のふるさ

３

と産品コンクールで、村内の生活改善グループが出品

．活動の経緯

したみそやしょうゆが入賞。 それを受けて高知市内の

（１）集落単位の組織化（〜 1960年代）
「十和おかみさん市」を構成する集落単位のグループ
さかのぼ

の歴史は1960年代にまで遡る注4）。
生活改良普及員の谷本好美氏

商店街から注文が相次いだという。特に、井崎集落の
ようかん

生活改善グル ープは、 出品した羊羹が表彰を受けた
のを機に本格的な事業化を決め、 グル ープ内で希望

注5）

は、1967年に十和

農業指導所に赴任してまもなく集落単位の生活改善グ

者を募って出資し合い（７人が集まった）
、 加工場を
造った。

ループの組織化に着手したが、そのころにはすでに各
集落に農協の婦人部組織があり、スポーツなどレクリ

（３）村単位のネットワーク化・組織化（1990年代〜）

エーション活動を行っていた。旧十和村内の農協は集

1984年には４集落のグループが合同して村役場近く

落単位の女性組織化に積極的で、 特に十川農協（昭

で朝市を始めていたが、グループ間の本格的なネット

和合併前の旧十川村を範域）は組合長が先頭に立って

ワーク化は、1998年の「ふるさと産品協議会」の結成

組織化を進め、全集落に女性部が設立されていたとい

が嚆矢である。 当時農林水産省が推進していた農山

う。

漁村高齢者ビジョンに基づく県農林水産部の事業（農

こう し

結果として、すでにある農協婦人部組織に「上乗せ」
する形で集落単位の生活改善グループが組織された。

注３）株式会社化された現在でも、営農指導こそ行っていないもの

現在でも集落内に農協婦人部と生活改善グループが併

の、高齢や自動車が運転できないなどで出荷が難しいお年寄りのた

存している例が確認されるが、 両組織のメンバーはほ

めに、若い社員１人が集荷のために集落を巡回している

ぼ重複しており、構成メンバーへのヒアリングからは、
メンバーの意識では農協婦人部と生活改善グループの
活動はほとんど区別されていないことがうかがえた。
（２）加工販売への展開（1970年代〜）
生活改善グループの組織化は、1960年代末には一
段落した。当初は風呂やトイレの改修、料理教室や洋
裁教室などの活動が中心だったが、1970年ごろからみ
そやしょうゆ、 漬物など自家消費用の食品加工の取り
組みを始めた。生活改善グループによるこの種の活動
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注４）十和村では産地化・ 産業振興策を集落単位で取り組む土壌が
あった。1950年代後半から1960年代にかけて集落ごとでシ イ
タケや茶などの生産者グループの設立が見られた。役場は生産設備
の整備などを支援、農協も販路開拓や出荷体制の整備に協力し、シ
イタケ・茶は1980年代にかけて村の主産業に成長していく。こう
した経緯については、 田辺智子「高知県の山村にみる地域振興策－
檮原町と十和村を事例として(現地調査報告)」『レファレンス』国立
国会図書館調査及び立法考査局（47巻／ 1997年10号)、36 〜
51ページに詳しい
注５）谷本氏は十和村出身で、1981年まで十和村を拠点に活動。
その後いったんは転出するが、1994年に十和村を管轄する高幡農
業改良普及所に戻り、1996 〜 1998年にかけては北幡支所長（十
和村を所管）を務めた
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村シルバー活動支援事業）を活用して結成されたもの

小されていった。

で、村内の８グループが参加し、高知市内の中心商店

「十和おかみさん市 」自体も、 ピ ー ク時には年間

街で月２回直売市を開催したり、村内の産品を詰め合

5000万円近くあった売り上げが、メンバーの高齢化な

わせたゆうパック「十和ふるさと便」を年３回発送した

どにより徐々に減少、活動は停滞気味となっていた。

りした。

そこで「おかみさん市」打開策として取り組んだのが

2001年には、
「ふるさと産品協議会 」を中心に村や

法人化であった。法人化を通じて、行政に頼らず自立

農協なども構成員として加わり、
「十和村地産地消運

した経営を目指していくことを示し、メンバー間でもそ

営協議会」が発足。上述の「おでかけ台所」がスター

の意識を共有しようという狙いがあったという。そして

トした。 そして2003年、
「十和村地産地消運営協議

2011年には株式会社化が実現（2013年時点で出資者

会」は「十和おかみさん市」
（当時は「十和村おかみさ

は137人 ）
、 現在は行政からの援助は受けずに運営し

ん市）と名称を改めた。

ている。

このように村単位のネットワーク化・組織化を図った

加えて大きな変化として、販売先を町が2012年に高

背景として、 先に紹介した森澤氏は「農協の統合広域

知市内に開設したアンテナショップにシフト、 市内量

化への危機感があった」と指摘する。1998年、12農協

販店での「おでかけ台所」は頻度を減らした。

が統合し、当時の３市７町村にまたがる広域を管轄す

ところが町のアンテナショップは販売が振るわず、

る農協が誕生。村内の２農協もこれに加わった。統合

その影響を受けて、アンテナショップに販売先をシフ

前のことを居長原氏は「自分たちの農協を自分たちで

トした「おかみさん市」も売り上げを大きく減らしてい

回していこうという気概があった」と語る。統合によっ

る。目下、
「おかみさん市」も積極的に関わりながら、

てこうした連帯感が失われるかもしれないという危機

アンテナショップの活性化に向けて努力を重ねている

感が、 上述のような活動の村ぐるみ化につながったと

ところである。

考えられる。
役場もこうした動きを応援した。 役場が「おかみさ
ん市」 の事務局を持った他、 高知市の中心商店街で
いと

４

「十和おかみさん市」の活動展開の経緯から
.
見る特徴

直売市を開催する際には、 村職員が土日も厭 わず役

以上紹介した「十和おかみさん市」の活動内容と展

場の箱バン（ワンボックス型の軽自動車）を運転して、

開の経緯を踏まえ、特に「おかみさん市」の活動主体

産品と「おかみさん」を送り届けたという。その職員の

に着目しながら、その特徴を抽出してみたい。

上司である担当課長も、 上述のＩＳＯ認証取得を提案
し、 森澤氏をスカウトするなど、
「おかみさん市」の成

（１）
「収益ありき」で始まった活動ではない

功に向けて熱心に取り組んだ。その他、村の広報やＣ

「十和おかみさん市」が一般的な加工直売グループ

ＡＴＶで、
「おかみさん市」に関する情報提供（集荷・

と一線を画すのは、あくまで「交流」をベースとしなが

イベントなど）を行っていたともいう。

ら、その延長線上に「販売」を指向している点である。
主な販売先は高知市内の量販店だが、 これまで常設

（４）住民出資の株式会社化・販売窓口の変更（2010年代〜）

の販売コーナーは置かず、出張による対面販売にこだ

しかし、 十和村も「平成の大合併 」の波を受け、

わり続けてきた。
「おもてなしツアー」も、労力と収入を

2006年に周辺の２町（大正・窪川）と合併して四万十

天秤に掛ければ、 販売への寄与を考慮に入れても割

町となった注6）。 合併後もしばらくは役場による支援は

に合うものではない。 それでもあえてこうしたスタイル

従来どおり継続されたが、
「合併後は、 役場は十和だ
けでなく町全体を見なければならない立場になった」
（おかみさん市のメンバー）ことから、次第に支援は縮

注６）町村合併後、 役場の本庁が置かれた窪川町は別農協の管轄で
あり、同じ町内でも２農協に管轄が分かれることとなった
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で活動を展開してきた背景には、
「おかみさん市 」が

ん市」代表の居長原氏も、必要に応じて村長や農協組

「経済活動ありき」
「収益ありき」で始まった活動では

合長と直接やり取りしながら取り組みを進めたと述懐

ない点がある。構成グループの多くは、1960年代まで

する。また、村ぐるみ化段階の初発時は、谷本氏が地

に集落単位に設立された農協婦人部・生活改善グルー

元支所の長として着任していた。 こうした組織間のヨ

プに由来している。農協が集落単位に婦人部の組織化

コのつながりが「おかみさん市」設立への大きな推進

を図り、 その基盤に「上乗せ」する形で生活改善グ

力となった。

ループが次々と組織された。生活改善グループは当初

しかし現在は、町村合併・農協の広域化により支援

から農産物や加工品の販売を目指していたわけではな

の枠組みが揺らぎ、後退を余儀なくされている。役場

く、まずは自家消費用の食品加工を始め、やがてイベ

は旧町村間のバランスを考慮する必要があり、 十和地

ントにて単発的に販売を重ねるうちに都市部の消費者

区に特化した支援は困難となっているし、 農協も同様

から良い評価を得たことを契機に、本格的に販売に取

である。また、
「おかみさん市」のメンバーからは、農

り組むようになった。

協の広域化・ 町村合併の結果、 自治体と農協の範域

新しい販売先として期待した町のアンテナショップ

がずれたため、 両者のヨコの連携が難しくなっている

が伸び悩んでいる影響を受けて、
「おかみさん市 」の

との声も聞かれた。さらに、生活改善グループの活動

販売額も落ち込んでいる。 通常であれば組織の瓦解

を支援してきた生活改良普及事業も大幅に縮小されて

に向かいかねないところだが、
「おかみさん市」はそこ

いる。

まで至っていない。株式会社化後も、
「おかみさん市」

こうして現在では、
「おかみさん市」は行政からの援

のメンバ ーの意識にはグル ープ発足時の（「収益あり

助を受けずに運営しているが、決して「おかみさん市」

き」ではない）精神が息づいており、これが、少々の販

自身が積極的に望んだ結果ではない

注7）

。

きょう じ ん

売不振では屋台骨が揺るがない強靭性をもたらしてい
るのではないかと考えられる。
（２）役場－農協－普及員（県）の連携による支援

５

. 「小さな経済」論への示唆

（１）「小さな経済」の産業活性化策への適用可能性

集落単位の組織化段階ならびに活動の村ぐるみ化

小田切徳美氏は、著書で「十和おかみさん市」を取

段階において、役場－農協－普及員（県）の連携による

り上げ、 第６次産業型経済・交流産業型経済・地域

支援があった。

資源保全型経済を通じて「小さな経済」の形成を実現

集落単位の組織化段階においては、農協（農協婦人

した例として評価している注8）。

部）
・県普及（生活改善グループ ）とも集落単位の組織

確かに現時点における実態の評価としては当たって

化を重視しており、その結果、比較的スムーズに集落

いるかもしれないが、以上見てきたように、
「おかみさ

単位の組織活動が根付いていった。 生活改善グル ー

ん市」のメンバーは「収益」を求めて活動に着手したわ

プの組織化には役場も協力した。生活改善グループの

けではない。 結果的に追加所得の機会が創出され、

組織化を手掛けた普及員の谷本氏は、 当時の産業課

「小さな経済」が成立していると見ることはできるかも

長や、 ときには村長と掛け合いながら事業を進めたと
振り返る。また、そもそも十和村では集落単位で産地

注７）2012年12月に開催された日本地域経済学会主催のシンポ

化・産業振興策に取り組む土壌があり、これを役場や

ジウムにおいて、パネリストとして招かれた居長原氏は、「現在は

農協が支援していた。

行政の支援を一切受けておらず、 自力でやっているが、 十和地区

活動の村ぐるみ化段階においても、役場・農協・県
普及が密接に連携し、
「ふるさと産品協議会」の結成や
「十和おかみさん市」の設立を後押しした。
「おかみさ
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のような条件不利地域には、もっと行政の手を差し伸べてもらいた
いと切に願っている」と述べている（『地域経済学研究 』第26号、
2013年、35ページ）
注８）小田切徳美

注1同著、37 〜 38ページ
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しれないが、 メンバーは必ずしも追加所得を目的とし

地域における同種の活動においても多かれ少なかれ直

てはおらず、 メンバーへの聞き取り調査からは、 むし

面している課題である。次世代への継承に際して、収

ろメンバー相互のコミュニケーションや消費者との交流

益性と必ずしも収益性に寄与しない要素を活動のなか

にやりがいや楽しみを感じている様子がうかがえた。

でどのように位置付け、 どう両立させるかが、 この種

メンバーのこうした意識が、
「おかみさん市」の特徴で

の活動の持続可能性を左右するといえる。

ある「おでかけ台所」や「おもてなしツアー」などの交

２つは、活動を支えてきた主体の縮小撤退である。

流活動と「小さな経済」としての一定の収益性を両立さ

かつては役場を挙げて「おかみさん市」の活動を支え

せているといえる。

てきたが、町村合併後は、旧町村間のバランスを考慮

こうした状況を踏まえると、
「おかみさん市」の取り
組みは、 産業振興というフレームワークで捉えるので

する必要もあり、
「おかみさん市 」に特化した支援は
行っていない。

はなく、長期間にわたる地域活動を通じた主体形成の

合併前の十和村役場が「おかみさん市」を積極的に

延長線上に一定の「小さな経済」が成立した例として取

バックアップしていたのは、
「おかみさん市」を、単なる

り上げるのが適切かと思われる。つまり、
「おかみさん

経済主体としてではなく、 住民の参加の場として、 地

市」の経済主体としての性格は副次的なものであり、

域に住み続けていく上での誇りを生み出す場としても

むしろ地域住民の参加の場であり、地域に住み続けて

評価していたからだろう。 しかし、 参加の場や誇りを

いく上での誇りを生み出す場としての存在を重視して

生み出す場としての性格は、 普段間近に接していなけ

評価すべきではないだろうか。

れば評価しづらい。 そのため、 合併後は相対的に経
注9）

済主体としての評価が優先されるようになり
（２）
「小さな経済」の主体形成とその継承可能性
この観点からすると、
「十和おかみさん市」は目下２
つの課題に直面している。
１つは次世代への継承である。メンバーの平均年齢

、 行政

としての支援が難しくなったと考えられる。
これも、
「おかみさん市」に限らず全国至るところで
見受けられるケースである。今後、この種の取り組み
の評価軸の設定と支援方策の検討が必要である。

は65歳、ほとんどは50代後半～ 70代であり、40代こ
そ何人かいるものの、その下の世代はいない。活動の
維持存続のためには、後継者を育成し、確保する必要
がある。
上述のように、メンバーは必ずしも追加所得を目的と
してはいないが、 活動への関与をめぐるこうした意識
は、 農協婦人部組織や生活改善グル ープにおいて長
年培われてきた地域活動を通じて醸成されたものであ
る。 農協の生活指導員が削減され、 生活改良普及事
業が解体された現在では、その再現を望むことは難し
い。
現実的には、今後は収益性の確保向上を重視し、
次世代に対して追加所得機会としての可能性を示すこ
とが必要だと考えられるが、収益性を追求し過ぎれば
「おかみさん市」の特徴である交流活動が犠牲になる
恐れがある。
こうしたジレンマは、
「おかみさん市」に限らず、 他

注９）「おかみさん市」の株式会社化も、むしろ経済主体としての評
価を強調する結果になった可能性がある
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農山村コミュニティー形成に関する
事例研究
——新潟県糸魚川市Ｎ地区の事例から
ＪＣ総研 基礎研究部 副主任研究員

１

おおなか

かつとし

大仲 克俊

２

．はじめに

．地域概要

現在、わが国では農山村における人口の過疎・高齢

N地区は、新潟県糸魚川市の南部に所在する地域で

化の進展による集落の機能の低下が危惧されている。

ある。1954年に合併して糸魚川市となった。農業地域

集落機能の低下は結果的に集落の消滅を招く可能性

類型では山間地域に分類される地域である。

が高く、 このような課題に対応するため、 新しい農山

N地区は過疎化が深刻な地域であり、1990年の人

村コミュニティーの形成や、新たに形成されたコミュニ

口は1919人だったが、2010年には1176人にまで減少し、

ティーに対する政策的な支援が行われている。

農業集落数も19集落から14集落まで減少している。

小田切徳美明治大学教授は、 広島県川根地区の取

このように、N地区は過疎・高齢化が進展しているが、

り組みから、新たに形成された農山村コミュニティーは

各集落の住民（家）で構成される各集落の活動は活発

「暮らしの①安全 ②楽しさ ③安心 ④豊かさ」の活動

である。そこでは、集落をベースとした祭祀の運営や

が段階的に積み重なり、総合的な機能を持つと指摘し

地域資源管理などが行われてきた注2）。 農業用水や農

ている。そして政策支援については、①既存の集落機

道などの地域資源については、N地区に設置された水

能の維持・ 強化への取り組みの継続、 ②コミ ュ ニ

利組合（複数集落または単独集落で形成）や地区全体

ティー形成に関する行政と地域のスピード感の一致が

の連合である圃場管理委員会により管理運営がなされ

必要としている注1）。

ている。 いわば、 小田切氏の指摘する、
「暮らしの①

そこで、本報告では新潟県糸魚川市のN地区の農山

さい し

ほ じょう

安全」については、各集落または各集落を基本にした、

村コミュニティー形成を目指した地域活性化の取り組

N地区内の集落連合体を通じて確保されてきたといえ

みについて報告する。N地区は1980年後半から地区全

る。それに対し、小田切氏が農山村コミュニティーの

体での地域活性化組織をつくり、新たな農山村コミュ

性格として指摘する「暮らしの ②楽しさ ③安心 ④豊

ニティーを形成して地域の課題に対応してきた。また、

かさ」については、 地区内の有志を中心に結成してき

この取り組みは、新潟県糸魚川市から支援を受けてお

た、地域活性化を目的にした組織（以下、地域活性化

り、政策支援を受けた農山村コミュニティーの活動実

組織）で対応してきた。

態とその評価を把握する上で適当な事例であるといえ
よう。分析に当たってはＪＣ総研が2013年１月に行った
当該地区の住民アンケートと地域活性化活動を担った

注1）小田切徳美『農山村再生「限界集落」問題を超えて』岩波書店、

担当者へのヒアリング調査から行う。

2009年
注2）当該地区の集落活動・ 機能については、「特別研究『集落を超
える広域的地域マ ネ ジ メ ン トの形成に関する研究会 』2012年度
報告書」（『ＪＣ総研レポート』Special Issue ／特別号24基—
No.2）、2013年３月、28 〜 36ページ参照
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3

. Ｎ地区における地域活性化組織の系譜と取り組み

（１）地域活性化組織の系譜と取り組み状況

られている。これは、予算の実施を行うため「地域の
準公的な機関」となるようにしたためである。
会長を務めたW氏によると、プロジェクトＺは、計画

Ｎ地区全域の地域活性化活動を行ってきた、 地域

策定委員会で策定した計画をハード・ソフトの両面で

活性化組織は、
「Ｎむらおこしふるさと協会（以下、Ｎ

行うことを目指したとしている。 プロジェクトＺの主な

ふるさと協会）」
「いきいきＮの会」
「プロジェクトＺ」で

活動を挙げると以下のようになる。①レストラン・観光

ある。本節では、前２つの活動組織を押さえた上で、

客休憩所を兼ねた体験交流施設（以下、交流施設）の

プロジェクトＺの活動を中心に報告する。

設置、②農地利用調整組織の設置、③直売所の設置

Nふるさと協会は、1987 ～ 2003年に糸魚川市の地

などである。 ①の設置目的は地域のスキー場注５）の夏

域づくりのイベントに参加したＮ地区の住民が中心とな

場の経営安定である。 ②の設置では、N地区の農地

り結成した組織である（活動は2003年まで）。 Ｎ地区

所有戸の農地利用の意向についてアンケ ートを行って

内の有志の「団体・個人」で構成され、各種の補助事

いる。 ③の直売所の設置は、 地区内の有志の直売組

業や地域活性化に資するイベントなどを実施した。

織への支援である。

いきいきNの会は、Ｎふるさと協会の後継として2003

一方、プロジェクトＺでは、実現できなかった事業・

年に設立された。 設立目的は、 Ｎ地区の地域振興計

活動もある。旧N小学校 の活用（公民館・保育園とし

画の策定と地域のコミュニティー活動を恒常的に行うこ

ての利用）と、地区内の資料館の移築である（創設者

とである。組織は地区内のさまざまな有志の活動組織

の反対により意見調整ができず）
。

で構成されている。 ただ、 いきいきＮの会は、 活動２

プロジェクトＺは、2010年７月に解散している。しか

年目の2004年に後述するプロジェクトZの事業が開始

し、 これらの諸事業の運営は引き継がれ、 現在も継

されたため、その計画策定の実働組織としての役割を

続している。

担うことになった。
プロジェクトＺは、2004年に新潟県の事業を基に実
施した特別事業

注3）

の実施組織である。事業の予算は

（２） プロジェクトＺの運営実態と課題－－ヒアリン
グ調査から

6800万円（総額は7000万円）であった。プロジェクト

プロジェクトＺは県・市の補助により、 地域住民が

Zは、Nふるさと協会・いきいきＮの会と異なり、 地域

計画を立案し、行う事業であるが、地域の目指す方向

住民の参加を促すことも念頭に計画を策定した。

と実際の運用で齟 齬があった。 １つは、 当初計画案

そ

ご

プロジェクトＺは2005年に計画を策定している。こ

にあった村内の旧小学校の利活用と地区内の資料館

の計画は、農業・観光・産業の３本柱で構成されてい

の整備が認められなかったことである。これは、提示

た。 計画の策定では、N地区全住民の地域振興の意

された予算では旧小学校の活用計画が不足していたこ

向を把握するために、 住民アンケート（2004年９月に

と、 地元意見の集約ができないのに地区内資料館の

実施。1400人に配布し791枚回収 ）を実施している。

整備の予算執行が求められたことによる。これは、予

また、計画の策定委員会は特にメンバーを指定せず、
広報で呼び掛け、いきいきＮの会を中心に地元の団体
や女性代表、地場企業などで役員（男性８人、女性４
人）を構成し計画を作成した。
一方、事業を実施する「プロジェクトＺ行動委員会」
・期成同盟会の
は役員（男性５人）がN地区総代会注4）
代表、いきいきＮの会などで構成され、さらに行動委員
が選定された。この行動委員・役員は運営規約で定め

注3）新潟県の「地域活性化モデル地区総合支援事業」による。新潟
県の他に、糸魚川市による補助も含まれている。ちなみに地元負担
は５％となっている
注4）Ｎ地区の各集落から選出される区長の互選で選ばれる。 地区
の住民を基盤とする組織の長となり、市などの外部に対する住民代
表ともいえる
注5）当時ス キ ー場の所有者が糸魚川市となり、 運営はＮ地区住民
などによる出資で設立した会社が行うことになった。そのため、ス
キー場の経営安定はN地区の重要な課題となる
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算執行年度の直前に県の担当者が交代し行政側と意

は、 主に60代～ 70代で構成されていたのが分かる。

思疎通が難しくなった点も大きいとしている。

性別では男性中心となっている。そのため、地域活性

２つは、見切り発車で交流施設の設置・運営を行う

化組織に参加し、活動の担い手となっていたのは特定

ことになったことである。プロジェクトＺの運営委員会

世代の男性が中心であり、地区内の住民が広く参加す

は地元女性グループのレストランの開設を目指した。だ

る活動となりきれなかったことがうかがえる。

が、 運営主体と位置付けられた女性グル ープのリー

また、 プロジェクトＺの活動に対する評価について

ダ ーは、レストランの運営を任されると思っておらず

男性と女性の評価を比べると、男性の評価が高くなっ

（ 体験交流と考えていた）
、機材・設備についても、その

ている（図１）
。これは、男性中心に活動が行われてい

設備設計・経営方針についても相談がなされなかった

た影響がうかがえる。 年齢別では、20代～ 30代では

注6）

。つまり、予算執行を急ぐ必要性もあり、交流施設
注7）

の運営の意見調整が十分にできなかったのである

。

かい り

そのため、計画と予算規模の乖離に加え、プロジェ

「どちらともいえない」との評価が多く、活動自体を認
知していなかった可能性も示唆される。一方、40代以
上では、プロジェクトＺの活動を評価する回答が多く、

クトＺは、 事業実施のスケジュールと地元意見の調整

特に活動の中心世代である70代で肯定的な評価が多

の期間を一致できなかったのが、地域の目指す方向と

い。また、この世代では、否定的な評価の回答も見ら

実際の事業実施において齟齬が生まれた要因といえよ

れた。これは、プロジェクトＺの活動への関与・認知

う。

が高いためと考えられる（図２）
。
以上から、N地区におけるプロジェクトＺの取り組み

（３）プロジェクトＺの評価－－アンケート調査の分
析から

は、 地域住民の広範な参加を目指した地域活性化の
取り組みであったが、 実際に参加した世代は限られて

ではプロジェクトＺは地域でどのように評価されたの
か。 また、 活動を担ったのはどのような人なのか。 プ
ロジェクトＺは、より広範な地区内の住民の参加を目指
したが達成できたのか、実際の参加状況と取り組みの
評価をN地区住民アンケート調査 注8）から見る。
表はプロジェクトＺに「役員として参加 」および「活
動を手伝っていた」と回答した個人（以下、参加者）を
抽出し、性別・年齢別に整理したものである。参加者

注6）女性グループは体験交流活動を行うと思い、調理実習施設を
要望していた
注7）体験交流施設の運営を検討する委員会は2009年6月14日
に始めているが、竣工式は7月25日となっている
注8）アンケートは、「集落を越える広域的地域マネージメントの形
成に関する研究」において、N地区住民の生活・定住意識、地域活
性化などの地域づくりへの評価・参加意識を明らかにすることを目
的に、2013年1月に実施。各戸の概況を把握する「世帯用」
（有効
回答数324・ 回答率68.9 ％）と、18歳以上の住民の状況を把握
する「個人用」（有効回答数633・回答率60.9％）から構成されて
いる
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おり、その評価・認知度も特定の世代に限られたもの

コミュニティーの政策支援では、その「運営」をも視野

となっている。

に入れた計画立案を促す必要があるといえよう。
以上を踏まえると、農山村コミュニティーに対する行
政支援では、
「地域」と「地元との計画・執行・運営」
と「行政支援の事業」のスケジュールを、その運営体
制も含めた事業計画の作成段階まで含めて考えていく
必要があるだろう。特に、広範な住民参加を求めるな
らばなおさらである。そのため、農山村コミュティーに
対する政策支援では、 地域の時間の流れに合わせた
政策支援の枠組みが必要であり、 それが結果的に地
元ニーズに適合し、効果の高い政策となる可能性が高
注9）

くなると考えられる

。

４

. まとめ

Ｎ地区は過疎化が厳しい地域だが、 地区内の自治
組織を通じて、集落機能の維持が行われてきた。また、
山間部における集落の減少・ 残存集落での過疎・ 高
齢化の危機感から地域づくり活動が行われてきた。こ
れらの活動は有志が中心としていたが、行政の支援を
受けたプロジェクトＺは地域の広範な活動となることを
目指した。しかし、活動への参加は60代～ 70代の男
性が中心であり、 住民が広く参加する活動とはならな
かった。
プロジェクトＺの事業の実施に当たっては地区内より
求められる要望が達成できない面も多々あった。 特に、
事業と計画案の乖離を踏まえた修正案を地元が集約し
きれず、結果的に実施された事業が地域の実情に合わ
ない面もあった。この点は、小田切氏が指摘する「行政
と地域のスピード感の一致」の重要性が見えるといえよ
う。
また、Ｎ地区は広範な住民参加による計画立案・活
動実施を目指し、
「計画の策定（全住民アンケートとさ
まざまなグループの参加）」→「予算の執行（地域の公
的組織）」→「実際の運営（地元グループ）」と各段階
において活動主体が変化した。 そのため、 実際に地
域の活動主体が必要とする施設・設備が導入できない
ところもあった。つまり、ハード事業などを伴う農山村

注9）Ｎ地区、 県・ 市を擁護すれば、 当該地区はこの政策の採用第
１号であり、行政も地域も不慣れな点が多かったと考えられる点で
ある
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食生活は変わるか
——若者の消費行動を検証
米および野菜・果物の消費行動調査結果〜 2013年調査〜から
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

ば

けんいち

ものが、表１である。2005年と比較すると、米は漸減

．はじめに

傾向が続き７年で約５㎏減少している。一方で、小麦

本誌2013年秋号（VOL.27）および冬号（VOL.28）

は32㎏前後でほとんど変わっていない。朝食を中心に

で消費行動調査に基づき食生活の実態について報告

パン・麺が根付いていることを示していよう。野菜・果

した。本号ではまとめとして、特に20代～ 30代の独身

実は減少傾向にあったが、2011年からやや持ち直して

あるいは子育て世代の消費行動を中心にして食生活の

いる。 次に、表２は厚生労働省の『平成24年国民健

あり方を考察してみたい。

康・栄養調査結果の概要 』から年齢階層別の摂取量

2013年12月４日、「和食；日本人の伝統的な食文

を示したものである。 野菜は厚労省が推奨する１日当

化」がユネスコの世界無形文化遺産に登録された。非

たり摂取量350ｇに対し、全階層とも下回っている。特

常に喜ばしい話題であるが、自然の恵みで新鮮な素材

に20代：243.9ｇ、30代：257.7ｇと若年層の少なさが

を生かした料理が持ち味である「和食」がどのくらい私

気になるところである。目標摂取量が200ｇとされてい

たちの実生活に根付いているのであろうか。 ちまたで

る果実類も50代以下では100ｇも食べておらず、 特に

は、コンビニ、スーパーなどの弁当やお総菜あるいは

20代～ 40代は野菜同様に際立って少なく70ｇに満たな

ファストフードなど、できるだけ手軽に食事を済ませよ

い。魚介類についても同様な傾向を示している一方で、

うという人が多いように見受けられる。

肉類は20代～ 40代が多い。 また、 乳類は30代～ 50

既報のとおり、当研究所の調査では炊飯した米を主

代の摂取量が100ｇに達していない。

食とする回数と中食、 外食または麺類などで済ませる

１週 間 の 食 事 内 容 の 実 態 は 本 誌 2 013 年 秋 号

回数はおおむね半々という結果であった。 また、 毎食

（VOL.27）で報告したが、今回は年齢層別に分類して

野菜を食べるという人は３割弱にとどまっている。特に、

整理してみよう。表３のとおり、 １週間（21食）のうち

20代以下では２割に満たない一方で、 週に１日未満し

米を主食とした食数はトータルで13.06食、内訳は炊飯

か食べない人が２割を上回っている。 このような調査

したお米を主食とする食数が10.85食、 中・ 外食の食

結果だけを見ても日本人の伝統的な食文化とはかけ離
れた状況だと思われる。今一番求められているのがバ
ランスの取れた食生活ということであろう。

２

．20代～ 30代は野菜不足が顕著

われわれの食生活の変化および現状を概観してみよ
う。まず、2013年８月に農林水産省が公表した『食料
需給表（平成24年度）』から供給純食料の推移を見た
40

と り

鳥羽 賢一
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数が2.21食である。 炊飯した米の食数は70代以上が

層で欠食数が多く、 若年層（子育て層といえるかもし

12.16食と半数を超えた他は年齢層別にそれほど大き

れない）と単身層で食生活の不安定さが垣間見える

な相違は見られない（表４）。 しかし、 欠食（食べな

（表５）
。

かった食数）は20代以下～ 40代で2.0食前後と高齢層

また、
『平成24年国民健康・栄養調査結果の概要』

に比べて多く、特に朝食は週に１回抜いている。属性

によると、 朝食の欠食率は前年より改善されているも

別に見ると、単身女性1.98食、単身男性2.32食と単身

のの男性12.8 ％、 女性9.0 ％と１割程度が朝食を抜い
ている。特に男性20代～ 30代および女性20代は２割
超である。ＪＡ全中が2013年４月23日に公表した「ご
はん（お米）に関する生活者向け意識調査」でも１週
間に朝食としてごはん（お米）を１日も食べなかった人
は42.1％に上っている。

３

．

若年層の買い物予算は１回当たり2000 ～
2500円

次に、購買行動を見てみよう。まず、主菜の材料、
野菜、果物の１週間の買い物回数を示したものが、図１
（主菜の材料）
、図２（野菜）
、図３（果物）である。 主
菜の材料、野菜は各年齢層とも週に１～３回が過半数
を占めており、 若年層ほど１回で済ましている人が多
い。 果物は主菜の材料、 野菜に比べ１回未満の比率
が高く、50代以下では週に１回の人を含めると半数前
後に上っている。
買い物１回当たりの購入金額を見てみると、 主菜の
材料（図４）は、各年齢層でおおむね４人に１人が801
～ 1000円となっている。40 代以下では次に301 ～
500円が続くが、50代以上では1501 ～ 2000円が２番
【食料・農業・農村】Web調査／ 食生活は変わるか——若者の消費行動を検証

ＪＣ総研レポート／2014年 春／VOL.29

41

食料・農業・農村 Ｗ ｅ ｂ 調 査

目となっている。ちなみに
平均金額は1661円で、20
代 以下が 1073 円、60 代
以上は1800円超で年齢層
による金額差が大きい。
野菜（図５）は、年齢層別
に大きな変動はなく、おお
むね半数が500円以下で、
1000円までの人は全体の
８割以上となっている。
平均金額を見ると763円で、
20 代以下が617円とやや
低い。果物（図６）は、トー
タルで見ると500円以下が
７割を超え、30代以下で
は約９割となっている。
平均金額は554円で、30
代以下は400円前後とや
や低位である。 主菜の材
料、野菜、果物の平均金
額を加算すると、トータル
では2978円、20代以下：
2066円、30代：2481円と
なっている。 つまり、 若
年層は１回の予算をおお
むね2000 ～ 2500円とし
て買い物をしているようで
ある。
米については値動きに

42
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対しての購買行動を見てみよ
う。 購入する米の値段が５
㎏当たり501円以上上がった
り、 下がったりした場合の
行動は図７のとおりである。
トータルでは米の価格が501
円以上上がったときに16.3％、
下がったときに48.7 ％の人は
米のランクも購入量も変えな
いとしているが、20 代以下
でそれぞれ10.4％、35.4％、
3 0代で5.9 ％、3 4.7 ％にと
どまっている。若年層ではよ
り価格訴求の度合いが強い
ことが読み取れる。ちなみに
購入する米の価格は3 0代以
下の若年層では、５㎏当たり
2000円未満の比率が60 ％
【食料・農業・農村】Web調査／ 食生活は変わるか——若者の消費行動を検証
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超であった。

と半数の人が挙げている。特に、20代以下：70.5％、
30代：63.6 ％と若年層で低価格への志向が極めて強

４

い。
「特売で安くなっていること」も同様な傾向を示し

．買い物は価格を最重要視

ている。株式会社日本政策金融公庫が2013年９月４日

野菜を購入する際に重視している点について、 年齢
層別に示したものが、図８である。
重視している点のト ッ プは、「鮮度が良いこと」
の68.2％で約７割の人が挙げた。年齢層別に見ると、
高年齢層になるほど高くなり、20代以下：47.3 ％、30

ると、 現在の食の志向として「経済性志向 」だという
割合は、20 ～ 40代で４割超とトータルの33.4 ％を上
回っている。
昨年は野菜が高かったこともあり、低価格への志

代：53.6％と若年層ではおおむね半数であるのに対し、

向がより強くなったと思われる。昨今、１年を通して出

50代以上では７割を超えている。
「国産品であること」

回っている野菜が多く、旬を感じる機会が減っている。

（40.7％）や「旬のものであること」
（33.8％）も傾向は

価格が相対的に安く、 おいしいのは旬の野菜であろう。

変わらず、 年齢層が高いほど品質に対する強いこだわ

前述のとおり、 購入時の重視点として３人に１人が挙

りが感じられる。20代以下ではそれぞれ20.2％、18.6％

げているが、30代以下は２割前後にとどまっている。

と低位にとどまっている。なお、特筆されるのは、
「国

果物も同様の傾向が見て取れ、トータルの36.7％に対

産品であること」が高い数値を示していることである。

し20代以下では18.9％と低い割合となっている。

東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響もあり、
「国産」の安全イメージが大きく低下したものの、現在
国産への信頼が回復しつつあるものと思われる。
一方で、
「販売単価が安いこと」もトータルで51.6％
44

に公表した「平成25年度上半期消費者動向調査」によ
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具体的に、 総務省の『小売物価統計調査 』で2012
年の東京都区部のキュウリの小売価格推移を見てみよ
う。表６のように夏場は１㎏当たり400円前後で推移し
ているが、 その時期を外れると価格が大きく上昇して
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いる。年ごとに天候要因などで変動はあるものの消費

食の料理時間については30分～１時間という人が半数

者として「旬を逃さず」 という姿勢、 意識が必要であ

を超えている。

ろう。 野菜の購入平均金額は１回当たり763円で週２

また、2013年４月10日に株式会社紀文食品が公表

回の買い物をすると、価格高騰期には生鮮野菜の購入

した「平日の朝食に関する意識調査 」
（調査対象：20

を控え、カット野菜やパックサラダの購入で済ませたり、

代〜 60代の主婦）によると、
「朝食の準備にかける時

他の食材に変えることも多くなると思われる。

間」が15分未満の人は77.8％と「朝の忙しい時間」のや

2013年５月15日に独立行政法人農畜産業振興機構

りくりがうかがわれる。
「朝食を作る際、今後重視した

が公表した「カット野菜の消費動向調査」では、購入

い点」は、
「準備が簡単」
「栄養バランスが良い」
「手早

する際の価格は100 ～ 200円未満が過半数を占めてい

く食べられる」の順で割合が高くなっている。 これら

る。なお、半数以上の人が生鮮野菜と比較すると価格

の調査結果からも、できるだけ時間をかけずに手軽に

が高いというイメージを持っているが、 価格高騰時や

料理を済ませたいという意向が読み取れる。

手軽さを志向する単身層には優位性が高いと思われる。
以上のように、若年層の食料品購入の際の最重視点は
「価格」であるといえよう。

このように20代～ 30代の若年層の食生活・消費行
動は、
①炊飯した米を主食とする回数は、半分以下で、朝
食の欠食が多い。
②購買行動では、 価格訴求度が高く、 買い物予算
は１回当たり2000 ～ 2500円程度。
③食に対して、
「簡便化 」
「経済性 」を志向し、
「手
作り」への意欲はやや低い。
というように大まかにまとめられよう。

５

．食生活 …… 手軽に、時間をかけずに

実際の食生活、特に料理場面を考察してみよう。株
式会 社日本政策金融公庫の「平成25年度上半期消費

６

．おわりに——食生活改善へのヒント

（１）できるところからの習慣化を

者動向調査」によると、
「手作り志向」という割合は20

今まで見てきたような若年層（に限らず私たち）の食

代～ 50代までは20％を下回っており、手作りにこだわ

生活に新たな食習慣をつくっていくことが今後求めら

らないという傾向が読み取れる。また、
「簡便化志向」

れよう。毎日、毎食きちんと料理を作り、家族で食卓

もトータルでは25.4％であるが、20代：43.3％、30代：

を囲む生活は、言うはやすしで簡単ではないであろう。

34.0 ％と食事自体に手間は掛けたくないという意識の

群馬県は毎月19日を「家族でいただきますの日」として

表れであろう。 当研究所の調査でも「炊飯に関して嫌

おり、またスーパーでは「○曜日は野菜の日」という販

な点」を尋ねると、30代以下では２割前後の人が①米

促があるように、家族で（あるいは自分で）決めごとを

をとぐこと、②炊飯器を掃除すること、を挙げている。

つくるのも一案だと思う。
「朝食は毎日食べる」
「火・

2013年７月にクックパッド株式会社が公表した「料
理に関するアンケート結果」では、料理に関する悩みと

木曜日はお弁当にする」というようにできそうなことを
習慣化していくことが第一歩ではないだろうか。

して、各年齢層で「レパートリーが少ない」
「つい同じ

前述のとおり、 実際の料理の悩みは「メニュー」や

ものばかり作ってしまう」ことが多く挙げられ、20代～

「時間 」に関して多く、 食材の予算も限られる。
「メ

30代では「メニューを決めるのに時間がかかってしま

ニュー」に関していえば、レシピ本、雑誌や各種団体

う」
「レシピを見ないと作れないことが多い」
「段取り

や企業のホームページなどにあふれているし、食育の

が悪い／時間がかかる」との回答も多くなっている。夕

取り組みもいろいろな方面で実施されている。
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ちなみに、 女子栄養大学出版部発行の『栄養と料

ろう。

理 』2013年４月号では、
「家計も助かる満足ごはん」

このように、朝食15分、夕食１時間以内の準備時間

が特集され、※１日600円メニュー、※１週間で使いき

としても手軽にできそうなことを実行することで健全な

る食材くりまわしカレンダーとして事例紹介されている。

食生活に近付けていきたいものである。当研究所の調

このなかで、まとめて切ったりゆでたりした野菜を保存

査では若年層で食習慣を変えようとする意欲が感じら

容器に入れて冷蔵庫にストックし、おかずの１つあるい

れ、先のクックパッド（株）のアンケート結果でも料理

はすぐに使える料理の素材とすることなどが指摘され

が好きだという回答が若年層ほど多くなっている。 和

ている。筆者の経験でいえば、ごはんも多めに炊いて

食の世界遺産登録を一人ひとりの食生活を振り返る機

食べる分量ごとに冷凍保存するのは単身者にはより有

会として捉えたい。それが、子ども世代への食育につ

効な方法かもしれない。

ながるのであろう。
締めくくりとして、2013年11月２日付『毎日新聞 』コ

（２）カット野菜の有効活用と旬の果物の摂取を
りょう ら ん

また、 昨今スーパーなどに百花繚乱のごとく並んで

ラム「余録 」から引用してみよう。
「……▲では今の日
本人にこの『文化遺産』はちゃんと継承されているのか。

いるカット野菜の選択も１つの方法であろう。2014年１

和食や日本の食材を世界に売り込むのはいいが、当の

月18日付『日本経済新聞』夕刊では、
「カット野菜 個

日本の若者らが無国籍のファストフードしか知らないと

食つかむ」として、
「食品加工やコンビニエンスストアな

いう未来は避けたい」

どの企業が相次いでカット野菜の取り扱いを増やす」
と報じている。 カット野菜や総菜を状況に応じて上手
に利用するとともに、 野菜の代わりに手軽で食べやす
い旬の果物やバナナなどを積極的に食べる工夫も必要
となろう。もともと摂取量の少ない果物だが、200ｇの
目安はリンゴ１個、 ミカンは２個ということである。表
７のとおり、 総務省の家計調査結果によると１世帯当
たりの果物購入数量は約30年でおおむね半減している。
バナナの購入が大きく伸長している一方で、 冬の代表
的果物であるミカンは５分の１にまで減少した。 冬は
こたつでミカンをというのが日常であったのを考えると
隔世の感がある。 ちなみに、 当研究所調査では好き
な果物の№１はミカンであった。手軽に食べられること
もあり、もっと見直されていいように思える。
前述のとおり、 果物の買い物予算は少ないとはいえ
400円であり、 旬の果物ならば一定量は購入可能であ
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食育ソムリエＮＯＷ

豊かな食を実現する情報発信とは
——食材の偽装表示から食育を考える
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

か

と う

み

き

加藤 美紀

昨秋、雨後の筍のように次から次へと明るみに出た

供しているなど、明らかに表示に間違いがあるケース

食材の偽装表示。 高級感や手間暇をかけているよう

と、
「フレッシュジュース」としながら既製品のジュース

な表現で消費者の購入を促すものでした。 食材を提

や冷凍したジュースを使用したり、
「手作りパン」とし

供する側の信頼が問われる今、 食材の情報発信につ

ながら市販品を提供するなど表示の仕方、 根拠に

いて考えてみたいと思います。

よって偽装となるケースがあります。
法制度を見てみると、 小売業に比べ飲食業の食品

消費者不在の情報発信

表示の規制はゆるいようです。直売所などで販売する

始まりは2013年5月、有名リゾートホテルで発覚した

野菜・果物や加工品の表示は、複数の法律（図 ）と

エビの誤表示でした。同年10月下旬、ホテルや百貨店

地方自治体の条例によって定められていますが、製造

などのレストランで偽装表示が発覚、全国各地に広が

し、直接飲食させるレストランなどの場合、食品衛生

りました。 食品メーカーやスーパーによる消費期限や

法やＪＡＳ法による食品表示の対象となっていません。

産地などを偽る事件は今に始まったことではありません

その場で消費者と直接コミュニケーションが取れ、情

が、今回の事件は食材が人の口に入るまでの経路・経

報を伝えられるというのが理由の１つです（今回の食

緯が複雑化、 多様化したなかで、 主に飲食業の調理

材偽装は、 虚偽、 誇大な表示を禁止している景品表

場が舞台となりました。 会見で発せられた「偽装では

示法の問題＜表＞）
。

なく誤表示 」といった弁明や「認識不足 」
「業界の慣

政府が開いた対策会議では、
「食に対する消費者

習」という釈明は、 川下の消費者に最も近い立場であ

の信頼を根底から揺るがしかねない」とし、食品表示

る調理場の常識が世間の常識とかけ離れていることを
印象付けました。
消費者は正確な情報があるからこそ自分の価値観
に沿った行動ができるのです。国内農業を応援したい
から国産野菜を選ぶ、大手食品メーカーにはない個性
的な食文化を守りたいから手作りの商品や昔ながらの
製法で作られた商品を買い支える。今回の一連の事件
はこうした消費者の食材に込めた想いを裏切るもので
す。
法規制の強化へ
食材の偽装表示には、
「九条ネギ使用」と表示して
いながら一般的な青ネギを使用していたり、
「有機野
菜のサラダ」と表示していながら有機でない野菜を提
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の適正化に取り組むことを確認し、2014年度の予算案

費者が誤認してしまう恐れがあるという理由で表示す

で食品表示の適正化に向け30億円を計上しました。

ることを躊躇し、商品の魅力を伝えにくくしてしまいま

ちゅうち ょ

す。
「シェフ気まぐれピザ」を注文し、どんなお皿が運
ばれてくるのかあれこれ想像しながら待つのは楽しい
ものです。
「本日仕入れた食材を使ったピザ」というメ
ニューだったら注文してみたくなりますか？ 「おふくろ
の味 」とうたった料理を、 ベテラン男性が作ったから
偽装だという社会は、 幸せだとはいえないのではない
でしょうか。
情報を自由に伝えられる環境に不可欠なのが生産者
と消費者の信頼関係です。 その関係づくりのモデルと
農を伝える食育が大切

なるのが農産物直売所や農家レストランです。 食育と

消費者の根強いブランド志向が産地、銘柄を売りに

いう活動を通じ双方の距離を縮めることができます。

したメニュー表示に走らせる要因になったともいえます。

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録され、多くの

「鳥もも肉の黒こしょう焼き」より「〇〇地鶏の黒こしょ

消費者が日本の伝統食に目を向け始めた時に起こった

う焼き」と表示した方が売り上げにつながるのです。し

食材偽装。 生産者と消費者が交流し信頼関係が構築

かし、ブランド化されていない小さな産地でも良い食材

できる農産物直売所などをさらに広め、地域の豊かな

はたくさんあります。頑張っている産地、生産者や素材

食づくりにつながる法規制を期待しています。

の良さを見極められる力が消費者にも必要ではないで
しょうか。
法規制と併せて、 農業や生産者、 食材の物語を伝
える食育が大切です。 そのためには、 まず規格化、
標準化で品質をつくり、大量に食材を提供するフード
システムのなかで抜け落ちてしまった産地や生産者のこ
だわり、 食材の出来具合といった情報を付加価値とし
てどのように発信するかを考えていきましょう。さらに、
こうした食材の情報が消費者の行動にどのような影響
を与えているかを調査し、分析していくことも大切です。
求められている情報と伝えたい情報のミスマッチをなく
すことは消費者、生産者双方のメリットにつながります。
それと併せて消費者の食の関心を高める食育も不可欠

直売所は生産者と消費者の交流の場

です。質の良い情報発信と、受け手である消費者の意
識により、よりよい食環境を実現できるはずです。
農家レストランや農産物直売所には追い風に
「朝どりと表示していいのは何時まで？」
「地場産は
どれくらいの範囲なの？」
「おいしいの基準は？」など、
食品表示をどこまで規制するのか難しいところです。
消費者を保護するのは重要ですが、 それだけだと消
【食育ソムリエNOW】豊かな食を実現する情報発信とは
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協同組合研究部からのお知らせ

『にじ』2014年春号の誌面構成に
ついて
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2014 年春号について

http://www.jc-so-ken.or.jp/publication/point.php
また、連載企画「モンドラゴンの光と影」
（第４回）では、

『にじ』2014 年春号では特集「循環型社会は日本を変え

モンドラゴングループの１つであるファゴール家電の倒産とい

る」を報告します。2001 年「循環型社会形成推進基本法」

う、かつてない厳しい事態を迎えて同グループがどう決断し

が施行されましたが、循環型社会は政府の意図を超えてさ

たのか、最新情報を基に、１．モンドラゴンの大きなつまずき、

らに重要性を増しています。循環型社会は単に資源の節約

２．家電部門での市場競争と失敗、３．債権者会議の行方、

や環境負荷の軽減だけでなく、衰退する地域や農村におけ

おわりに― 失敗から学ぶ、としてまさに光と影の最終回に

る新規事業や雇用創出の役割も持ち始めました。本特集で

ふさわしい内容となっています。

は制度・政策も視野に入れつつ、各地での先駆的な協同組

好評の「協同組合の仲間と知り合おう」では、各種協同組

合、NPO、地元企業の実践的な取り組みから日本社会再生

合はもちろん日本経団連も加わった「ふるさと回帰支援セン

の手掛かりを考察します。地域をめぐるこれからの政策・制

ター」高橋事務局長から「ふるさと回帰運動のいまを語る」

度的枠組みの方向性を視野に入れながら、人と人との結び

と題してご寄稿いただきました。
「人が人らしく生きることが

付き、人間と自然・環境との共生、小さな経済（事業）起こ

できる社会を一緒にめざしていきましょう」という熱いメッ

しなどを大切にした地域づくりのあり方、さらには協同組合

セージは広く共感を呼ぶものです。

や NPO など、非営利組織が地域づくりに関与することの意
義と課題について考えます。

また、特別寄稿として当研究所客員研究員の丸山茂樹氏
から、韓国ソウル市で一昨年に施行された「協同組合基本法」

なお、この特集の解題を立命館大学准教授・秋葉武氏に
お願いしております。当研究所のHP に掲載しておりますので、

によって、協同組合設立ブームに沸く同市の現状と課題を報
告します。

ぜひご覧ください。
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平成 26 年度ＪＣ総研「協同組合研究セミナー」
（新協同組合ビジョン研究報告）の開催について
ＪＣ総研ではこれまで約３年間にわたり、わが国協同組合

と「地域コミュニティーの質」を向上させるとともに、より人

（協同組合を含む第３セクター）運動の新たな展開と発展を

間的な社会秩序の形成に役立つ役割を果たすことが求めら

目的に新協同組合ビジョン研究を進めてきました。2012 年８

れています。では、その事業と運動を確実に歩むためのプロ

月には中間報告セミナーを開催致しましたが、今回、その最

セスは、どのように切り拓いていったらよいのでしょうか。

終報告を行うため標記「協同組合研究セミナー」を開催する
ことと致しました。

本研究セミナーに多くの協同組合実践者や研究者にご参
加いただき、今後のわが国協同組合運動発展の道筋を共に

協同組合はその事業と運動を通じて「人間の本来的関係」

考える契機としたいと思います。

である協力・協同をより広く深く追求し、
「生活と労働の質」
１．日

程：2014 年５月 16 日（金）10：00 ～ 17：00

２．場

所：明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント１階グローバルホール

３．対

象：協同組合に関心を持つ実践者・研究者

４．定

員：200 人（定員に達し次第、締め切らせていただきます）

５．参加費（資料代含む）
：一般 2500 円／人（学生は無料）
６．申し込み方法：2014 年４月 18 日（金）までに、受付ホームページ
（http://www.jc-so-ken.or.jp/seminar/kyoudou_seminar.php）よりお申し込みください
７．カリキュラム
10：00《開会》
10：10《講演Ⅰ》協同組合は「未来の歴史」を書くことができるのか？～協同組合運動の新地平を目指して～
明治大学大学院教授 中川 雄一郎 氏
11：00《講演Ⅱ》協同組合は「参加」の問題とどのように向き合うのか？～相互承認を基礎とした参加への道筋と展望～
都留文科大学非常勤講師 田中 夏子 氏
11：50《昼食》
12：50《講演Ⅲ》現代協同組合が求める教育活動の姿～協同による学びと協同を目指す学び～
聖学院大学教授 大高 研道 氏
13：40《実践報告Ⅰ》組合員の日々のくらしに役立ち続ける生協～組合員間・生協内に張り巡らされる「循環構造」の構築～
コープみやざき理事長 亀田 高秀 氏
14：30《実践報告Ⅱ》支店を拠点とする組合員・地域とＪＡの関係再構築～教育活動の強化と行動原則「ＪＡグリーン近江ウェイ」の制定～
ＪＡグリーン近江理事長 岸本 幸男 氏
15：20《休憩》
15：30《パネルディスカッション》テーマ：
「協同組合運動の新たな地平を目指して」（講演者、報告者を予定）
16：50《閉会挨拶》
（17：00 終了）
● 主催：一般社団法人

ＪＣ総研 ／ 後援：日本協同組合学会 ・ 国際協同組合年記念全国協議会●
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ＪＣ総研 第28回・第29回公開研究会（記録）
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』の特集企画と

障と還元金の支払いを通じ、耐病性の高い苗木の普及に

連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換をする場

よる生産量の安定や子どもたちの教育水準の向上、若者

として公開研究会を開催しております。今回は「循環型

の帰村、森林の再生などさまざまな成果を生んだが、一

社会は日本を変える」をテーマに、立命館大学准教授の

方で価格は支えられても収穫量の変動はコントロールで

秋葉武氏を座長として 2013 年 12 月 14 日と 2014 年 1 月

きないという限界も露呈した。氏は農業所得安定のため

25 日の２回にわたって公開研究会（会場：明治大学）を

にはもっと別の仕組みが必要だと考えるに至ったとい

開催しました。今号ではその概要を紹介します。なお、

う。

個々の論考については当研究所発行の研究誌『にじ』春

その後、氏はアメリカのＣＳＡ（Community Supported

号（３月 17 日発行予定）に掲載していますので、そちら

Agriculture：コミュニティーが支える農業）事例から「産

をご覧ください。

消提携型取引」の成立要件を整理し、これを生活クラブ
生協と遊佐町農協が行っている「共同開発米事業」に当
てはめた。同事業の生産原価保障方式は、①生産者側が

《第 28 回公開研究会》

１

者代表（共同開発米部会の部会長）と消費者代表（生活
クラブ生協の消費委員など）、ＪＡ代表（理事、課長）
、

．
「持続可能な農業を保障する仕組みとその要件

生活クラブ連合会代表（理事、部長）の４者が協議、③

～フェアトレードと産消提携の事例から」

年２回の公式会議に加え、非公式な会議を重ねて３月末

（京都大学准教授 辻村英之氏）

辻村氏は、アフリカ・タンザニアのルカニ村における
コーヒーのフェアトレード・プロジェクトと、生活クラ

までに妥結価格を決定する。その妥結価格は市場価格よ
り上位にあり、「頑張って生産者が作り続けられる、消
費者が食べ続けられる価格」になるという。

ブ生協と山形県の遊佐町農協（現・JA 庄内みどり）の産

氏は、市場価格より引き上げる背景として、生活クラ

消提携の取り組みについて報告。持続可能な農業実現の

ブ生協組合員による、① 強い「産消提携理念」と、②
（要

ために必要な要件として、①仕組み、②それを支える理

望する品質と買い支えることを通して）生産者と共に食

念、③理念を育てるためのメカニズム、の３点を提示し

品をつくり上げているという「高い当事者意識」がある、

た。

と指摘。それは、年 100 回にも及ぶ消費者と生産者間の

ルカニ村をはじめとするアフリカの農業は生産性が低

交流に裏付けされた「品質の共創と価格の共創という２

い反面、高い環境保全性や、男性作物（特にコーヒー：

つの共創メカニズム」であり、「競争とはまったく異なる

国際商品で利益は大きいが値動きが激しい）と女性作物

反対概念だ」と語る。

（バナナ・牛乳など：地域経済圏内で売買され、値段は
低いが値動きは安定）の混作により、現金を持たなくと
も農業が続けられる仕組みを持っている。しかし、2000
年代初頭のコーヒー危機（市況の低迷）によって村の農
業生産構造が変化し、その仕組みが失われる危機に直面
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生産原価計算書を提示、② 同計算書をたたき台に、生産

２

．
「再生可能エネルギーによる地域エネルギーの自
立と活性化」
（ＮＰＯ法人気候ネットワーク 主任研究員
豊田陽介氏）

した。それがフェアトレード・プロジェクトを始めるきっ

豊田氏は、日本における再生可能エネルギーの実情と

かけとなった。同プロジェクトでは、最低輸出価格の保

同エネルギーによる地域の自立と活性化の取り組みにつ
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坂本氏は、持続可能性のある社会形成という観点から、

いて豊富な事例を基に報告した。
わが国の再生可能エネルギーについては、潜在量は豊

地域の維持再生に向けた対応策について報告した。

富だが全部が全部開発可能なのではなく、今後は、①い

今後、都市部では加速度的に高齢者が増えてくるのに

つまでに、②どのくらいの量を、③どのくらいのコスト

対して、人口 1 万人未満の市町村では高齢者が逆に減少

を掛けて開発していくか、を明らかにしていく必要があ

する時代がやってくる。このため、中山間地域における

る。その上で、同エネルギーを地域資源と位置付け、地

高齢化対策には都市部とは異なる視点が必要である。具

域に根差した主体が地域の発展につながるように活用す

体的な問題点としては、①地域の担い手不足、②リーダー

べきである。すでに、欧州では多くの国々で「地域のエ

の不在、③地域経営主体の空洞化、④地域支援人材の縮

ネルギー自立」を政策的に支援しており、その結果、海

小・撤退、の４点が挙げられる。これまで地域を支え

外に支払われていた燃料費が地域内に残り、新たな雇用

てきた 75 歳未満の高齢者が減ることで地域の担い手不

の創出や環境技術など知的財産の集積、地域のイメージ

足が深刻化し、リーダーの個性やリーダーシップに頼っ

アップなどを通じて若者や企業が集まるといったメリッ

た地域づくりも難しくなる。さらに市町村やＪＡの広域

トを実現している。

合併により地域に責任を持つ経営主体がいなくなってお

国内の先行事例としては岩手県葛巻町、山梨県都留市、

り、これまで地域活動を主導していた市町村の生活改良

高知県梼原町の取り組みを紹介。最近は自治体のなかで、

普及員やＪＡの生活指導員も、行革や制度の廃止、経営

再生可能エネルギーを地域の活性化のために地域の主体

合理化などを背景に地域から遠ざけられている。

ゆすはらちょう

が活用していくことを定める「自然エネルギー基本条例」

対抗策としては、① 集落間提携による対応、② 他出者

制定の動きが広がっており、特に長野県飯田市は基本条

（出身者）との関係づくり、③ 地域内の潜在的人材の活

例の制定だけでなく、再生可能エネルギー普及のネック

用が必要である。担い手不足の集落では「守り」で手一

となっている資金調達について市が信用補完する仕組み

杯となるため、集落間提携によって将来に向けた「攻め」

をつくるなど、具体的な課題まで踏み込んだユニークな

の取り組みを維持することが重要となる。

取り組みを行っている。また、規模は小さいが、市民や

広島県安芸高田市の事例では、集落間連携によって地

地域の主体が中心となって建設・運営する「市民・地域

域の祭りの保存に取り組んでおり、特に人口の多い中心

共同発電所」もすでに全国で 120 以上と急速に広がって

部ではなく一番末端の小規模集落から始めることが地域

おり、インターネットを介した出資金の募集やＬＬＰ（有

全体の維持再生につながる。また鳥取県の事例を見ると、

限責任事業組合）の活用など資金調達方法も多様化して

中山間地域では他出者は比較的地元近くに居住している

いる。

ケースが多く、75％以上が月１回以上実家に帰省してい

今後の再生可能エネルギーの導入・普及に当たっては、

る一方で、地域の行事にはほとんど参加していない。こ

地域おこしと一体となった取り組み（目標設定・戦略）

うした他出者と地域をどうつなぐかが今後の重要な課題

が欠かせない。また、住民自らがエネルギーの生産者と

となろう。

なってお金の流れを変えるという自覚が重要であり、そ

さらに地域内の潜在的人材の活用については、全員参

のための権利確保の仕組みをつくるとともに、環境問題

加型経営で次世代メンバーの確保に成功している山口県

だけでなく、地域の社会的課題や経済的課題などにも総

下関市の「うつい工房」の事例がある。今後は「リーダー

合的にアプローチしていくことが求められる。政策面で

ありき」の地域づくりではなく、メンバー一人ひとりが

は、2015 年に優遇措置が切れる再生可能エネルギーの固

主体的に参画する「協同」をベースとした地域づくりが

定価格買取制度と電力システム改革の行方に注目してお

求められる。

り、もし買取価格が大企業しか対応できないような低価

この他、地域経営主体の空洞化への対応策として、高

格に設定されるようだと、地域の小規模発電が成り立た

知県四万十市の大宮産業の取り組みを紹介。同社は地区

なくなる恐れがあると報告した。

住民の出資で設立され、ＪＡが撤退した生活購買店舗や

３

ガソリンスタンドを継承。今や地区産米の直販や野菜の
．
「地域の維持再生に向けた対応策の検討」

庭先集出荷まで手を広げ、県が推進する「集落活動セン

（全国町村会総務部調査室長 坂本 誠氏）

ター」として、福祉を含む総合的な地域経営を志向して
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いる。その活動は「小さな農協」
「小さな役場」そのも

余熱を利用した地域暖房事業などを展開。エネルギーの

のであり、地域の維持再生には経済合理性だけによらず、

自給や売電、出資配当などで大きな経済効果を挙げてい

人間同士のつながりに基づいて地域経営主体を再構築し

る。また近年のドイツでは、バイオガス発電の原料とし

ていくことが重要である。

てデントコーン（飼料用トウモロコシ）の高い発電効率
が注目され、小麦からの急激な転作が小麦価格の高騰や
連作障害などの問題を引き起こしているが、村の協同バ

《第 29 回公開研究会》

４

ふんにょう

の農地の７％に抑えるとともに、家畜糞尿との併用や輪
作体系を確立することで持続可能性のある農業が営まれ

．
「ドイツに学ぶ — 地域からのエネルギー転換と
経済効果 —」
（愛媛大学客員教授 村田 武氏）

ている。
氏は、ドイツの再生可能エネルギーの広がりは「協同
組合系金融機関の融資と住民の参加・出資による協同組

村田氏は、再生可能エネルギーに取り組むドイツのエ

合事業方式が成功の背景となっており、日本のＪＡにも

ネルギー協同組合の事例を紹介した。今、ドイツでは再

大いに参考になる」と指摘。また、ドイツの経験などを

生可能エネルギーへの大転換が進んでいる。総発電量に

踏まえて「日本でも事業化を支援するコンサルタント会

占める同エネルギーの割合は 1988 年時点で 4.7％だった

社が必要。さらに（わが国では自治体の取り組みが先行

が、2011 年には 20.3％まで急増した。2000 年に「再生

しているため）自治体と積極的にタイアップしていくこ

可能エネルギー法」が成立し、あらゆる再生可能エネル

とが重要だ」と提起した。

ギーに 20 年間の固定価格買取制度が導入されたことが
決定的な要因だが、東京電力福島第一原発事故に衝撃を
受けたドイツ国民と政府による「脱原発」の決断も強く

５

．「循環型社会の形成に向けた地域通貨の役割」
（北海道大学教授 西部 忠氏）

西部氏は、地域通貨が果たしている地域経済の自律的

後押ししている。
近年は、再生可能エネルギーの伸長に伴う賦課金の増
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イオガス発電施設では農家と話し合って栽培面積を全体

ふ かん

発展や活性化の展望を全国の取り組みを俯瞰しながら報

大が政治問題化し、太陽光発電を中心に買取価格が引き

告した。氏は、地域通貨の目的を次のように捉えている。

下げられたが、一方で農村部を中心に「100％再生可能

①信頼を基盤として互酬的交換（多数の自発的な参加者

エネルギー地域」づくり運動が全国に広がっており、そ

が必要なモノやサービスを互いに提供し合うこと）を目

の担い手として再生可能エネルギー協同組合が注目され

指す。②地域通貨の域内循環により地域経済の自律的な

ている。現在、ドイツで新設される協同組合の約半分

成長を確立し、インフレや失業の問題を解決する。③ゼ

が再生可能エネルギー協同組合となっており、2008 〜

ロないし負の利子により信用創造、投機、独占的な資本

2011 年にかけて約４倍に増加、2012 年末には計 754 組

蓄積を阻止し、財やサービスの取引を活性化する。④個

合となった。このうち 54％が太陽光発電を、41％が風力

人の福祉・介護、救援などの非市場的サービスを多様な

発電を運営し、さらにバイオガス発電、地域暖房などの

観点から評価する仕組みを提供し、それらを活発にする。

事業がある。

⑤労働、消費、福祉、環境に関わる、さまざまなＮＧＯ

氏は、さらにバイエルン州のグロスバールドルフ村の

やＮＰＯの活動を互いに結び付けるための理念や枠組み

取り組みとそれを支援した「アグロクラフト社」を紹介。

を提示する。⑥人々にただ安心感や一体感を与えるので

アグロクラフト社は、バイエルン州の農業者同盟とマ

はなく、人々の間に協同や信頼の関係を築き、貨幣交換

シーネンリンク（農業機械の共同利用組織）の折半出資

へと一元化しているコミュニケーションを多様で豊かな

で設立したコンサルタント会社で、地域における再生可

ものにする。

能エネルギーの計画立案・事業化を支援している。同社

つまり、地域の「経済」や「コミュニティー」を活性

の指導の下、村ではドイツ協同組合運動の父、ライファ

化することがその目的であり、地域通貨は、「一定の地

イゼンの名を冠した住民出資のエネルギー協同組合が

域でしか流通しないため、地域の外へ流出せずにその内

次々と立ち上がり、太陽光発電やバイオガス発電、発電

部だけで流通することで、地域経済を振興し、外部の不
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安定な金融市場から地域経済を防御し、エコロジカルな
循環型社会を築くことを可能にする。それは、地域だけ
で使われ、地域内を循環し、地域を守り、地域を自立さ
せるお金であり、さらに利子の付かない地域通貨は、信

した総合的展開、事業と活動の一体的運営という点で、
「地域包括ケアシステムの構築」という全国方針のモデル
ＪＡとなっている。
③は、ＪＡとＪＡ出資によるＮＰＯとの連携が特徴。

用創造を伴わず、利殖や蓄財のために利用されない交換

従来から助け合い組織の活動がＪＡの高齢者福祉事業を

媒体であることにより、消費を刺激することができる」

リードしてきたが、1999 年に、助け合い組織会員のスキ

と報告した。

ルアップと地域活動に関わる人材育成を目的としてＪＡ

６

内に「生き活き塾」
（組合員教育活動）を開設。その教育
．
「ＪＡ高齢者福祉事業の現状と課題」

活動を通じて、新たな地域活動の担い手と多様な事業活

（ＪＣ総研客員研究員 根岸久子氏）

動が生まれ、広義の高齢者福祉事業を展開するなかで、

根岸氏は、持続可能性のある社会づくりという観点か

助け合い組織を土台とするＮＰＯが誕生した。現在はＪ

らＪＡの高齢者福祉事業の現状と課題について報告し

Ａの事業がカバーできない分野をＮＰＯが補完する形で

た。氏は「活動」と「事業」を通じて、地域で安心して

さまざまなサービスを一体的に展開している。

暮らしていける「地域包括ケアシステム」の構築を目指

氏は、今後の展望としてＪＡによる高齢者福祉事業の

すというＪＡの全体方針を確認した上で、高齢者福祉事

取り組みは必須としながらも、現実には採算性の悪化や

業に取り組むＪＡの対応方向が、①すでに取り組んでい

制度改変リスクなどからＪＡ間で温度差があると指摘。

て次の展開を検討中のＪＡ、②現在取り組んでいるが採

「できることから始める」ことの重要性とともに、ＪＡグ

算が厳しいので事業範囲を縮小するＪＡ、③新規に高齢

ループとして必要な政策要求を行っていくことが大切だ

者福祉事業に取り組むＪＡ、の３グループに分かれてい

と主張した。また、３ＪＡの実践を踏まえ、事業と活動

ると指摘。特に③では、高齢者住宅などハード面の投資

の一体的展開がＪＡらしい福祉につながるとし、そのた

から取り組むＪＡが多く、介護保険制度の改正で採算性

めには脆弱化が進む地域協同活動の再構築が必要だと指

が悪化するなかで、今後の不安定要素になりかねないと

摘した。

ぜいじゃく

警告した。
先進事例としては、①ＪＡ兵庫六甲、②ＪＡかみましき、
③ＪＡあづみ、の３事例を紹介。①は直営事業と社会福
祉法人の２本立ての運営だが、事業だけでなく人事交流

今回の研究会では、われわれの生活に密接に関係する

や教育研修に至るまで緊密に一体運営されている。また、

「食物」「エネルギー」「福祉」「金融」の４分野について

同ＪＡでは福祉事業が信用・共済事業と同一の部門（生

循環型社会の形成に向けた先進的取り組みを報告してい

活文化事業）に属しており、
渉外担当は「くらしの相談員」

ただいた。

として総合渉外の役割を担う。得られた情報は福祉事業

報告を通じて浮き彫りになったことは、今日の農村や

を含む各部署で共有化され、部門間連携による事業展開

地域において進行する協同活動の弱体化とともに、循環

が実現している。さらに、支店が拠点となって「助け合

型社会の形成がわが国の農村や地域の自立・活性化につ

い組織」や「ふれあい活動（組合員や地域住民参加の活

ながる大きな可能性であった。持続可能型農業の仕組み

動）」がボランティア活動を展開しており、まさに事業

づくりや再生可能エネルギーの生産、地域通貨の活用な

と活動が一体的に展開されている。

ど循環型社会の形成を通じていかに地域の協同活動を再

②は、行政との連携や各種補助事業を活用し、ＪＡの
直営で多様な高齢者福祉事業を実現している点が特徴。

構築していくか、わが国協同組合陣営は総力を挙げて知
恵を絞っていく必要があろう。

高齢化率 40％の中山間地域（熊本県上益城郡山都町）を
主要管内とし、1996 年に助け合い組織を土台として独自
でヘルパーを養成、その直後から行政受託事業として仕
事づくりに取り組み、現在は約 80 人の雇用を地域に生
み出している。地域密着型の施設づくり、各事業と連携
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生産性指標に見る
ＪＡの経営についての一考察
ＪＣ総研 経営相談部

人事コンサルチーム

今回、付加価値、労働生産性、労働分配率などの
生産性指標を切り口にＪＡの経営について分析しました。
付加価値は企業が新たにつくり出した価値で、営業
利益＋減価償却費＋給与総額＋福利厚生費＋動産・不
動産賃貸料＋租税公課で算出されます。
労働生産性は１人当たりの付加価値で、付加価値÷
雇用者数で算出されます。
労働分配率は、付加価値に占める人件費の割合で、
人件費
（給与総額＋福利厚生費）
÷付加価値×100（％）
で算出されます。
高い人件費で雇用者のモチベーションを上げ、しか
も労働分配率を低く抑えた余裕のある経営が理想とさ
れます。そのためには付加価値を上げることが望まれ
ます。
千円）は、全業種平均をやや下回っていて、純労働

１

．他業種企業とＪＡの生産性指標比較

経済産業省『企業活動基本調査』にある業種別企

じ値です。
・ 正職員比率が高い業種（製造業 86.5％、卸売業

業の各生産指標と、農林水産省『総合農協統計表 』

81.4％）は純労働生産性、人件費単価共に高く、逆

にあるＪＡの生産指標平均値を比較しました。
『総合農

の場合（小売業 37.9％、飲食サービス業 16.1％ ）

協統計表』は減価償却費データがなかったので、付

は低くなっています。

加価値に減価償却費を含めない純労働生産性、純労
①経済産業省『企業活動基本調査

平成 24 年調

査結果』
（平成 23 年度実績）
調査対象：従業者 50 人以上かつ資本金（または
出資金）3000 万円以上の会社
集計企業数：3 万 647
②農林水産省『平成 23 年度総合農協統計表』
（集

・ 純付加価値に占める営業利益の割合は、ＪＡは 10.9％
で全業種平均の 17.1％を大きく下回っています。

２

．無作為抽出ＪＡによる詳細分析

インターネット上に経営資料が公開されているＪＡを
無作為抽出して（17ＪＡ）
、減価償却費を含めた粗付加

計ＪＡ数 723）
・ ＪＡの純労働生産性
（6758 千円）
と人件費単価
（4697
ＪＣ総研レポート／2014年 春／VOL.29

ＪＡの正職員比率は 68.4％で、全業種平均 66％
とほぼ同じ水準です。

働分配率で比較しています。
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分配率（69.5%）は、ほぼ全業種平均（70.5%）と同

価値による粗労働生産性、粗労働分配率を求めました。
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①粗付加価値の構成内容、②粗労働分配率と人件

●●●●●

人 事 管 理

（３）人件費単価・粗労働生産性・粗労働分配率の

費単価のＪＡごとの分布状況、③人件費単価・粗労働生

最近 5 年間（2008 ～ 2012 年度）の推移

産性・粗労働分配率の最近５年間の推移、を見ました。

・2008 年の粗労働分配率が高いのは、リーマンショッ
クによる不況で労働生産性が下がったのが原因と考

（１）粗付加価値の構成内容

えられます。一般に労働分配率は景気循環に応じて

・ 粗付加価値に占める減価償却費の割合は 9.4％で、

変動し、企業の生み出す付加価値が高まる好況期

全業種平均 15.1％よりもかなり低く、情報通信業

に低下し、不況期には逆に高まります（人件費が短

（ 8.9％）とほぼ同水 準で、卸売（7.2％）、小売業
（7.7％）を若干上回る程度です。ＪＡの施設負担は世
間一般と比べてそんなに大きくないことが分かります。
・ 粗付加価値に占める営業利益の割合は 10.2％と全
業種平均の 14.5％を大きく下回り、全産業中でも最

期的に業績連動しにくく硬直的なため）
。
・ 2009 年以降は、人件費単価は微増（5320 千円⇒
5453 千円

対比 102.5％）ですが、粗 労働生産は

横 ば い（8698 千 円 ⇒ 8726 千 円 対 比 100.3 ％）
です。そのため、粗 労働分配率は微増しています
（61.2％⇒ 62.5％

少レベルです。

対比 102.1％）
。

・ 粗 労働分配率が 2008 年のリーマンショックで上昇
し、その後の景気回復でいったん下がった後、また
微増傾向にあるのは、一般世間動向と同じ動きです。

（２）粗労働分配率と人件費単価のＪＡごとの分布状況
・ 抽出 17 ＪＡのなかでも、粗労働分配率は 50.8 ～
75.9％、人件費単価は 4131 千～ 7756 千円と大きな
バラツキがあります。人件費単価 7000 千円近くで粗
労働分配率も 50％台前半の理想的なＪＡがある
一方で、人件費単価 4000 千円ちょっとで粗 労働分
配率 80％近い苦しい経営のＪＡもあります。

３

．まとめ

・ 生産性指標に見るＪＡの平均は、日本の全業種平均
に非常に近いですが、個々のＪＡごとには大きなバ
ラツキもあります。
・また、ＪＡでは、付加価値に占める営業利益（事業
利益）の割合が非常に低いことは、１つの特徴です。

【人事管理】生産性指標に見るＪＡの経営についての一考察
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務
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採用について
ＪＣ総研 経営相談部

本誌が発行されるのは 3 月。春の明るく穏やかな気

労働基準法第１条では「労働条件は、労働者が人た

候のうちで、卒業、新入学、就職のシーズンの真った

るに値する生活を営むための必要を充たすべきもので

だなかです。

なければならない」と定め、他の条文では、契約期間

ＪＣ総研の経営相談部にも、採用に関する質問が寄

を定める場合の制限、労働契約の不履行についての
違約金の定めの禁止、労働者の前借金と賃金の相殺

せられてきます。
そこで、
「就職する」つまり「採用」とは、どういう

の禁止など、労働者を保護する規定がされています。
また、労働契約法第１条では「労働者及び使用者の

ことなのか考えてみます。

自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、

１

又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関

．採用するとは

する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条

「採用」とは、使用者と労働者が雇用契約を締結す

件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを

ることとされています。民法第 623 条では「当事者の

通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の

一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相

安定に資することを目的とする」とされています。

手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること

つまり、これらの趣旨に沿って考えると、使用者は

によって、その効力を生ずる」と規定しており、この関

労働者を採用する時には、労働者の保護の観点に立っ

係を雇用契約と呼んでいます。

て契約を締結することが大切であると思われます。

一方、労働契約法第６条では、
「労働者が使用者に
使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払
うことについて、労働者及び使用者が合意することに
よって成立する」と規定しています。
民法では「約することによって、その効力を生ず
る」、労働契約法では「合意することによって成立

２

．採用の自由

一方、使用者が労働者の採用を行う場合、公共の
福祉、労働者保護、人権などの原理に基づく法律に反
しない限り、自由とされています。

する」となっており、
「働きたい」と申し込み、
「働い

よく引用されるのが、三菱樹脂事件大法廷判決（最

てください」と承諾すれば、契約は成立することになり

大判昭 48.12.12）で、
「憲法は ･･･（略）･･･ 第 22 条、

ます。

第 29 条等において、財産権の行使、営業その他広く

しかしながら、昔から労働者の方が使用者側より立

58

労働法務チーム

経済活動の自由をも基本的人権として保障している。

場が弱い場合が多く、そのため、使用者が不利な条

それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環として

件を労働者に押し付けることがないよう、法律でもい

する契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働

ろいろな配慮がなされています。

者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、

ＪＣ総研レポート／2014年 春／VOL.29

【労働法務】採用について

◆◆◆◆
いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他に

まな要請により、法律上の制約が増えており、使用者

よる特別の制限がない限り、原則として自由にこれを

としては、それらに留意しながら、採用活動を行って

決定することができる」
（下線、筆者挿入）とされました。

いくことが必要と思われます。

▶▶▶▶▶

労 働 法 務

昭和から平成に移り、現在は、この判決文のなかの
「法律その他による特別の制限」が増加し、強化され
る流れにあります。

【参考資料】菅野和夫『労働法 第 10 版（法律学講座双書）』弘文堂、
2012 年、など

以下に、
「法律その他による特別な制限」にどのよう
なものがあるか簡単に記載します（表）。
これらの判例・法律などから、採用については、何
人採用するか、どのような人を採用するかは本来的に
は使用者の自由です。しかしながら、男女の雇用機会
均等や、障害者保護、派遣労働者の保護などさまざ

【労働法務】採用について
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ＪＡファーマーズマーケット・
サミットを盛大に開催
ＪＣ総研 経営相談部

ファーマーズマーケットチーム

このたび『ファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ

題提起をしました。続いて、伊藤悟主任研究員が「Ｊ

戦略研）』発足 10 周年記念として、
「ＪＡファーマーズ

Ａファーマーズマーケットの運営改善のポイント」と題

マーケット・サミット」と題し、ＪＡのトップが一堂に会

し、会員店舗を対象とした「運営改善アンケート」の結

する公開シンポジウムおよび現地セミナーを盛大に開

果から、
ファーマーズマーケットの「商品力」のみならず、
「発信力」に焦点を当てた運営改善の方向を提案しまし

催しました。

た。
１日目

公開シンポジウム

公開シンポジウムは、2014 年 1 月 23 日（木）13 時

と安城西部」にかける地域農業再生とＪＡ事業改革へ

から、飯田橋レインボービルにて全国のＪＡ役員ら 70

の思い、そして事業化の課題や解決方策について、愛

人の参加を得て開催しました。開会の挨拶でＪＣ総研

知県ＪＡあいち中央の加藤新一常務理事から報告があ

の萬歳章会長（ＪＡ全中会長）は、直売所が乱立する

りました。

現状に触れ、
「ファーマーズマーケットは消費者から役

パネルディスカッションでは、
「淘汰の時代における

割を評価されている。ファーマーズマーケットを拠点と

ＪＡファーマーズマーケットの新戦略」をテーマに、５

したＪＡ事業の構築に向け英知を結集してほしい」と呼

人のパネリストが、ファーマーズマーケットを拠点とした

び掛けました。

ＪＡ事業展開の経過とこれからの生き残り戦略につい

最初にＪＣ総研の基調報告として、山本雅之特別研

て議論を深めました。

究員が「ＪＡファーマーズマーケットの最新動向と長期

「母ちゃんハウスだぁすこ」の初代店長、岩手県ＪＡ

戦略」と題し、
「淘汰の時代」を迎えたファーマーズマ

いわて花巻の高橋テツ理事は、
「開店時の思い、理念

ーケットの生き残り戦略、その実践のための最新の取

からブレない店づくりを見つめたい」と話し、同ＪＡの

り組みを紹介し、併せて今後の事業展開に向けての問

藤舘政義常務理事からは「東日本大震災で被災した沿

とう た

60

事例報告では、2013 年５月にオープンした「でんまぁ
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岸地帯の復興支援に向け『だぁすこ沿岸店』の開設準
備を進めている」と報告がありました。

２日目

現地セミナー

現地視察は、
１月 24 日（金）
、
ＪＡ千葉みらいの「しょ

「めっけもん広場」の和歌山県ＪＡ紀の里の大原稔

いか～ご千葉店」を視察後、ＪＡ千葉みらい更科支店

常務理事も「いま一度、開店当初の目的を確認したい」

に移動。同店舗の出荷者（女性生産者、法人経 営

と話し、今後の店舗運営を検討するプロジェクトチー

者、加工農家）
、営農指導担当者および店長から、出

ムを設置したことを紹介しました。また、
「しょいか～ご」

荷者の経営内容や課題などの苦労と悩み、楽しみと生

の千葉県ＪＡ千葉みらいの伊藤和彦常務理事から、駅

きがい、今後の抱負など、日ごろなかなか聞くことの

構内の店舗展開やアンテナショップの運営など、新し

できない現場の声を聞きながら、消費者と生産者を結

い店づくりの構想について報告がありました。ＪＡあい

ぶファーマーズマーケットの運営のあり方や将来展望に

ち中央の加藤新一常務理事は、
「管内の農産物しか扱

ついて議論を深めました。

わないという点で踏ん張ってみた
い」と地産地消へのこだわりを
語りました。
店舗の乱立に加え、人口減少
や高齢化、生産者自身の高齢化
など取り巻く環境変化への対応
についても議論。コーディネー
ターの山本雅之特別研究員は、
長期戦略として、①消費者のニー
ズを探る、②商品力を高める、
③情報発信力を高める、の３点
を挙げました。さらに、
「品物の
情報をどう的確にお客さまに伝え
るか、試されるのは発信力。最
もインパクトのある情報は生産者
の思い」と指摘し、試食コーナー
の設置などを紹介しました。
ＦＭ戦略研は、2003 年に発足して 10 年。この間、
現場の第一線で奮闘する店長らが毎月全国から集ま
り、店舗運営、従業員教育、出荷者や消費者対応、
店舗間交流や取引について研究・協議し、成果を挙
げてきました。
現在会員（41ＪＡ、47 店舗）の年間販売額は約
340 億円、年間利用客数は約 1700 万人、出荷農家
は約３万 4000 人（2012 年度）となり、各店舗とも地
域を代表するファーマーズマーケットに成長していま
す。未加入のＪＡファーマーズマーケットは、加入を
検討してみてはいかがでしょうか。

【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット・サミットを盛大に開催

ＪＣ総研レポート／2014年 春／VOL.29

61

株式会社ビジネスラポール 心理学博士

「君よ！ 英知を磨くは何のためか？」

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

意欲もやる気も興味さえ湧きません。

教授が学生に問い掛けました。学

それどころか、 厳しい指摘に自信も

思い込みや願望での直感や気分で、

生のレポートには、さまざまな解答が

動機づけも失いそうです。 指導を受

あなたに価値付けをさせないコント

ひる

ありました。なかでもひときわ教授の

けても、 強制的で怯 むばかりです。

ロール機能を持ちます。あなたが、い

心を引いた「迷答」は、その後も何度

成長どころでなく萎縮のみです。

たずらに事実を誤解や誤認させない

となく話題に上り、そのたびに学生の

しかし、努力を惜しまない私たちは、

ようにするのです。そして、客観的に

意欲を笑顔とともに引き出していまし

「念のため」に学んださまざまな知識が、

的確な手段を用いて、 適切な判断を

このときに優れた知恵の「英知 」と

下せるように、 しっかりと事実を把握

「何のため？」と問われたら、 あな

なって自分自身を躍進させる原動力に

させる力になるのです。

たは何と答えますか。 大抵の方は、

なるのです。それは、場所や状況を選

「自分のため」
「将来のため」「国や愛

びません。 職場であれ、 地域活動で

それには、 まずあなたが、 見たま

する人のため」と答えるのではないで

あれ、国際的活動であっても機能する

ま、知ったままの現実をそのまま受け

しょうか。 しかし、 教授が気に入っ

のです。

止めることです。 その情報や知識に

た。

よって、 最善策を模索する心で実践

た答えとは、まさに「迷答」。
「英知」を磨く本来の理由とは、
「英

への手掛かりを推察するのです。 そ

知」本来の力を発揮させるためです。

の努力によってあなたのうちに「英

私たちが目標に向かい、 課題達成

知」が生まれてくるのです。だから、

を目指した努力には、 すべて結果が

努力に失敗はないのです。 すべて成

出ます。それが日常の作業であっても、

功につながっていく「英知」の基にな

私たちは、日々、それぞれの状況で

特殊な仕事であっても結果は出ます。

るものです。

得意不得意、 好き嫌いを問わず何ら

予定条件に合致したゴ ールに到達す

かの仕事を与えられ、 追われる連続

るまでは、現状は「途中経過」として

です。 それは、 常に円滑で順調とは

の事実にしかすぎません。

「君よ！ 英知を磨くは何のためか？」
「念のため！」
言い得て妙、この「迷答」のうちにこ
そ、成功の秘訣があるように思います。
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そこで、
「英知」は、感覚や感情、

いえません。自分の取り組み方以外に

それなのに人は、
「成功」とか「失

も、 チ ームの段取りの悪さ、 相手の

敗」という価値をすぐに付けたがりま

遅れ、予想外の事故、実力の見誤り

す。 その度に意欲も雰囲気も盛り上

などなど、仕事を妨げることばかりで

がったり下がったり、影響を受けてし

す。

まうものです。
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【Dr．
ジョージのメンタルマネジメント
（９）】英知の心で見つめる習慣

さらに「英知」を生み出す５つの心
を自覚して、事実を認識することから
始めましょう。
次の「５つの 疑 問 符 」を自覚しま
しょう。

①この仕事の最終結果は、 誰のため

何だと思いますか？
単純に「失敗 」だから「成功 」？

にやっているのか？

使したか？」です。 手抜きや出し惜し
みだと胸は張れないものです。

仕事は、上司やリーダーによって適

もちろん、それで正しいのかもしれ

切に分配されているものです。自分の

ません。 なぜなら、 失敗という出来

いないだろうか？

役割だけを見ていると目先にこだわり

事からゴールへの最善策のヒントを得

掛けで、自分を磨き上げましょう。

過ぎてしまいます。 それが、 仕事の

るからです。 それがなければ、 ただ

全体像を見えなくしてしまうのです。

の失敗でしかなく、 敗北です。 挫折

④この結果で仕事全体が標準を上回っ

最終達成すべきゴールを忘れ、まして

であり停滞です。

て展開できるか？

目標や目的さえ曖昧になってしまいま
す。誰のため、何のため、どこを目指

失敗の反対語は、
「途中」なのです。
ひらめ

「全力」 の意味を都合よくゆがめて
厳しい自らの問い

一部分の仕事のブレが全体像をゆ

閃 きが生まれ、 継続となり、 力強い

がめます。 先に進めば進むほど、 わ

しているのかを見失うのです。その都

ゴールへのパワーになるのです。確か

ずか１度のブレやズレで、ゴールから

度の結果に対して一喜一憂するような

な眼で見極めとして自らに問い掛けま

大幅にそれてしまいます。 一部分と

羽目に陥ってしまいます。 目先にこだ

しょう。

いっても、精度を高め曇りもゆがみも

わると、真のお客さまの存在を忘れて

ない「結果」が不可欠です。

しまいます。 最終的に、 結果に対す

③この結果に「私が、 やりました！」

る自己満足だけの身勝手な努力傾向

と胸を張れるか？

になりかねません。 常にしっかり自ら
に問い掛けましょう。

全力を尽くさなければ、 この問い
掛けにイエスと答えられないでしょう。
「自分なりに、 できるだけ」などの前

仕事のスキルアップや品質のグレー
ドアップは、
「今、この場」のあなた
が決めています。
揺るがない自らの問い掛けで基準
を守りましょう。

②この結果でゴールへステップアップ

置きが入ったら不十分です。
「知る限

でき、安心して進めてよいか？

りの情報・ 知識で、 できる限りの技

⑤この結果でお客さま・地域・組合・

術で、もらえる限りの支援・助言を駆

職場・仲間に貢献できているか？

仕事における「失敗 」の反対語は

努力の結果は、独りよがり
の成功であってはいけません。
相手から「ありがとう」と感
謝されなくてはならないので
ねぎら

す。労われ、喜ばれ、慕われ
て次も求められ、自分でも満
足できることが仕事です。
ダメならすぐにやり直せば
いいし、ムリなら速やかに助
言をもらえばいいし、イラッ
としたなら、ちょ っと休めば
いいのです。素直に自らに問
い掛けてみましょう。
すべての結果は、
「英知 」
によってゴールへ直結してい
ます。私たちの努力に失敗は
ないのです。

【Dr．
ジョージのメンタルマネジメント
（９）】英知の心で見つめる習慣
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企

画

総

務

当研究所３号会員加入のご案内について
ＪＣ総研 企画総務部

ＪＣ総研では、旧・４団体の統合を２段階にわ

３号会員（賛助会員）

たって完了し（ＪＡ総合研究所→ＪＣ総研）、公益

農協、漁協、森組、生協、各種協同組合

法人制度見直しに伴う一般社団法人への移行を終

の県連合会、電算センターなど

えた今、すべてのＪＡに３号会員（賛助会員）に
加入していただくことを目標として、ＪＡ全中の指

【会費・特典】

導・協力の下、2014 年度上期中の全ＪＡ一斉加入

３号会員の年会費はＪＡなど単協の場合２万円

について特別運動を展開することといたしました。

で、ご加入いただいた先には、機関誌３種類（『Ｊ

つきましては、３号会員としてご加入いただき、

Ｃ総研レポート』
『協同組合研究誌 にじ』
『人事管

「会員の会員による会員のためのシンクタンク」づく

理 REPORT』）を送付いたします。さらに、人事

りにご協力くださいますよう、何とぞよろしくお願

労務関係の各種セミナーや「協同組合・協同会社

い申し上げます。

職員交流セミナー」の受講料割引制度などもござ
います（詳細は開講の都度ご案内いたします）。

【参

考】

【加入方法】

旧・４団体

ご加入に際しましては、Ｗｅｂ申し込み（ＪＣ総

（社）農協労働問題研究所

研のホームページのトップページの左下にある

（社）農協電算機研究センター

ＪＡ専用お申込み ページ より

→ （社）ジェイエイシステム開発センター

jc-so-ken.or.jp/

http://www.

※パスワードは別途郵送で

（社）地域社会計画センター

お送りしました加入申込書に記載してあります）

（財）協同組合経営研究所

でお願いいたします。申し込み受け付け後、会費
の請求書を送付いたします。

１号会員（社団の社員）

なお、本件については、1 月 23 日のＪＡ中央会

ＪＡ全中、ＪＡ全農、ＪＡ共済連、農林中

常勤役員・参事全国会議において都道府県中央

央金庫、日本農業新聞、家の光協会、

会に説明し協力をお願いしています。

ＪＡ全厚連、農協観光、ＪＡ全国共済会
２号会員（特別会員）
都道府県農協中央会、ＪＦ全漁連、全森連、
日生協
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編 集 後 記

はば よしたか

「○○の力」という表現がよく使われますが、
「本の力」を引き出す選書家（ブックディレクター）の幅 允 孝さんにお
話を伺ったときに感じたのは、読者の思いをどれだけくみ取れるか、そこが「力」を発揮させられるか否かの分かれ道
ということでした。彼の仕事は、病院やホテル、美術館、デパート、カフェなど、これまで本とはあまり縁のなかった
場所に選んだ本を置き、本が持つ力の可能性を追求しつつ隠れていた価値をも引き出すこと。
手掛けた仕事の１つに、大阪のリハビリ病院でのライブラリーづくりがありました。選んだ本は行間を読ませる詩や
短歌集、さらに写真集など。土地柄、大阪万博や阪神タイガース優勝時の写真集は特に喜ばれたといいます。
「写真
集は読み進めると患者さんの記憶がよみがえり、感情がゆっくりと動き出し、ジワジワと心身に効き始めて、生きる喜
びが湧いてくるようです」。当初、入院したら時間があるので読みたくても読めなかった長編大作と考えたのですが、
健常者と違い長時間文字を読むのは大変なことと知って選び方を変えたそうです。患者たちと何度も会話を重ね、求
められているのは心の琴線や懐かしさなど、記憶に訴えるものと気付いたからです。
丁寧に気持ちを聞き取り、思いを読み解き、それに見合ったものを差し出す。それは「お・も・て・な・し」にも通じ
る大人の心意気であり、ビジネスの品格を形づくるものではないでしょうか。いま一度、仕事のやり方を洗い直すきっ
かけをいただいたように思いました。
（編集スタッフ 加藤文英）
本との出会いには「旬」があるように思います。同じ本を読んでも、そのときの年齢や自分が置かれた状況によっ
て、まったく違った感想が浮かんでくるから不思議です。
かつて大ベストセラーになった、坂東眞理子さんの『女性の品格』
（ＰＨＰ新書）。出版当時、すぐに購入して読ん
ではみたものの、まだ若輩者だった私には、
「そんなものかなぁ」といった、ふわふわとした感想しか思い浮かびませ
んでした。この本がなぜそんなに売れるのか、正直いって理解できなかったことを覚えています。
今年３月下旬に、農文協から、ＪＡ総研研究叢書の第 10 巻として『魅力ある地域を興す女性たち』という本を上梓
することとなりました。この本の原稿を執筆しているとき、参考文献を探していた私は、
「そういえば……」と、
『女性
の品格』のことを思い出しました。そこで本棚の奥から取り出してきて、久しぶりに目を通してみたのです。
すると、驚いたことに、初めの１ページ目から、私は心を揺さぶられてしまったのでした。そこには、日ごろ気になっ
ていた、ささいだけれど大切な事柄−−こんなときどうしたらいいのかな、というちょっとした戸惑いや、トゲのように
ちくりと胸に刺さっていた小さな悩み−−一つひとつへの「答え」 がぎっしり詰まっていたのです。 まさに目からうろ
こ、この本が多くの女性たちの心をつかんだ理由が分かった気がしました。それから『女性の品格』は私のバイブル
になりました。私にとって、この本は今が「旬」だったのだと思います。
絵画との出会いでも、同じように「旬」を感じた経験があります。旅先で、たまたま立ち寄った小さな美術館にその
絵は展示されていました。澄んだ空気が満ちる静かな館内で、たった１人でその絵とじっくり向き合ったとき、そこか
らにじみ出るメッセージが私の胸を強く打ちました。それまでまったく興味がなかった画家の作品だったのですが、そ
の絵と、あるいは画家と秘密の対話ができたような不思議な気持ちになった衝撃は、今でも忘れることができません。
映画、演劇、仕事、あるいは、人間同士の出会いにも「旬」があるように思います。旬の出会いが、人の「深み」
を形づくってくれる、私はそう感じています。
2014 年もあっという間に３月になりました。これからどれだけの旬な出会いを経験することができるかな。わくわく
した気持ちで迎える春の訪れです。
（基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉
）

ご意見・ご感想をおよせください
『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：0

3-3268-8761

〒 162-0826

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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