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4 月 9 日の『日本経済新聞』朝刊 1 面は、
「農協 70 年ぶり抜本改革」でした。驚い
たＪＡ関係者も少なくなかったと思われ
ます。

実情に応じて思い切った経営ができるよ

活力創造プラン」を見直すこととし、産

う」全中や全農のＪＡへの影響力を減ら

業競争力会議、規制改革会議などでそれ

し、自立を目指して経営改革に取り組む

ぞれ検討が進められています。

農協に期待する旨が書かれていますが、

ＪＡグループへの批判や攻撃は、これ

これらは新浪氏などの主張と同じ方向を

までたびたび行われてきました。この背

向いたものといえます。また、協同組合

景には、①日本の農業の危機的状況、②

であるＪＡのあり方を企業の論理で説明

企業の新たなビジネスチャンスのために

しようとするところも共通しています。

ＪＡを排除したいという思惑、がありま

営利目的（利潤の追求、株主価値の追

す。ＪＡからすれば、農業が危機に瀕し

求）の企業が農業や農業関連事業を行う

て苦労しているなかで、その責任を問わ

場合、利益が上がるかどうかを基準に農

れてはたまらないということですし、Ｊ

地や農業者を選別して対応せざるを得ま

Ａの事業も企業との激しい競争のなか

せん。ＪＡが非営利の協同組合であるこ

で苦労してここまできているわけですか

とには、重要な意義があります。

かりといえます。
批判内容は、その時々で変わってきて

農協法は、事業を通じて組合員のために

いますが、
近年は、
企業側のビジネスチャ

最大の奉仕をすることを目的とするＪＡ

ンスを求める姿勢がより露骨になり、企

（すなわち農業者を組合員とする協同組

業とのイコールフッティングを強調し、

合としてのＪＡ）が発達することが農業

ＪＡの信用・共済事業との兼営や中央会

生産力の増進と農業者の経済的社会的地

監査などを問題にする場合が目立ってい

位の向上になるとして、これを促進する

ました。現在の産業競争力会議や規制改

ことを目的とした法律です。ＪＡは、多

革会議などの議論でも、主張の目先を変

数の農業者を組合員とする農業協同組合

えていますが、やはり企業の利益を追求

であって、市場経済下で農業者個々では

する姿勢が見えます。

弱い立場を協同によってカバーしようと
ＩＣＡの第 6 原則「協同組合間協同」に

の農業の発展にとって一番重要なこと」

あるように、協同組合が組合員に対する

あり、農業への企業の参入がそれを促す

ひろし

土屋 博

するものですし、全農などの連合会は、

で競争力をつけることが将来的には日本
（第４回産業競争力会議農業分科会）で

や

批判のなかには、農協法の目的とＪＡ
の目的を混同した議論も見られますが、

例えば、新浪剛史氏は、
「単協ベース

つ ち

ます。

政府は、6 月に「農林水産業・地域の

ら、こうした批判はとんでもない言い掛

代表理事理事長

を求める意見を農業系の学者が出してい
先の記事には、
「各農協が地域農家の

ひん

ＪＣ総研

る「新しい時代に合ったＪＡのあり方」

役割を効果的に果たすための協同組織で
す。

と主張しています。また、規制改革会議

ＪＡグループには、農業・農村の変化

農業ワーキング・グループでは、ＪＡの

に的確に対応した自主的改革の継続とと

農業振興への取り組みが不十分であると

もに、不当な批判をはね返す取り組みも

して、生産販売事業を分離することによ

重要になっています。
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巻 頭 論 説

農地中間管理機構は
機能するか ︱課題と展望︱

１．はじめに
2013年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」
において、日本の農業が10年後に目指す姿として次の
３点が示された。①担い手が利用する農地面積を全農
地の８割（現状５割）に拡大、②新規就農し定着する
農業者を倍増し、40代以下の農業従事者を40万人（現
状20万人）に拡大、③法人経営体を５万法人（現状１
万2500法人）に拡大。
それを推進するための施策が農地中間管理事業で
ある（図１）
。各都道府県に農地中間管理機構を１つず
つ設置し、担い手への農地集積を強力に推進していく。
この農地中間管理機構は農地集積バンクとも呼ばれて
いる。 ポイントは農地中間管理機構が出し手と受け手
との間を仲介することで、 分散し錯 綜している農地を
整理して集約化を図り、 まとまった形での農地の担い
手への貸し付けを実現することにある。 面的集積と規
模拡大を同時に達成することを目標とした施策というこ
とができる。
この農地中間管理機構が2014年３月から稼働を始
めたが、 果たして絵に描いた餅は実現するのだろうか。
実績が上がるまでにはまだ時間がかかるため、具体的
な分析を行うことはできないが、本稿では、農地中間
管理事業の推進に関する法律や農林水産省が公開し

あ ん ど う

として、 機構が抱えることになると思われる問題点を

み つ よ し

安藤 光義

ている農地中間管理機構に関するQ＆Aなどをテキスト

ることにしたい。最初にお断りしておくが、ここで展開

摘出しながら、この施策をはじめ日本型直接支払制度
が農村の現場にとってプラスに働くための課題を考え
する批判注１）は、杞憂ともいえる難点に応えることで、

東京大学大学院
農学生命科学研究科
准教授

せっかくの制度がよりよく活用されることを願ってのこと
である。
注１）今回のQ＆Aは、 品目横断的経営安定対策のときのパ ン フ
レットと異なり、改訂バージョンが何回目なのか分からない点に
メリットがあるが−−あのときと同様、施策の詳細は走りながら固
まっていくということなのだろう−−、新たな論点はその都度、番
号が付いて加わっていくため、「（８）その他」がいびつに膨らんだ
ものとなってしまう可能性がある
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２．農地中間管理事業の仕組み
−−鍵を握る農協−−

水省は「機構は、 原則として全市町村に、 同意を得た
上で業務委託を行い、地域における機構の窓口として
の機能を担ってもらうことを考えています。業務委託に
際しては必要な費用が支払われることとなるので、 こ

農地中間管理事業の仕組みだが、 農地を借り集め

れにより、普及員OB、市町村職員OBなど、現場での

るまでのプロセスと、 借り集めた農地を配分するプロ

農地利用調整等を行う方を雇い、 活動していただくこ

セスは制度的に異なっている。前者は市町村レベルの

とを考えています」と回答しており、基本はあくまで市

仕事であり、 農地利用集積計画に基づいて利用権を

町村という方針を打ち出している。 市町村を基本単位

農地中間管理機構に集積するプロセスである。これは

とすることに異論はないが、農地中間管理機構の業務

従来どおり、地元に根を張っている組織を活用しなけ

委託の受け皿となった市町村レベルでの業務を農協、

れば前進は見られないだろう。その組織が農協である。

農業委員会などの関係機関がどのように分担するかに

その仕組みを示したのが図２である。地権者に対する

ついては、 地元の裁量性を可能な限り認めてほしいと

働き掛けやその取りまとめは、 これまでの実績からす

ころである。業務委託は農地中間管理機構との関係で

ると農協が担うのが順当だと考える。事実、2011年度

行われるため、最初から関係組織間の仕切りを確定し

の農地利用集積円滑化事業の実績を見ると、7万9217

なければならず、オーバーラップした実施体制は形式

件、3万18 0 2haのうち農協が手掛けたのは5万9 5 0 4

上困難であり、 また、 事業を進めていく上で生じた業

件、1万6 3 0 9haで、件数で4分の3、面積でも5割以上

務関係の細かな見直しも難しくなっているからである。

となっている。

後者の借り集めた農地を配分するプロセスは、 人・

しかし、
「今般の施策の見直しに係るQ＆A」によれ
ば、
「45

農地プランなど地元の意向が反映されることになった

機構が市町村に業務委託をするに際し、市

とはいえ、都道府県レベルの仕事である。そのため、

町村に、 農地の借受け・ 貸付け等に関し農業者の間

それに伴う書類の整理・確認などの事務処理は莫大な

を奔走し、 交渉実務等に専心する者を置く等、 実施

ものとなることが予想される。この行政コストに関わる

体制を整備すべきではないか」 という問いに対して農

問題については後述する。
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いずれにせよ農地中間管理機構による担い手への農

特別賦課金と呼ばれる負担金は地主負担であり、それ

地利用集積は、これまで市町村レベルで築いてきた仕

は借り手から支払われる地代に含まれる格好になって

組みを活用して農地を借り集め、 それを公平な立場か

いる。
「土地改良事業の償還金が残っているので地代

ら、新規就農者や農業参入を考えている企業にとって

を引き下げるのが難しい」という話がかつてはよく聞か

不利な状況が生まれないよう、都道府県レベルで配分

れたが、それはこうした農村の実情を反映したもので

を行うことで農業構造の再編につなげていこうとするも

ある。また、現在、農業収益の悪化に伴い、地代は

のである。ただし、この配分が地元を離れることでさ

大きく低下しており、実勢地代が土地改良事業の償還

まざまな問題が生じる可能性がある。農地中間管理機

金を下回る地域も出てきている。

構から農地を借りる担い手が支払う地代はその１つで
ある。

そこで Q ＆ A を見ることにしよう。
「８

土地改良

事業及び簡易基盤整備を実施した場合における機構
の費用負担はどのようになるのか」に対する回答は「土

３．経常賦課金・特別賦課金と地代との関係
−−地代上昇の可能性−−
土地改良事業が行われた場合、制度上、その費用
は耕作者が負担することになっているが、実際は土地
所有者の負担となっているケースが圧倒的に多い

4

注２）

。

地改良事業の場合には、機構は農地を借り受け、貸

注２）もちろん、土地改良事業費が耕作者負担となっている地域も
ある。ただし、その場合、耕作者はその土地に対して強い耕作権を
主張するはずなので、その土地が白紙委任で農地中間管理機構に拠
出される可能性は極めて小さいのではないだろうか
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し付けるまでの間の特別賦課金、経常賦課金を負担し

次のとおりである。
「17

土地改良事業の実施区域の

ます。簡易整備の場合は、補助残部分があれば、民

農地を機構に貸し付ける場合、誰が賦課金を支払うの

間団体からの無利子資金の借入れにより機構が負担

か」という問いに対して「賦課金については、機構が

をした上で、出し手と受け手との地代差額で数年かけ

管理している間は機構が、機構から受け手に貸し付け

て回収する仕組みです」となっている。これだと、こ

た後は受け手が支払うことになります」となっている。

れまで地代に含まれていた特別賦課金が外に出てしま

「８」のところで懸念を示したとおり、これまで地代に

い、借り手にとって負担（農地中間管理機構に対する

含まれていた特別賦課金は外に出てしまっている。農

支払い地代）が増加することになってしまうのではな

地中間管理機構が農地の出し手に対して支払う地代

いだろうか。簡易整備に関する回答は、出し手に支払

を、地域の慣行にもよるが、特別賦課金分を（地域に

う地代の引き下げがない限り、まさにそうした問題を引

よっては経常賦課金分も）減じ、農地の受け手が土地

き起こすことになってしまう。

改良区に直接特別賦課金を納付できるようにしなけれ
簡易条件整 備を

ば、担い手は大変なことになるはずである。大河川下

行った際の費用負担は、受け手・出し手の賃料差額

流域の排水機場を有している土地改良区管内の農地は

で回収するとのことであるが、全額回収した後の賃料

経常賦課金（水利費）が高く、それが地主負担として

水準はどのようにすべきと考えているのか」という問い

地代に含まれているため、この Q ＆ A のままだと担い

に対する回答は「受け手から頂く地代は、整備後の圃

手の実質的な地代負担は大きく増加してしまう。こうし

場の地代として近傍類似価格を基準に受け手との間の

た問題が起きないような改善を求めたい。ただし、標

合意で決めるもので、工事費を回収するためにその負

準小作料制度は廃止されているので、適正と考えられ

担分を意図的に上乗せするものではありません。した

る地代水準をどのように地域にアナウンスしていけばよ

がって、回収後貸付料を下げなければならないという

いかという問題も残されている。結果として同制度の

ことはありませんが、あとは機構の判断によります」と

廃止は失敗だったと個人的には考えていることも申し

なっている。最初に微細な点だが、
「近傍類似価格」

添えておきたい。

この点について Q ＆ A の「16

を基準に地代を決定するということは、地価と利回り
の関係から地代を算出すると理解するのが妥当だと思

４．行政コストの上昇−煩雑な添付資料−

うが、現実の地代は本当にそのように決まっているの
だろうか。私のこれまでの農家調査の経験では、そう

農地中間管理機構は都道府県レベルの組織であり、

した算盤勘定をしているケースを見聞したことは残念

農地の配分業務もそれを踏まえて行われることになる。

ながら１度もない。想定（希望的観測）と現実とが大

この点が、市町村レベルで動いていたこれまでの農

きくずれているのではないだろうか。
「回収後貸付料を

地保有合理化事業や農地利用集積円滑化事業とは異

下げなければならない」という認識もおかしい。
「工事

なっており、そのため施策遂行のための行政コストが

費を回収するためにその負担分を意図的に上乗せする

上昇する可能性がある。

ものではありません」という理解は正しい。そのとおり

例えば、農地の受け手の負担の増加である。農地

である。しかし、簡易整備も含む土地改良投資の償

中間管理機構からの農地貸し付けは農業者と一般企

還金は農地の出し手負担で行われるのが農村の現場

業とを差別しない解除条件付きの契約となるため、
「毎

の認識である以上、工事費の回収期間中、出し手に対

年、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の

して支払われる地代は引き下げられるのが当然であり、

状況について、農地中間管理機構に報告しなければな

「回収後貸付料を下げなければならない」という論理

らない」
（農地中間管理事業の推進に関する法律・第
21 条・農用地等の利用状況の報告等）
。それは具体

が出てくるのはどうしても解せない。
土地改良事業費に関する最終的な Q ＆ A の回答は

的にはどのようなものか。農地中間管理事業の推進に
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関する法律施行規則（平成 26 年農林水産省令第 15

解してよいのだろうか。もし、そうだとすればその数

号）の第 15 条
（農用地等の利用状況の報告）によると、

は莫大なものとなるはずである。仮に圃場整備がされ

「１．賃借権の設定等を受けた者の氏名又は名称及び

て１筆が 30 ａと仮定すると、3000ha は１万筆となる。

住所」
「２．前号の者が賃借権の設定等を受けた農用

どれくらいの農地が農地中間管理機構に出てくるかは

地等の面積」
「３．前号の農用地等における作物の種

分からないが、30 万 ha だとすれば 100 万筆、150 万

類別作付面積又は栽培面積及び生産数量」を記載し

ha では 500 万筆という膨大な数となる。実際には、１

た報告書を農地中間管理機構に提出しなければなら

筆当たりの面積は 30 ａよりも小さいと考えられるので、

ない。
「１」「２」はそれほど大変な作業ではないが、

その数はこれを上回ることが予想される。そして、順

「３」は借り受けた農地ごとに作物の生産量を記載し

調に実績が上がっていけば、それだけの数の登記事

なければならないので少々面倒である。こうした書類

項証明書が各都道府県の農地中間管理機構に所蔵さ

はこれまでの仕組みでは不要だった。農地中間管理機

れることになるわけである。また、登記事項証明書を

構を通じて農地を借りることで書類作成の手間とその

１通取得するのに 600 円掛かる
（書面での請求の場合）

保管スペースの確保という負担が担い手に新しく発生

ので、先の仮定を適用すると 3000ha で１万筆、600

しているということである。規模拡大加算も廃止され

万円、30 万 ha だと 100 万筆、６億円、150 万 ha だ

ており、担い手の不評が一段と高まるのではないだろ

と 500 万筆、30 億円が手数料として法務局に支払わ

うか。また、当然のことながら、毎年提出されるこの

れることになる。そして、これが農地利用配分計画の

書類を確認する作業と保管義務が農地中間管理機構

更新のたびに必要になるということである。筆者の勘

に課せられることになるだろう。農地中間管理機構に

違いであればよいのだが……。

それだけの人員とスペースはあるのだろうか。
農用地利用配分計画の作成に際しても必要とされる

いずれにせよ書類や添付資料を作成するためのコス
トや手数料がかなりのものに上ることが予想される。

添付書類はかなりの数にのぼる。農地中間管理事業
の推進に関する法律施行規則（平成 26 年農林水産省
令第 15 号）の第 11 条
（農用地利用配分計画の作成等）

５．地域集積協力金の取り扱い
−−補助金の受け方・使い方−−

によると、
「イ．賃借権の設定等を受ける者についての
次に掲げる事項 （１）その者が現に所有し、又は所

農地中間管理機構関連予算は、農地中間管理機

有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有してい

構への農地の出し手に対する支援（機構集積協力金）

る農用地等の利用の状況 （２）その者の耕作又は養

253 億円、農地中間管理機構の業務に対する支援（農

畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事

地中間管理機構事業）314 億円、農地集積・集約化

する者の数等の状況」が記載されている書類を提出す

の基礎業務への支援 138 億円の３つからなる。農地

る義務がある。これは当然、必要とされる書類だが、

の借り手にとってのメリットはなくなった。農地中間管

なかなか大変である。そして、これは「イ」だけでは

理機構を通じて農地がまとまった格好で借りられる点

なく、
「ヘ」まで及んでいる。もちろん、賃借権の設

が借り手のメリットであるというのが農水省の説明だ

定を受ける者によってそのすべてを満たす必要はない

が、規模拡大加算がなくなり、書類作成の手間だけ

が、こうした書類を作成することが農地中間管理機構

が増えたというのが担い手の実感ではないだろうか。

の業務となっているのである。添付書類で気になるの

この点はともかく、農業構造再編にとってポイントとな

が、この農林水産省令第 11 条の第２項の第２号にあ

る農地流動化の促進（農地の出し手の拡大）のため

る
「土地の登記事項証明書
（全部事項証明書に限る。
）
」

の補助金が機構集積協力金である。これについて見

である。これは農地中間管理機構が預かる農地すべ

ることにしよう。

てについて、１筆ごとに登記事項証明書が必要だと理

6

機構集積協力金は、地域に対する支援（地域集積
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協力金）140 億円、経営転換・リタイアする場合の支

営農を設立せずに、地元の担い手あるいは農業参入を

援（経営転換協力金）65 億円、農地の集積・集約化

図る一般企業に貸し付けたとしてもこれだけの金額が

に協力する場合の支援（耕作者集積協力金）45 億円

「地域」に入ってくる。農業構造再編を推進する大きな
役割を果たすことが期待される。

の３つからなる（図３）。
このなかで注目されるのが農地中間管理機構への農

しかし、いくつか問題点も残されている。すでに設

地集積を促進するための地域集積協力金である。
「地

立されて長年にわたって活動を続けてきた集落営農は

域」内の農地の一定割合以上が機構に貸し付けられ

この補助金を受け取ることはできないのだろうか。集

ていれば受給できる補助金であり、その割合が２割

落営農をこのタイミングで設立したところだけが優遇さ

超５割以下の場合は 10 ａ当たり２万円、５割超８割以

れるのは不公平ではないかという批判である。Q&A

下の場合は 10 ａ当たり２万 8000 円、８割超の場合は

によれば、すでに活動実績のある集落営農であって

10 ａ当たり３万 6000 円が交付される。例えば、これ

も地域集積協力金は受け取ることはできるという回答

を契機に 30ha の農地を有する集落が集落営農を設立

がされている。それに当たるものを示しておこう。
「26

し、その農地 30ha すべてを農地中間管理機構に貸し

集落営農組織を法人化し、中間管理機構を通して

付け、そのまま機構から借り受けて営農を行った場合、

利用権を設定した場合、地域集積協力金は交付され

当該集落を「地域」として設定すれば、８割超の集積

るのか。その場合、集落営農法人が規模拡大交付金

率なので３万 6000（円／ 10 ａ）× 3000 ａ（＝ 30 ha）

を受けていた場合にはどうなるのか」に対する回答は

＝ 1080 万円を受け取ることができる。もちろん、集落

「地域集積協力金は要件を満たしていれば交付されま
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す。また既に規模拡大交付金を受けていた場合にも、

てしまうという問題が一方で発生することになる。その

地域集積協力金は地域の話合いによる機構利用の促

ため Q ＆ A では「38

進という別目的であるので、交付されます（この場合、

で決められるとされているが、所有している農地を機

規模拡大交付金の返還は求めません。）」となっている。

構に貸し付けた個々人へ直接配分してもよいのか」と

「28

円滑化事業を通じて既に集積した農地につい

地域集積協力金の使途は地域

いう問いを設け、
「地域集積協力金の使途については、

て、地域でまとまって合意解約して機構に利用権を設

個々人へ直接配分することも可能ですが、市町村、都

定した場合（または利用権を移転した場合）、過去に

道府県と相談して、地域農業の発展に資する観点から、

交付した規模拡大交付金（利用権設定から６年経過し

最も適切な用途に活用して頂きたいと考えています」と

ていないもの）は返還を要するのか」に対する回答も
「規

回答し、個々人に配って終わりにしないでほしいという

模拡大の実態は継続しているので、返還を要しません」

お願いがされているのであろう。ただし、そのために

となっている。農地中間管理機構に農地を出しても、

は「31 地域タイプの協力金は、
『経営基盤強化準備

過去の政策で受給した補助金は返還しなくてもよいこ

金』に積み立てることは可能か」が問われるわけだが、

とを農水省はお墨付きで保証しているのである。
決定的に重要なのは「26」と内容的に一部重複する
が、
「35

既に利用権を設定しているものについても、

「税制上の手当がなされていないため、できません」と
なっており、たとえ集落営農が設立されていたとしても、
そこに資金を残していくことができないのである。

機構集積協力金の対象となるか」に対する回答であり、

これを突破するための１つの工夫が一般社団法人の

「地域集積協力金及び耕作者集積協力金については、

設立である。これは地域に支給される日本型直接支

機構への貸付けを推進するのが主目的ですので、現に

払交付金への対応でもある。森剛一氏によれば「日本

利用権を設定しているものであっても、合意解約して

型直接支払交付金や地域集積協力金を任意組織で受

機構に貸付けが行われるのであれば、交付の対象とな

け取ると構成員課税が適用され、交付金等を翌年に繰

ります」となっている。続いて「経営転換協力金につ

り越せば構成員に課税されます。そこで、考えられる

いては、経営転換等のために農地の貸付けに踏み切っ

のが一般社団法人（非営利型法人）で交付金等を受け

ていただくことが主目的ですので、既に貸付けを行っ

取る方法です。非営利型法人なら翌年に繰り越しても

ていた場合は対象としていません」とも記されているが、

課税されずに法人税申告も不要で、交付金等を有効活

この回答は重要ではない。その前の「現に利用権を設

用できます」
（
『農業共済新聞』2014 年４月２日）とし

定しているものであっても、合意解約して機構に貸付
けが行われるのであれば、交付の対象となります」が

注３）「12

決定的に重要である。すなわち、すでに法人化して利

よる農地利用）は、農地中間管理事業においてどのような位置づけ

用権設定で農地を集積している集落営農が、いったん、

なのか」という問いに対して「機構への農地の貸付けは、利用権の

利用権設定を合意解約し、その農地を農地中間管理
機構に預け、再びそのまま機構から貸し付けを受ける

設定により行われるので、特定農作業受委託は対象となりません。
（しかし、出し手に対する機構集積協力金については、任意組織で
ある集落営農へ特定農作業受委託で預ける場合も、機構を経由せず

ことで、つまり、現状を何も変えることないまま書類作

に対象とすることとしています。）」という回答がされており、集落

成などの事務処理を行うだけで、地域集積協力金を

営農を法人化しないままでも地域集積協力金は受け取ることができ

注３）

受け取ることができるということである

。先の仮定

であれば、その農地面積が 30ha であれば 1080 万円、
100ha だとすれば 3600 万円である。
確かにこうした運用によって集落営農を設立した時
期による不公平は解消されたが、農業構造に変化が見
られないまま、140 億円の地域集積協力金が交付され

8

特定農作業受委託（法人化していない集落営農組織に

ることになっている
注４）森 剛一『法人化塾（第３版）−集落営農法人化のメリットと
成功のポイント』農山漁村文化協会、2012年、20 〜 34ページ
を参照のこと。 また、「非営利型法人の一般社団法人では、 収益事
業を営まなければ国等の交付金に課税されず、法人税申告も不要で
す。法人名義で不動産を所有でき、林地など共有地の管理にも適し
ています。また、農業は収益事業に該当しないため、農業を営んで
も課税されません」
（『農業共済新聞』2014年５月１日）とある
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ている。同氏は以前から一般社団法人として地域資源

再編につながるかどうかはまったくの未知数だが、農

管理法人の設立を推奨してきたが注４）、図らずも、今回

地中間管理機構に一定程度の農地は集積されることは

の施策における税制措置の不十分さによって、その主

間違いない。これまで人・農地プランの策定に努めて

張がクローズアップされる可能性が高まってきた。表は

きた地域や集落営農が設立されている地域など、農協

一般社団法人と会社法人を比較対照したものだが、前

のバックアップ体制が整っているところが先陣を切るこ

者の法人税は収益事業課税であり、農業は収益事業

とが予想される。

34 業種には入っていないため非課税となる。国などか

この仕組みは、しかしながら、地域に危機意識を

らの補助金も消費税の課税対象外（不課税収入）と

醸成して集落営農を立ち上げ、あるいは担い手への農

なっており、地域集積協力金のみならず日本型直接支

地集積を進めてきた、これまで現場で培ってきた手法

払いの受け皿としても優れている。さらに任意組織が

とはかなりの距離感がある。重要なのは、地域農業の

購入した機械施設の無償譲渡を受けた場合も課税を

将来像を自ら描き、どのように農地を維持していくかを

受けないで済む。

自ら決めることであり、それに成功した地域でなけれ

地域集積協力金についてはその受け方・使い方とも

ば農地は動かなかったということではないか。農用地

波乱含みであり、特に後者についてはその受け皿づくり

利用配分計画に人・農地プランが反映されることになっ

を含めて、農地中間管理機構が実際に動き出す前に、

たが、そうであれば、このプロセスを市町村から都道

早急に検討を進める必要があるだろう。

府県という上のレベルに移譲する必要はなかったよう
に思う。その分の手間が増えるだけであり、自分たち
のプランという実感も薄れてしまう。
地域集積協力金の受け皿をどのように構築していく
かは喫緊の課題である。一般社団法人は有力な選択
肢である。地域に資金を蓄積し、地元のために活用で
きる仕組みの構築は、国から下りてくるお金を無駄に
しないために不可欠であり、今回の政策が打ち出した
日本型直接支払制度への地域レベルの対応としても有
効である。税金への対応はもちろん、こうした組織が
果たすべき機能や他の組織・団体との役割分担関係
を検討し、地元社会の制度化を図り、村の弱体化に
対応できるようにしていく必要がある。

６．おわりに
農地中間管理事業と関連予算を見てきたが、農地を
面的にまとめて借りることができなければ、担い手に
直接的なメリットはないというのが現段階での評価で
ある。必要とされる書類・資料も多く、事務処理コス
トは膨れ上がる可能性が高い。この問題は当の農地
中間管理機構にも当てはまる。ただし、農地の出し手
に対しては多額の補助金が交付されるので、農業構造
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報告

シンポジウム「地域から取り組む
再生可能エネルギー－－ドイツに
学ぶ協同組合の役割－－」
ＪＣ総研 協同組合研究部

ＪＣ総研と農林中金総合研究所は、シンポジウム「地域

●エネルギー協同組合が革新的な力に

から取り組む再生可能エネルギ ー－－ドイツに学ぶ協同組

私の住んでいる所は、 バイエルン州の最北にある

合の役割－－」を、日本協同組合学会とＩＹＣ記念全国協

レーン・グラプフェルト郡です。バイエルン州ではエネ

議会の後援で、2014年３月19日に明治大学リバティホール

ルギー協同組合が革新的な力になって、地域でつくっ

にて開催し、農協、生協など協同組合関係者約330人が

たエネルギーを地域で使うというコンセプトで再生可能

参加した。再生可能エネルギー利用先進国のドイツから講

エネルギーを促進しています。そして、そのプロジェク

師２人を招き、日本での取り組み報告も踏まえ、パネルディ

トを各地域でビジネスとして成り立たせています。

スカッションでは協同組合の役割などについて活発な議論
が交わされた。

アグロクラフト社は、バイエルン州農業者同盟とマ
シーネンリンク（機械サークル、 農業機械の利用仲介
組織）が半分ずつ出資して、2006年に設立しました。
再生可能エネルギーと農村開発のプロジェクトを中心
に、地域の人々のさまざまな良いアイデアを実現してい
こうというのが設立の目的です。
アグロクラフト社が正式に発足する前年の2005年に、
アグロクラフト社創設者の提案を受けて、農業者が中
心となってつくったのが、グロースバールドルフ市民太
陽光発電所有限合資会社で、これを皮切りに現在では
ソーラー発電所が４カ所、バイオガス発電所が10カ所
でき、2013年３月の時点で40のエネルギー協同組合を
設立しています。
2011年３月の福島の原発事故後、 メルケル首相は
2022 年までにす
べての原発を止め

基調講演Ⅰ「村による村のためのエネルギー」

ることを決定しま
した。日本の事故

「フリードリヒ・ヴィルヘルム・ライファイゼンエネル

が、ドイツのエネ

ギー協同組合〜農村におけるドイツのエネルギーシ

ルギーシステムに

ステム転換の推進力〜」

影響を与えたので

ミヒャエル・ディーステル氏（アグロクラフト社 専務

す。

理事）
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●農村地域にとって再エネの大きな意味

目の太陽光ルーフシステムプロジェクト。

再生可能エネルギ ーへの転換は、 集中型から分散

そして、 ４番目は道路建設に併せてパイプを埋め込

型の供給システムへの転換です。 これは農村にとって

み、121世帯への地域熱供給網をつくりました。 そこ

大きな意味があり、農村地域は食物だけでなくエネル

に熱を供給するのが、５番目のプロジェクトのバイオガ

ギーをつくる地域になります。村で農家がつくり出すエ

ス発電所で、 出資者は農場経営者42人で、 投下資本

ネルギーは、バイオマス熱、太陽光・水力・風力発電

は370万ユーロでした。

など多様な再生可能エネルギーミックスを可能にします。

ここで分かるのはコミュニティーの力の大きさです。

また、再生可能エネルギーは住民に受け入れられ協力

そのコミュニティーの力は私どもがいろいろな人を説得

によって実現すべきで、政策は住民による自主的なプロ

して力を出してもらえるようにしたのです。

ジェクトであるべきです。さらに地域住民の誰もが出資

グロースバールドルフという１つの小さな村で、2005

してメリットを得ることができないといけません。そし

～ 2012年の間に1500万ユ ー ロ強が再生可能エネル

て、 地域で実現した価値は、 地域の持続可能な開発

ギーに投資され、その70％は外部資本です。つまり、

に使われるのです。

地域の銀行にとっても、１つの村、コミュニティーの発

私たちが最初のグロースバールドルフ市民太陽光発

展が魅力あるビジネスとなり得るのです。また、グロー

電所に取り組んだ際の基本理念の１つは、できるだけ

スバールドルフ市民太陽光発電所は、毎年２万ユーロ

多くの住民を関与させ出資を募って成功させること、

の法人税を村にもたらします。 だから、 企業でも協同

２つは教会の尖塔の原理で、尖塔から見える範囲で教

組合でも本社機能が地域にあるか否かは重要なポイン

会の周りにいる人から巻き込み、どんどん広げていくと

トです。

いうことでした。これにより、大都市の支援を受けなく
ても十分プロジェクトが成功できることを立証し、次々
とプロジェクトを成功させてきました。

●エネルギー生産と地産地消、そして地域づくりへ
グロースバールドルフでは、 バイオマスと太陽光の

各プロジェクトは独立・分離した形で進め、 出資の

組み合わせで電力の475％、 熱の90％をつくっていま

スキームは自己資本が30％、外部資本が70％です。外

す。 ドイツはエネルギーの地産地消に向かっています

部資本は、 地元の協同組合の銀行と貯蓄銀行からの

が、われわれはとにかく100％以上の電力をつくること

融資です。自己資本はプロジェクト出資金を2000ユー

を目標にしています。

注）

とし、 そのうち協同組合の出資金を100ユーロ、

われわれのビジョンは、 村にあるさまざまなポテン

劣後ロ ーンを1900ユーロという形で組み立て、 劣後

シャルを最大限生かしていこうということです。そこで

ローンに対しては利子を付け、協同組合出資金には利

最後に地域開発について一例をご紹介します。 空き屋

益が出た場合に配当するというファイナンスモデルをつ

になっていた民宿の再生計画のために新しい協同組合

くりました。

が設立され、50万ユーロが投資され、104人が参加して、

ロ

大変素晴らしいレストランに再生し、 予約でいっぱい
●小さな村で住民参加のプロジェクトを次々と
グロースバールドルフ村では2005年の市民太陽光
発電所をスタートに、村の住民（人口946人、234世帯）

という状態が続いています。 その過程で村の人たちの
絆がより深まり、コミュニティーが新たに出発するとい
う素晴らしい例だと思います。

のすべてを巻き込む方向でプロジェクトを進めてきまし

私たちは何か新しいことをしたのか。 いや、 フリー

た。
2009年には、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ライファ

ドリヒ・ヴィルヘルム・ライファイゼンがもたらした協同

イゼンエネルギー協同組合を設立。その最初の取り組
みが２番目のプロジェクトで、村のサッカー場の観客席
の屋根にソーラーパネルを設けました。続いて、３番

注）１ユーロは約140円（2014年6月4日現在）

【報告】
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組合の理念をもう一度呼び起こし、 再生可能エネル

ることが必要です。

ギーという新たな視点で捉え直したのです。 協同組合

さらに協同組合という形態を選ぶ理由として重要な

の理念は世界中にあり、理想的な経済的な組織づくり

のは、１人１票など民主的な構造です。 会員の協力が

につながるものと私は確信しています。

とても重要なので、民主的な意思決定を保証している
ことです。
協同組合への参加の動機を会員アンケートで見ると、

基調講演Ⅱ 「ドイツにおけるエネルギー転換」

突出した答えの１つは「積極的にエネルギ ー転換に参
加したい」
、もう１つは「地域に投資し、地域の価値創

「〜再生可能エネルギー協同組合の役割〜」

造を推進したい」というものです。 協同組合の設立時

アンドレアス・ヴィーク氏（ＤＧＲＶ＝ドイツ協同組

の会員数は平均40人くらいですが、１年で５倍にもなり

合・ライファイゼン協会 ディレクター／エネルギー

ます。 地域で一緒に何かをやろうという人々の意志が

協同組合事務局長）

強いことを示しています。

●エネルギー協同組合は個人参加が圧倒的

●ビジネスモデルと、協同組合で取り組むメリット

ＤＧＲＶは協同組合の全国組織で、 最高監査機構

エネルギ ー協同組合のビジネスモデルは大きく分け

でもあり、 組合員の利益を代表してロビー活動、 コン

て、太陽光発電、風力エネルギー発電、地域熱の３分

サルティングなどいろいろな支援活動を行っています。

野です。フリードリヒ・ヴィルヘルム・ライファイゼンエ

ドイツには、 約8000ある協同組合の１割に当たる約

ネルギー協同組合が一番典型的なモデルで、太陽光発

800のエネルギー協同組合があり、そのなかで20万人

電で最も積極的な協同組合です。 地域の人々が集まり、

の人々が活動しています。

資金を出し合って太陽光パネルに投資し、一緒にエネ

エネルギー協同組合は５年くらい前から始まったばか
りですが、急増の要因として、再生可能エネルギー促

ルギーをつくり、出来た電気を売電するという仕組みで
す。協同組合の約８割がこの形でスタートしました。

進法によって、エネルギーを固定価格で20年間売却で

約150の協同組合がバイオガス設備を持ち、発電とと

きるなど、 安定した枠組みができたことが背景にあり

もに、 地域の世帯に熱供給しています。 このプロジェ

ます。 エネルギ ー協同組合の会員構成は90 ％以上が

クトは協同組合特有の民主的構造、つまり全員が平等

個人で、 多くの農業経営者が参加しています。 会員の

で同じような形で参加する仕組みが重要な出発点です。

３％ほどが銀行や企業、２％が地方自治体の代表など

最後に、再生可能エネルギーにとっての協同組合の

の参加です。

メリットを７つ挙げます。 ①複数の参加者・関係者の

会員の出資状況は最低出資単位が10ユーロで、平

利益調整、 ②多くの市民の参加で幅広い合意形成、

均 6 9 2 ユ ー ロと

③地域で価値の創出、④誰もが参加できるという社会

なっています。エ

的な公正、⑤メンバー・地域のニーズへのきめ細かな

ネルギ ー協同組

対応、⑥組織としての安定性－－ドイツではエネルギー

合をつくる場合、

協同組合で破綻したケースはありません。⑦持続的な

市民に受け入れら

法形態。協同組合は地域に根差して活動する企業の１

れることが重要で、

つであり、その仕組みを使ってさまざまなアイデアを拾

小規 模 出資を可

い上げ、実現させることができると私は考えています。

は たん

能にして広範な市
民が参加、 出資
できる環境をつく
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日本からの報告Ⅰ

み続けたくなる魅力が必要です。 そのために町では、
農林業で多種多様な産業を創ること、資源・環境面で

「下川町における再生可能エネルギーへの取り組み

はエネルギ ーの自給を図り低炭素な社会を創ること、

～木質バイオマスを中心に～」

社会的な面では超高齢化対応のモデルを創ることを目

春日隆司氏（北海道下川町 環境未来都市推進本部

指しています。

長）

超高齢化社会対応では、 人口140人の限界集落で
公営住宅建て替えを機に、若い人と高齢の方に一緒に

●森づくりと森のエネルギーによる地域づくり

住んでもらいバイオマス熱を供給する構想を進め、 新

下川町は人口約3500人、 面積の９割は森林で、 そ

たなコミュニティー形成にチャレンジ。ここでの新ビジ

の約85％が国有林です。1953（昭和28）年に国から山

ネス創出のため、王子ホールディングスと「森林資源の

を購入し、毎年50haに植林を続けてきました。それに

多面的な活用に関する連携協定」を結び、熱を使った

より町有林から年々 50haを伐採できるという資源がで

産業化の取り組みを進めています。

きています。先人たちの狙いは、戦後の雇用対策でし
た。

地域資源の資金化（都会との価値の共有）の例とし
て、森林の間伐促進のためのカーボン・オフセット制

町有林の間伐材は森林組合が加工を行い、 多種多

度を全国で一番先に導入し、音楽家の坂本龍一さんが

様な製品にしています。 木くずなどは、2003年ごろか

代表を務める団体や（株）ジェーシービーなどと協定を

ら公共施設の化石燃料焚きボイラーを木質ボイラーに

結びました。下川町の森づくりによるＣＯ２吸収分のク

変え、原料としています。 公共温泉の五味温泉、幼児

レジット（ＣＯ２の吸収量）を渡し、相手はＣＯ２の排出

センター、農業用育苗施設、役場と周辺施設など順次

権としてオフセットするという形で、現在１億4000万円

木質ボイラーを整備し、現在公共施設の40％を木くず

を森づくりのために資金化しました。

焚きにしています。

町内の金の流れを大学に分析してもらったところ、

木くず焚きへの転換によるコスト削減効果は全施設

石油製品と電気で12億円が外に出ています。その内部

で1400万円くらい。その削減分を積み立てて、半分は

化を図る取り組みを進めていますが、 エネルギー自給

将来の設備更新に、半分は中学生までの医療費無料

は28億円の経済効果があり、雇用が100人増えるとい

化、２歳児まで月3000円の支援など福祉に使います。

うシミュレーションが出ています。

このように、下川町では循環型の森づくりと再生可能エ

2013年12月には「下川町自然資本宣言」をし、山村

ネルギーによる地域づくりを進め、
「熱のスマート化 」

が持つ土壌、空気、水など自然資本の価値評価制度設

も図っていきます。

計をスタートし、豊富な地域資源をいかに定量化、資金

スマート化を進めるためには、住宅の高気密・高断
熱化、 再生可能エネルギ ーの導入が必要で、 そのた

化、
「見える化」して、そのなかでビジネスがどう展開で
きるかを考え、取り組んでいるところです。

めに「快適住まいづくり条例」を制定し、支援を行って
います。2011 〜 2012年度の実績では、約4900万円の
補助を行いました。 その財源として、将来的には外部

日本からの報告Ⅱ

資金を活用した炭素会計制度を設けて炭素預金を貯め
て、資金化するという仕組みを考えています。

「エネルギー自治と再生可能エネルギー ～長野県飯
田市の実践から～」

●地域資源の資金化を都市との連携で

諸富 徹氏（京都大学大学院 経済学研究科 教授）

そのような取り組みを「人が輝く森林未来都市しも
かわ」 を掲げて進めています。 未来都市にはそこに住

●市民協同出資による再エネ発電事業

【報告】
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ドイツのお話から、エネルギー転換のキーワードは

ネスを展開する際の第一義的な権利は住民にあるとし

「集中型から分散型へ」
「エネルギ ー生産の民主化 」

ています。 ある限界集落では、小水力発電の取り組み

そして「自治」だと思いました。飯田市の再生可能エネ

をしています。協同組合に近い形でコミュニティー全員

ルギーの中心的担い手「おひさま進歩エネルギー」
（以

が参加して、資金を出し合い、売電収益はコミ ュ ニ

下「おひさま」）は株式会社の形ですが、貫いている精

ティーのために再投資していけるスキームをつくろうと

神はまさに協同組合であり、ドイツの報告と同じです。

しています。

「おひさま」は2001年に発足し、2004年にＮＰＯ法

このような取り組みの背景に「自治」があります。飯

人になり、保育園の屋根に３kWのパネルを載せたのが

田市では公民館制度が根付き、住民が地域課題を話

第１号の太陽光発電事業です。 飯田市は2004年に環

し合って解決していく仕組みが整っています。 分散型

境省の「まほろば事業」に応募し、中核的な事業を市

再生可能エネルギービジネスには、各地域に人材がい

民協同出資による再生可能エネルギー発電としました。

て皆で協力するという基盤が極めて重要だと思います。

この市民自ら立ち上げる事業に「おひさま」が手を挙げ
たのです。そして、2005年２月にファンドを構築して出
資募集したところ、２カ月で２億円以上が集まりました。
●自治体の役割、自治の基盤の重要性

パネルディスカッション 「再生可能エネルギーと協同組合」
《パネリスト》

このビジネスにとって自治体の役割は大きく、市の施

ミヒャエル・ディーステル氏／アンドレアス・ヴィー

設の屋根に太陽光パネルを設置し公共施設で電気を使

ク氏／春日隆司氏／諸富 徹氏／村田 武氏（愛媛大

うに当たり、市は１kWh当たり22円で買い取りました。

学 客員教授）／鈴木伸予氏（＜一社＞グリーンファ

当時のＲＰＳ制度では買取価格が変動し、収益の不確

ンド秋田 事務局長）／土屋 博（ＪＣ総研 代表理事

実性が大きかったとき、市が中部電力にＲＰＳで売る

理事長）

価格は20円前後、リスクを市が引き受けたのです。 こ

コーディネーター：石田信隆（農林中金総合研究所

の結果、ビジネスの見通しが立ちました。これは国が制

理事研究員）

度化する前に設けられた固定価格買取制度「地域版Ｆ
ＩＴ」であり、大変意義深いものです。
民間住宅の屋根に普及させたときには、初期コスト

「生活クラブ風車の実践～エネルギ ー自治と地域間

200万～ 230万円を「おひさま」が立て替える「ゼロ円

連携をめざして～」 鈴木伸予 氏（＜一社＞グリーン

システム」をつくりました。住宅の方は中部電力に売電

ファンド秋田 事務局長）

しながら９年間返却を続けると、パネルと売電収入は

生活クラブ風車は、 生活クラブ生協の東京・ 神奈

自分のものになります。 このスキ ームで、
「おひさま」

川・千葉・埼玉の単協でつくりました。目的は３つ、自

の初期コスト負担に飯田信用金庫が担保なしで融資を

分たちでエネルギーをつくることにチャレンジ、脱原発

行ったことが支えになりました。

＝小規模地域分散型の再生可能エネルギ ーの実践、

以上から、結局はソフトが大事で、ビジネスとしての

消費者自ら使うエネルギーを選択しエネルギーを市民

立ち上げ方、担い手の獲得、組織形態の選択、ファイ

で自治する運動のスタート、です。秋田県にかほ市に

ナンスのあり方とリスクコントロール、技術のマネージメ

約2000kW、 ２MWの風車を１基建てて、 稼働してほ

ントなどを、地域の人々が獲得していけるかどうかが最

ぼ２年経ち、順調に発電しています。
エネルギー自治へのチャレンジとして、
「生活クラブ

大の課題だと思います。
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●報告１

飯田市は2013年に「地域環境権条例」を設定。 地

エナジー（仮称）
」をこの秋に立ち上げます。またエネ

域の自然環境資源を利用して再生可能エネルギービジ

ルギーを通じた地域間連携をにかほ市と首都圏の間で
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【報告】
シンポジウム「地域から取り組む再生可能エネルギー－－ドイツに学ぶ協同組合の役割－－」

報告

進めています。

合をつくればいいのではないか、どういうポテンシャル
があるのか、どういうビジネスが可能かと、プロジェク

●報告２

トを考え始めたのです。

「再エネ発電とＪＡグループ～地域における協同組合

村田：1998年に当時のシュレーダー政権は10大電力

としての役割発揮～」 土屋 博（ＪＣ総研 代表理事

会社による地域独占を廃止し、発送電分離が進みまし

理事長）

た。 そこに2000年、 固定価格買取制度を持った再生

農家や地域住民自ら再生可能エネルギーへ取り組む

可能エネルギー促進法ができ、送電線に再生可能エネ

ことで、地域のエネルギー源からの発電所得が地域に

ルギーの電気を最初に送り込めるようになったことで、

還元されるようになると思います。 その観点から、 固

非常にやりやすくなった。 エネルギー協同組合設立の

定価格買取制度ＦＩＴの見直し（小規模の発電の優遇

きっかけとして、東京電力福島第一原子力発電所事故

など）、 農山漁村再生可能エネルギー法の活用が大事

後、メルケル政権による2020年までに原発を全部止め

になってきます。協同組合は、組合員や地域住民の取

るという政治決断が大きいと思います。

り組みの支援を中心に置くべきで、コーディネーターの
役割、 事業主体の設立の支援、 融資が非常に大事に

●ドイツの固定価格買取制度は破綻したか

なると思います。

ヴィーク：これは難しい問題ですが、エネルギーシフト
の実現にとって重要なのは固定価格で20年間買い取る
という安心感、 安定性の枠組みです。 一方、 エネル
ディスカッション

ギ ー協同組合には、 自分でつくった電力をＦＩＴに入
れずに地産地消しているところも出てきています。

●ドイツではなぜ小規模分散型の導入が進んだか

諸富：ドイツの電力料金、特に再エネの賦課金の高騰

ディーステル：再生可能エネルギー促進法ができ、農

問題が、原発再稼働を目指す立場からＦＩＴへの批判

村に外部からソーラー発電の土地確保に来るなど、大

として取り上げられ、ＦＩＴ依存は日本経済を駄目にす

きなプロジェクトがあることが分かりました。それに対

ると指摘されます。しかし高騰の原因は、１つに2000

して、 住民たちが自分たちでやったらどうか、 協同組

年代の化石燃料の高騰で発電コストが上がり、連動し
て付加価値税も上がり、
太陽光の伸びによって賦
課金が急速に増大したの
です。
ドイツの場合、 世論調
査では非常に多くの人が、
脱原発のために賦課金上
昇を受け入れているとい
うことを、日本としては理
解しておく必要があるか
と思います。

【報告】
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報告

●日本における問題・課題、ドイツの経験

ら次は村の生活協同組合だと言われました。 エネル

春日：バイオマスは燃料の安定供給が続かないと事業

ギー自治を取り戻し、その先はコミュニティーレストラ

が成立しないので、川上から川下まで一体的なシステ

ンなどの村おこしに、 地域暖房で道路や住宅の改造

ムをつくり、 将来の姿を描いて取り組むことが必要で

につなげていくという流れです。 そこで一番学ぶべき

す。また、利害が絡むので、下川町の場合、ガソリン

はアグロクラフト社です。 日本の協同組合は再生可能

販売の人たちの業種転換のインセンティブを町が制度

エネルギ ー推進のコンサルタント組織を、 例えば農協

化しました。

は県中央会レベルで、 きちんとつくる必要があると思

鈴木：消費者は東京では東京電力しか選べない、 再

います。

エネへ消費行動ができないことはすごく大きい課題で

石田：ドイツからお２人をお招きして、再生可能エネル

す。 風力発電事業には騒音や低周波などの問題があ

ギ ーは地域の人々によって、 地域に利益が落ちるよう

るので、 地域の人たちも入った協同組合的な考え方で

に進められるべきだということ、ライファイゼンに始ま

いくことが重要だと思います。

る古い歴史を持つ協同組合が再生可能エネルギーとい

土屋：全国で荒廃農地が28万ha、うち利用困難な農地

う人類が直面している最も新しい重要課題の１つにチャ

が13万haあり、再生可能エネルギーへの潜在的な能力

レンジして大きな成果を挙げていることがよく分かりま

は大きいですが、買取価格は下げられていくので、ス

した。日本における取り組みの報告もあり、非常にか

ピード感を上げて取り組まなければいけない、それに

み合うシンポジウムができたかと思います。

は市町村の基本計画の推進力が大きな課題です。
ディーステル：再生可能エネルギー促進には、もっとロ
ビー活動が必要です。そして、永遠に変化改善しなが
ら進んでいくプロセスなので、よく観察してほしい。私
どものソーラーシステムは当初の４haで１MWから、現
在は１haで230MWと非常に改善して、 投資が非常に
低くなっています。
●地方自治体、協同組合の役割
諸富：飯田市では自治体職員が、再エネによるエネル
ギ ーの自立は地域経済にとって利益があることをよく
理解しています。 民間のＮＰＯやＮＧＯ、 地元の企業
や金融機関に積極的にビジネスに参画してもらい、 富
と雇用を地域に創出して循環する仕組みをつくること
を自治体が支援するという発想に、仕事の仕方を根本
的に変えることが重要だと思います。
土屋：ＪＡとしては、再エネの取り組みに農村地域の金
融機関としての役割を発揮したい。700ある単協レベ
ルで融資が可能になるようにしていくべきとも思います。
鈴木：生協は食べ物の産直を続けてきましたが、エネ
ルギーの産直を都市の生協と産地の農協・漁協・森林
組合との協同組合間連携でぜひ進めたいと思います。
村田：今日ディーステルさんは、エネルギー協同組合か

16

ＪＣ総研レポート／2014年 夏／VOL.30

【報告】
シンポジウム「地域から取り組む再生可能エネルギー－－ドイツに学ぶ協同組合の役割－－」

食料・農業・農村 研 究 ノ ー ト

バイオマス発電に取り組む
南ドイツの３軒の農家
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

１

い

ず

み

ま

り

和泉 真理

もバイオマスに由来するエネルギーは、 再生可能エネ

．はじめに

ルギ ーの約７割を占めており、 木質バイオマスの混焼

2011年３月の東日本大震災と東京電力福島第一原発

やバイオガス発電による電力供給、 バイオガス発電に

事故を機に、日本でも再生可能エネルギーへの関心が

よる地域暖房や木質バイオマスによる暖房などの熱供

高まっているが、ＥＵ（欧州連合）は、2020年までに

給、バイオエタノールやバイオディーゼルなどによる輸

「全エネルギ ー消費に占める再生可能エネルギ ーの比

送部門でのエネルギー供給と、エネルギーの全部門で

率を20%に引き上げる」 ことを目標に掲げ、 再生可能

活用されている。

エネルギーの導入を熱心に進めている。ＥＵの各加盟

ドイツは「バイオマス先進国」として知られている。

国は電力・熱・輸送の３部門について、それぞれの再

ドイツはＥＵのなかでも最大のエネルギー消費国だが、

生可能エネルギー導入目標を達成することが義務付け

2010年には、 最終エネルギー消費量の11％が再生可

られている。 その背景には、2050年までに温室効果

能エネルギー、7.9％がバイオマスエネルギーを使った

ガスの排出を80 ～ 95％削減するというＥＵの目標を達

ものであった。 原料に使われているのは、 熱としての

成することと、2006年のロシア産天然ガスの供給停止

利用が多い木質系バイオマス、 バイオガス発電の原料

を契機としたエネルギー供給への危機感があった。

となるトウモロコシ、 バイオディーゼルの原料となるナ

この目標に沿って、ＥＵの各加盟国は電気の固定価

タネなどである。 バイオマス由来の電力に対する固定

格買取制度や投資助成、税制優遇などさまざまな推進

価格買取制度や、 バイオガスプラント設置に対する金

策を通じて、再生可能エネルギーの供給を増やす努力

融支援などもあって、 ドイツの農業者の多くがエネル

を続けており、表にあるように、 この10年間で再生可

ギー生産に取り組むようになり、トウモロコシの作付面

能エネルギーの供給量は大幅に増加している。なかで

積も急速に増えている（松田裕子「ドイツにおける再生
可能エネルギーの発展と課題」2012年）
。本稿では、
ドイツの個々の農業経営での取り組みの多いメタン発
酵を利用したバイオマス発電に取り組む、南ドイツの３
軒の農家を紹介したい。

２

．
ドレハー農場：酪農と発電とグリーンツーリズムと

なだらかな畑や森が北海道を思わせるドイツの南西
部のバーデン＝ヴュルテンベルク州の州都シュツットガ
ルトから車で南西に２時間程度行った、小高い丘の上
の50軒弱の村に、ドレハー農場がある。ドレハー家は
16
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研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

何代にもわたりこの地で農業を営んできた。現在のド

ドレハー氏のバイオガス発電施設は、900㎥、800㎥、

レハー農場は、経営面積は120ha（うち100haは借地）

239㎥の３つのタンクからなり、２回の発酵過程を経て

で乳牛約120頭を飼う。経営主のトビアス・ドレハー氏

発生したメタンガスでエンジンを回して発電する。この

は、10年前にバイオガス発電と太陽光発電を始めた。

３つのタンクや発電用エンジンなど一連のバイオガス

酪農はＥＵ全体で厳しい時期が続いており、生産過

発電施設を造る費用は、10年前の建設当時で100万

剰に対する生産枠の設定で生乳生産量は減っているの

ユーロ程度（約１億2000万円）注１）であった。発電され

に、生乳の価格は低迷し続けている。ドイツはＥＵで

た電気は、20年間の固定価格買取制度によって、 １

も最大の生乳生産国だが、特にこのバーデン＝ヴュル

kWh当たり20ユーロセント（約25円）で販売している。

テンベルク州のような南部地帯は中小規模の酪農経営

年間１万㎥のガスが発生し、 発電能力は420kW、 年

が多く、酪農の不振の打撃を大きく被っている。ドレ

間発電量は350万kWhとなっている。

ハー氏によれば、30年 前にはこの村には農 家が40軒

発酵のための材料は、酪農から発生する糞尿、サイ

あったが、今では専業で農業を営むのはドレハー農場

レージ、 トウモロコシで、 １日に大体20ｔ使う。 ドレ

を含む２軒だけになってしまったそうだ。

ハー農場の発電システムは大きいものではないが、 発

農業経営として生き残るため、ドレハー氏は経営の
多 角 化を進め、 その１つが売 電 事 業、 もう１つがグ

電の材料を自給でき、 外部から購入しなくてもよいサ
イズになっているそうだ。
メタン発酵後の消化液（スラリーと固形物）はすべて

リーンツーリズムであった。

自分の農地にまく。 良い肥料になっており、 また、 肥
料をほとんど自給することで高価な肥料代を払わずに
済んでいる。
このようにドレハー農場では、農地でトウモロコシと
牧草を作り、 それを牛に食べさせて糞尿を発電に使う、
ざん さ

あるいは直接作物を発電に使う、 発酵の残 渣 である
消化液を肥料に使うというサイクルを、 自分の農場の
なかで完結させている。 トウモロコシも牧草から作っ
たサイレージも、バイオガス発電と乳牛の飼料の両方
ドレハー農場のサイレージ置き場とその向こうに広がる農地

（１）ドレハー農場のバイオガス発電事業
ふ ん にょう

ドレハー農場では、 畜産糞尿やトウモロコシなどを
使ったバイオガス発電と畜舎や機械庫の屋根を活用し
た太陽光発電による売電事業に取り組んでいる。
このうちバイオガス発電は10年前に始めた。 当時は
周辺に同じようにバイオガス発電に取り組む人がいな
かったので、ドレハー氏は、発電設備を販売する２社
のサポートを受けつつ、ほとんど独学で試行錯誤しな
がら今の発電施設を造り上げた。当時はバイオガス施

ドレハー農場の１次発酵タンク

設導入への助成もなかった。
「エンジンを１つ壊したよ」
と当時を振り返ってドレハー氏は笑う。

注１）
（ ）内の円換算値は該当時の為替レートで計算。以下同じ
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に使われている。
バイオガス発電をすると、発酵過程や発電過程で熱
が発生する。これをドレハー氏は温水にし、同じ集落
の約50戸にエネルギー換算で１kWh当たり７ユーロセ
ントという価格で提供している。 集落内の配管を通じ
て提供される温水は、 配給先の家庭の熱交換器で家
庭の温水を加熱し、暖房などに使われている。この取
り組みもあって、 この村は、 集落内の電気と熱エネル
ギーを集落内のバイオマスエネルギーで賄う「バイオエ
ネルギー村」に認定されている。
（２）ドレハー農場の太陽光発電

古い納屋を改造して、宿泊施設やショップにしている

（４）ドレハー農場の酪農部門と経営多角化の成果

ドレハー氏は2002年に、 畜舎や納屋の屋根を利用

ドレハー農場では、約120頭いる乳牛から、年間

して全体で300kWの発電能力を持つ太陽光発電の設

約120万ℓ生産される生乳を、 販売単価１ℓ当たり

備を設置した。 太陽光発電については20年間の電力

35ユーロセント（約45円）で売っている。畜舎は40

固定買取価格が１kWh当たり約50ユーロセント（約60

年前に建てたものだが、自動搾乳ロボットを２台、

円）となっており、設備の設置費用は10年で回収でき

自動給餌機を１台設置しており、農場に投入される

たそうだ。

労働力はドレハー氏と、就農希望の研修生３人だけ
である。
ドレハー氏に、酪農と発電事業とどちらの収益が
大きいか、と尋ねたら「もちろん発電事業だ」とい
う答えが返ってきた。
おおまかに見積もって、酪農部門の生乳の売上高
は年間約5500万円である。 これに対し、 バイオガ
ス発電の売上高は8000万〜 9000万円、 太陽光発電

畜舎の上に並ぶ太陽光発電パネル。SANYO 製

による売上高は1000万〜 2000万円程度と見込まれ、
ドレハー氏の回答を裏付けている。
ドレハー農場を訪れたとき、夏休みを利用して農

（３）グリーンツーリズムへの取り組み

18

場に滞在中の夫婦と7 〜８歳の女の子という３人家

ドレハー農場の経営多角化のもう１つの方法は、 農

族が、一緒に回って農場についていろいろと説明し

場の建物を活用したグリーンツーリズムや賃貸業であ

てくれた。娘が生まれてから、毎年夏休みの数週間

る。古い納屋を改築して、長期休暇用の部屋やレスト

をここで過ごしているそうだ。農場内には、ニワト

ラン、ショップにし、他にも敷地内に休暇用の家を４

リやヤギに触れられるコーナーや遊具がある他、酪

〜５軒建て、夏場の長期滞在客を受け入れている。ド

農やエネルギー生産についての説明が方々に掲示さ

レハー氏の母親手作りのパスタやジャムをショップで販

れ、家族が滞在しながら農場を楽しみ、農場を知る

売したり、宿泊客や農場に遊びに来る客に食事を提供

ことができるようになっている。その一家は親族が

したりしている。この休暇用の部屋や建物は、シーズ

やはり酪農を営んでいるそうで「この農場は新しい

ンオフには、 近年増えてきている建設業などに携わる

農業をしている、私の親族のは古い農業だ」と説明

東欧からの季節労働者の宿舎として貸し出されている。

してくれた。ドレハー農場は、農業のみの収入では

ＪＣ総研レポート／2014年 夏／VOL.30

【食料・農業・農村】研究ノート ／ バイオマス発電に取り組む南ドイツの３軒の農家

研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

経営の厳しい、中小規模経営が生き残るモデルの１

は養豚から完全撤退し、今では発電事業のみの農業

つを提供している。

経営を行っている。この経緯について「チェルノブイリ
の原子力発電所の事故により、人々の考えが変わり、
再生可能エネルギーの販売価格が上昇していったなか
で、養豚経営からガスと電気を生産する経営へと移行
した」とブルガー氏は説明した。
ブルガ ー氏は合計125haの農地で生産されたトウモ
ロコシでバイオガス発電を行い、小麦はそのまま販売し
ている。 小麦生産は、トウモロコシの連作障害を避け
るための輪作作物という性格が強く、小麦の価格があ
まりに安ければ発電に使うこともあるそうだ。

ドレハー農場の畜舎の内部

３

．バイオマス発電に特化した農業経営

ドレハ ー農場は、 酪農とそのための飼料生産、 グ
リーンツーリズム、バイオガス発電や太陽光発電を組
み合わせており、 農業経営の多角化のなかでエネル
ギー生産に取り組んでいる。
しかし、ドレハー農場に見るように、農産物の売上
高よりも発電事業による売上高の方が多い現状を捉え、

ブルガー農場のトウモロコシ畑

バイオマス発電と発電に必要な原料（トウモロコシな

バイオガス発電のためのメタン発酵には、 １日13 〜

ど）の生産というエネルギー生産に特化した農業経営

14ｔの原料を使う。 以前は、 豚の糞尿もメタン発酵に

も増えてきている。同じバーデン＝ヴュルテンベルク州

利用していたが、 今はトウモロコシだけだ。 第１次発

にあるエネルギー生産に特化した２軒の農家を紹介す

酵タンクと第２次発酵タンクの２つのタンクを持ち、 全

る。

体で150日間発酵（滞留）させ、そこから発生するメタ
ンガスを使って３台の発電機で発電する。施設全体で

（１）発酵熱を活用して消化液を濃縮する最新シス
テムを導入したブルガー農場
ブルガー氏は、前述のドレハー農場がある村の近く

380kWの発電能力を持っている。 ブルガー農場の年
間売上高を推計すると、 電力の売上高が8700万円、
小麦の売上高が1500万〜 2000万円程度となるだろう。

の180haの農場を1997年に取得した。 この180haの農

ドイツでは、バイオマス発電時の廃熱（メタン発酵と

地でトウモロコシ90ha、小麦90haを栽培している他、

発電機からの廃熱）を周辺地域の温水暖房などに活用

友人から35haの農地を借り、 トウモロコシを栽培して

するために販売するのが普通で、前述のドレハ ー農場

いる。

も周辺の家々に温水を提供していた。 しかし、ブルガ

農場の前の所有者は1300頭規模の養豚業を営んで

ー農場は、 周辺に建物が１軒もなく、農地の真ん中に

いたが、 糞尿を農地にまくことによる悪臭の問題から

ポツンと建っている。 温水パイプを埋設して熱を配給

養豚を減らしていき、 替わりに1989年にバイオガス発

することは難しい。そこでブルガー氏は、2013年の夏に、

電を始めた。ブルガー氏はこれを引き継ぎ、2000年に

その廃熱を活用して消化液を濃縮し肥料化する新しい
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2013年９月の調査時点で、 ドイツ国内でもまだ10カ

施設を導入した。
ブルガー農場では、 バイオガス発電によって年間約

所でしか導入されていないという新しい設備だが、 日

6000ｔの消化液ができる。これを固形分と液体分に分

本のメタンガス発電の普及に大いに参考になるシステ

離し、液体分のうち88％を占める水分を蒸発させ、な

ムではないだろうか。

かに含まれるアンモニアに硫黄を反応させ、 硫化窒素
の濃縮液肥を生産している。固形分の方は農地に散布

（２） 電力固定価格買取制度の改訂に合わせ新しい
バイオマス発電装置を導入したハグマン農場

する。

もう１つの「電気だけを生産する農家」は、ドレハー
農場から車で10km程度の場所にあるハグマン農場で
ある。ハグマン氏は農機具メーカーに勤める兼業農家
だ。120haの経営面積で、元は3 0 〜 4 0頭の乳牛を飼
うこの地域の典型的な酪農経営だったが、今は酪農は
やめ、バイオガス発電のみの経営を行っている。
現在バイオガス発電に使う原料の比率はコーンサイ
レージ70％、グラスサイレージ10％、ライ麦10％、そ
の他のサイレージ10％である。これらの生産を、自作
ブルガー農場の施設。右側の建物が液肥製造施設である

このシステムの利点は、 消化液をそのまま農地に散
布する場合は、 硝酸態窒素を規制する制度のために、

地でトウモロコシ、ライ麦、ホールクロップを３年サイ
クルの輪作で生産する他、半径 20 〜 25km以内の農
家から原料を購入している。
ハグマン農場で現在稼働しているバイオガス発電施

冬期は散布できないのに対し、液肥であればいつでも

設は、1200㎥のタンクを１次発酵用と2次発酵用と２つ

散布できることである。 このため、できた消化液を保

設置し、１日20ｔの原料を投入して発生したメタンガスで

存しておく大きなタンクも不要である。また、消化液を

発電している。タンクの上に付いたミキサーでタンク内

農地にまく場合には大きな散布機械が必要になるが、

を撹拌し、発酵期間は70 〜 80日、エンジンは559kW

濃縮液肥であれば、 簡単な機械で済む。 ブルガー農

の発電能力を持つ。これを電力固定買取価格である、

場のように、 発生する熱を活用することが難しい農場

１kWh当たり20ユーロセント（約25円）で販売する。

かくはん

にとって、 エネルギーの有効活用だけではなく、 悪臭

2013年９月に調査したとき、ハグマン農場では、こ

対策や将来的には肥料販売を通じた副収入も期待でき

の発電施設の隣に新しい発電施設を建設中であった。

る施設となっている。
この消化液の蒸留施設という最新設備の建設コスト
は、3000㎥規模の貯蔵タンクの建設コストとほぼ同額
の30万ユーロ（4000万円程度）だったそうだ。また、
硫黄の購入費が年間2700ユーロ（35万円程度）掛かる。
ブルガー農場では、シュツットガルトにあるホーエン
ハイム大学の大学院生が、 新しい設備の運転状況の
分析のためにデータを集めていた。農業者がメーカー
や研究機関と一緒にバイオマス発電に取り組む体制が
あることも、 ドイツの再生可能エネルギーの技術革新
を進める背景となっている。
20
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再生可能エネルギーに関する法律が変わり、トウモロ

ハグマン農場も集落からは離れており、 廃熱の利用

コシなどの食料由来の原料を使ってバイオガス発電を

が課題となっている。 冬期間中は、 隣接する200人以

した場合の売電単価が低く設定されたので、畜産糞尿

上を雇用する工場に暖房用に熱を販売しているが、 夏

などを使って発電する新しい施設を造っているのだそ

期間中の廃熱活用方法については、例えば木を乾かす

うだ。 畜産糞尿を使って発電する場合、 トウモロコシ

ことに活用することなどを検討中だそうだ。

に比べて単位重量当たり発生するバイオガスが少ない

ハグマン農場自体は中小規模の農場だが、 原料を

ので、 より多くの原料を発酵させる必要がある。 この

周辺農家から購入し、 消化液を周辺農家の農地に散

ため、 既存の施設よりも大きなタンクを持つ施設を建

布しながら、1100kWの発電能力を持つ施設を稼働さ

設中であった。従来の発酵タンクでは、内部に固形分

せることで、大きな売上高を得るという経営プランを立

が沈殿しないようにするため、タンクの上部から斜めに

てている。ドレハー農場が、あくまでも自家農場内で

大型ミキサーを２基入れて、タンク内を撹拌していたが、

完結するシステムを構築しているのと対照的だ。20年

建設中の大型の発酵タンクでは、 タンクの下部のパイ

間の固定価格買取制度に支えられているとはいえ、 今

プ４カ所から消化液を抜いて上部に流し込む方式に変

後の経営展望は、 トウモロコシ価格、 農地価格、 畜

えた。これによって、大規模なタンクでも撹拌ができ、

産の動向などに左右されることになるであろう。

沈殿する固形物をわざわざ抜き取る必要がなくなるそ
うだ。 従来の施設より発酵期間も長く、120日程度か
かる。発電能力は既存施設とはぼ同じ550kWである。
バイオガス発電施設の建設費用として、 古い施設は

４

．ドイツでのバイオマス発電の取り組みを見て

ドイツの農場統計を見ると、農場全体のうち、農産

130万〜 140万ユーロ（1.5億〜 2億円程度）、新しい施

物生産以外の事業を行っている農場の比率は22.6％で、

設の方は250万ユーロ（３億円程度）掛かる。

そのなかで多いのは農産物加工（7.8％）と再生可能エ

ハグマン農場では家畜を飼育していないので、周囲

ネルギーの生産（6.5％）となっている注２）。農産物加工

の10km圏内の農家から家畜糞尿を１t当たり1.5ユーロ

に取り組む農場の比率は、農地面積規模別に見てもあ

（約180円）で購入することになる。 また、 ２つの施設

まり変わらないが、 エネルギー生産に取り組む農場の

で発生する消化液を散布するにはハグマン農場の経営

割合は規模が大きい農場ほど高く、100ha以上層では

面積では到底足りず、 トウモロコシの購入先となって

11％の農場がエネルギー生産に取り組んでいる。ドイ

いる農家に無償で提供している。 ハグマン氏によれば、

ツではエネルギー生産が、農場の新たな収入源として、

「こちらで消化液が余っていると分かっているので、販
売することはできない」のだそうだ。

特に規模の大きな農場で定着しているといえよう。
バイオマス発電の普及に伴い、 その原料となるトウ
モロコシの栽培面積が拡大しており、 特にトウモロコ
シは水分が多くかさばるために、発電施設周辺で作付
けされることが多く、その地域での借地料の高騰を招
いている。食料・飼料生産とエネルギーとの競合や、
休耕地や草地がトウモロコシ畑に転用されることによ
る環境価値の低減なども懸念されている。このため、
法律の改正によって「バイオガス発電ではどの作物も
最大50 ％までしか利用できない」
「食料を用いる場合

注２）EU 委員会Euroetat「Farm Structure in Germany –
発電原料となるサイレージや牧草

2007」
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の電力固定買取価格の引き下げ」が行われたところで
ある。
しかし、 ドイツの農場数は2000年から2010年の間
に25％減っているなど農業の経営環境が厳しいなか、
ドイツ南部の酪農経営のような中小家族農業経営に
とって、 エネルギー生産は生き残るための有望な選択
肢である。20年間の電力の固定価格買取制度や、 Ｅ
Ｕの長期的なエネルギ ー戦略は、 当面の安定的な経
営を保証してくれている。 電力の固定価格買取制度と
いった支援策のみならず、官民を挙げた試験研究・技
術開発などが並行して、 農業者のバイオマスエネル
ギー生産を支えている。
地域農業の視点から見れば、 バイオガス発電の収
入が得られるから、耕作放棄地の問題なども発生せず、
農地が活用されているという側面もある。 ドレハー農
場のように、地域内のエネルギー自給体制構築への貢
献という役割も期待することができる。トウモロコシや
牧草のサイレージが、家畜ではなくメタン発酵用タンク
の口に投入される光景に違和感を覚えつつも、耕作放
棄地を多く抱える日本の農業にとり参考となる選択肢
ではないかと感じた。

【参考･引用文献】
・松田裕子「ドイツにおける再生可能エネルギーの発展と課題」『世
界の主要国・地域の農業、貿易を巡る事情、政策等に関する研究
： 平成23 年度カントリーレポート

ＥＵ，韓国，中国，ブラジ

ル，オーストラリア』農林水産政策研究所、2012年3月
・「欧州のバイオマス政策」『ユーロトレンド』（2011年７月号）
JETRO
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——参加と民主主義の再生産——
農林漁業団体職員共済組合 理事長

１

まつおか

こうめい

松岡 公明

の「泉 」となる可能性が高いからである。 地域を元気

．はじめに

にしたいという志と共感に基づくワークショップと対話

レイドロー報告から30数年が経過したが、協同組合

コミュニケーション、コミュニティーにおける相互扶助

運動の危機はますます深刻化している。古代ギリシャ

や人間関係の再生、その関係性が新たな経済のネット

のプラトンは「王様は哲学者になるべきである。さもな

ワークを形成するなど、プラットフォームづくりこそがこ

ければ人類の不幸はなくならない」と述べている。 今

れからの協同組合運動のビジョンのデザイン力になる

日、哲学の欠如により世界は理想を失い、世界に広が

と確信するからである。

る格差社会に見られるように、民主主義の究極の目標
たる「最大多数の最大幸福」は忘れ去られているかの
ようだ。協同組合運動の世界でも、危機の深層には哲
学と民主主義の欠如があるといえるだろう。

２

．民主主義と協同組合

今日の経済社会の行き詰まり、多様化する国民意識、

協同組合運動の新たなビジョンを描く場合、現実的

政治の混迷のなかで、 社会的な選択の議論に際して

に直面する課題の単なる「課題解決 」ではなく、 問い

「参加」が共通のキーワードとなってきた。また、冷戦

も答えも複数ある「デザイン力」への発想転換が重要

崩壊後の民主主義の変貌について、世界中に起こって

である。 性急に答えを求めるのではなく、 問題の立て

いるＮＧＯ、ＮＰＯ、ボランティアなどによる「市民活

方そのものを問い直していく試行錯誤が求められる。

動民主主義」の台頭が指摘されている。特に、参加型

けんかく

24

協同組合とプラットフォーム

民主主義の理念と現実の間には「懸隔」があるように、

民主主義は、今の時代の共通の価値観として重要性が

協同組合にも理念と現実の「懸隔 」がある。 その「懸

増している。明治以来の中央集権的な画一的な政策の

隔」の背景には、自利と利他、地域性（土着性）と機

矛盾を克服すべく地方分権のあり方が問われ、自治体

能性、経済性と社会性、共通性（同質性）と多様性、

では条例化などに伴う市民会議やワークショップ、住

内発型と外発型、 統制型と自立型、 共同社会と利益

民投票、パブリックコメントなどのいろいろな取り組み

社会などさまざまなジレンマ（矛盾）が複雑に入り組ん

が見られるようになった。

で宿っている。 それらのトレ ードオフ関係をいかに協

しかし、 これぞモデルというモデルが存在している

同システムで止揚・克服・総合化していくのかが問われ

わけではないようだ。
「自治・ 権利・ 義務＝責任・ 参

ている。哲学の欠如を反省しながら、正しい仮説設定

加」をコアとするシティズンシップ教育が定着している

に基づいて議論を重ね、 課題ごとのバラバラな答えを

欧米に比べ、 日本では参加の概念はまだ十分に確立

総合的にデザインしていく作業が重要である。

しておらず、また、参加型民主主義の要求も必ずし

以下、 協同組合の民主主義の課題を中心に、 地域

も十分に明確な具体性を持った体系的な提案の形と

づくりのプラットフォームと参加制度の多元化について

なっていない。 参加が制度的に保証されたとしても、

考えてみたい。プラットフォームは、新たな参加・協同

参加の意義がすべての国民に理解、実感されているわ
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規制緩和、民営化など新自由主義改革に反対するも

けでもない。
協同組合の参加とは、個人の自己決定を基礎とした

のには「抵抗勢力」のレッテルを貼り、世論誘導がな

社会的・集団的活動ということになる。 そもそも参加

される。リーマン・ショック以降、なんの反省もなく、

とは、何かを協同して実現しようとするからその仕組み

この常套手段が復活している。 ＴＰＰ（環太平洋パー

や場が必要となるわけで、 協同の取り組みを実現する

トナーシップ協定）を前にした農協バッシングも然りで

ための具体的な手順、収支予算、労力やコストの負担

ある。メディアの劣化も手伝って、
「世論偽装」
「民意

など、 当事者として参加するための条件について同意

偽装」
（斎藤貴男『民意のつくられかた』岩波書店）が

するプロセスでもある。 共同決定であるとともに、 そ

民主主義の危機として指摘されている。民主主義は、

れは参加者個人の自己決定でもある。

権力の監視や在野精神、国民視点の正義感などジャー

じょう と う

しか

しばしば「１人１票制 」をもって協同組合の民主主

ナリズムの本来的機能が作用しないと、民意は飲み込

義の価値が語られるが、 原則の一元論で民主主義を

まれ、権力の意向のまま社会的正義までもが偽装され

語るわけにはいかないだろう。その民主主義の内容が

ていく危険性がある。

問われるのである。協同組合原則の端緒となったロッ

政治の世界も、協同組合の世界も、間接民主主義が

チデールの時代は、10数人のメンバーによる直接民主

アタリマエである。民主主義を統治の原理と見なせば、

主義が可能であったが、今日では、総代会が当たり前

政治の限界が民主主義の限界となるように、協同組合

となっている。さらには、大規模合併に伴い、旧来の

における民主主義を組合統治の原理と見なせば、総代

集落座談会の開催さえ難しくなり、 せいぜい旧農協単

会、理事会の限界が民主主義の限界となる。

位の支所・支店レベルの会議が開かれるにとどまって

協同組合の統治も組織・ 事業の拡大に対応して複

いる。その会議も組合側からの一方通行の「説明会」

雑化、専門分化し、連合会、協同会社など二次組織が

に終わっているケースが多い。大規模合併、支店・支

導入された。国家の行政機関が巨大化したように、組

所の統廃合の進展のなかで、 新たな「民主主義の赤

合の執行体制、職員体制も巨大化した。役員体制も、

字」という問題に直面している。

事業規模が大きくなり、 経営のより専門性が求められ

コ ー ポレ ートガバナンスの世界でも、 民主主義の

るに至って、いわゆる「学識経験者」
、職員上がりが多

「民主」とは「株主」であるとして「株主資本主義」がも

くを占めるようになり、 組合員からは「役職員協同組

てはやされた。多様なステークホルダーがいるなかで、

合」という皮肉の声も出されている。主人公である組合

それを株主＝投資家に限定して発展させようという株

員の参加型の運営や民主的な統治はますます困難性を

主優先方式はマネー資本主義の暴走を加速させた。

増している。

民主主義は、歴史的に見て、多様なものの統合とい

「入り口」の民主主義も「出口」の民主主義も不完全

う方針を持っている。 民主主義が「差異と統合」を調

なまま、 しかもそれはつながっていない。 ムラ単位の

整するための技法であることも明確である。多数決の

農協や草創期の生協などの時代は、不十分ながらも、

ひょう ぼ う

原理も民主主義の技法である。 民主主義を標榜しな

おそらく民主主義が自然体のなかで運営できたであろ

がら、その一方でサイレントマジョリティーという言葉

う。 今日では、 組合をあずかるもの自らが意識的に、

も日常的に使われる。 政治とは権力を伴う営みである

自覚的に民主主義の内実をこれでいいのだろうかと自

が、 民主主義には正義としての権力への同意が基礎

問自答を繰り返す必要がある。

づけられているという原則がある。 しかし最近では、
政治権力や巨大資本など経済界の「１％」が結び付き
あお

「専門家」を巧みに利用しつつ、危機を煽りながら世論
を動かして、 自分たちに都合のいい政策を作り出して
注）

いくという「ショック・ドクトリン」 が増殖している。

注）
「ショック・ドクトリン」とは、カナダのジャーナリスト、ナオ
ミ・ ク ラ イ ンが著した書籍で、 大惨事につけこんで実施される、
過激な市場原理主義改革のことを指す。『シ ョ ッ ク・ ド ク ト リ ン
上・下−−惨事便乗型資本主義の正体を暴く』岩波書店、2011年、
参照
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３

る。 このためには、 他の投資と同様、 意識的・

．民主主義の「再生産」

長期的な民主主義への投資が必要である。 また、

1992年のＩＣＡ東京大会の基調報告「変革期の世
界における協同組合の価値」、いわゆる「ベーク報告」

その活性化は管理職の役割が鍵であり、 良質の
民主的管理職を再生産することが重要である。

において、 協同組合民主主義について、 次のような問
題提起がなされている。20年以上前のものだが、今日
的にも十分意義のある問題提起である。

協同組合における大規模合併と参加型民主主義とい
う２つの方向は、残念ながら対立関係にある。組合員
は物理的にも、 精神的にも組合の外に置かれ、 意思

（１）民主主義の困難の背後にある共通の基本的要

決定も形式化している。組合員の多様化、合併による

因は、①アイデンティティーの弱まりと②自治の弱

組合員数の拡大について、それを組合員の「再生産」

まりである。

と考えれば、同様に、組合の民主主義のあり方もその

（２）協同組合の基本的任務である、個人の行動を

多様化に対応して、ヨコ軸に「地域性」
（土着性）、タ

集団の行動に高めていくことが難しくなり、 組合

テ軸に目的別の組合員組織活動の「機能性 」を切り口

員あるいは社会も既成の協同組合方式に解決策

として、 新しい民主的運営・意思反映システムを創意

を期待しなくなっている。 組合員はますます自分

工夫するなど、 民主主義を動態的に「再生産 」してい

たちの組合の経営の対象となり、 自らの生活条

かなければならないのである。 組合員の「関心 」
「課

件を改善する努力において、ますます主体的でな

題」に着目した組織単位での民主主義と組織運営のあ

くなってきている。

り方が追求されなければならない。 請負主義的組織

（３）成功する民衆運動にならって、民主主義の「再
生産」を行っていく必要がある。その際、組合組

から始まる。

織の一体性と自治を、一度創られたら変わらない

組合員の「参加 」と事業運営の一体化を図るために

ものとしてではなく、協同組合の発展のなかで絶

は、組合員の当事者意識に基づく「参加と民主主義」

えず再創造され、 再発見されるものとして、 自覚

のプロセスが不可欠なのである。協同組合の事業・活

的に捉えることが重要である。

動は、組合員の具体的なニーズ、
「こうしたい、ああし

（４）組合員の経済的利益が促進されることは、参

たい」という願望を束ねて組織化するわけだから、その

加の前提であるが、 タマゴとニワトリはどちらが

「動機付け」を再確認することが協同組合民主主義の

先かというような厳密な因果関係において捉える

前提である。
「当事者意識」もなく、
「こうしてくれ、あ

ことは疑問と言わざるを得ない。 より良い社会・

あしてくれ」の要求型民主主義はそもそも協同組合には

経済秩序に貢献すること、 これこそが協同組合

なじまない。なんでも職員任せの、請負型の組織活動

のアイデンティティーと自治の基本的要件である。

に見られる「お任せ民主主義 」も本物の協同活動とは

参加の動機の「経済的」解釈は、組合員をサービ

いえない。

スの受動的な受け手にしてしまい、短期的にしか

民主主義における参加について、それを機能させて

協同組合の意義を示せなくなり、 経済的な利益

いくためには教育が不可欠である。 協同のメリット実

がすべてになってしまう。主要な問題は、経済と

現に向けて最大限の参加を確保するためには、組合員

民主主義の結合である。

個人の協同組合人としての態度や資質の向上が必要と

（５）民主主義が困難になった過程の背後にあるメ

26

運営の克服も、まず第一歩は組合員参加の「場づくり」

なるからである。民主的運営の手続きを取ったとしても、

カニズムを明らかにし、革新されたダイナミズムに

組合員の「自覚」と「意思」がなければ、
「参加」とはい

存在余地を与え、 新しい方法を試み、 開発するこ

えないだろう。 参加することによって、 参加のリテラ

とによって、 民主主義を活性化していく必要があ

シーが高まるというのが現実的ではないだろうか。 参
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加型民主主義によって、組合員の自立性や自己規律性

現場に運ぶ一種の媒介である」
（大竹弘二「公開

を高め、協同のメリットを最大化させていくことが期待

性の根源」
『atプラス』太田出版）
。つまり、行政

されるのである。その意味で、「参加と民主主義 」

による事実上の政策決定という問題は、この媒介

「教育」の原則の意義を再考してみる必要がある。

が決して透明ではありえないこと、そしてそれが最
さら

初の決定からの逸脱の可能性に常に曝 されてい

４

．
「来るべき民主主義」

ることに由来するものである。近代の政治哲学は
ないがし

この媒介の問題を蔑ろにしてきた。

ここで、これからの協同組合の参加型民主主義のあ

（５）現代フランスの哲学者ジル・ドゥルーズは、複

り方あるいは「民主主義の再生産 」について参考とな

数の制度が組み合わさって構成されているのが社

る提起がある。 國分功一郎の『来るべき民主主義 』

会だと考えた。制度は行為のモデルであるから、

（幻冬舎新書）である。國分は、東京都小平市の都道

制度が多ければ多いほど、国家は自由になる。
「専

の建設問題にかかる住民投票運動に関わった経験か

制とは、 多くの法とわずかな制度をもつ政体であ

ら、 近代政治理論の前提にある主権論に疑問を投げ

り、 民主主義とは多くの制度とごくわずかな法を

掛け、民主主義の根本問題を次のように整理している。

もつ政体である」と結論付けている。この制度論
から議会制民主主義を見直すと、 新たな視点が

（１） 今日の政治体制は「民主主義 」といわれてい

得られる。 主権者である民衆が政治に関わるた

るが、実際に、統治に関わるほとんどのことを決

めの制度も多元的にすればいい。 議会の改善だ

めているのは執行機関である行政というのが実態

けでなく、制度を追加すればよい。

である。民衆は行政の決定プロセスに関わること

（６） 主権とは立法権であるという建前があるため

ができない。主権者たる私たちに許されているの

に、 主権者たる民衆は行政による決定のプロセ

は数年に１度選挙を介して議会に議員を送り込む

スから排除されているのだった。ならば、行政の

ことであり、立法権に部分的に関わることだけで

決定プロセスに主権者が関わるよう制度を作って

ある。 主権を立法権とみなす前提があるために、

いけばよい。 議会制民主主義に①住民投票制度、

実際に物事を決めている行政の決定過程に民衆

②住民・行政共同参加ワークショップの工夫など

が関われなくても、
「民主主義」を標榜できるよう

強化パーツを足していくという発想により、 近代

になってしまっている。

政治哲学の誤りを少しずつ是正していくことがで

（２）政治は多数の人間の間を取りもち、合意を取り

きる。

付け、決定を下すが、その決定は１つしかない。

（７）哲学者のジャック・デリダは「来るべき民主主

このことは、政治が複数の人間と単数の決定を結

義 」のなかで、 その「来るべき」に２つの意味を

び付ける営みだということを意味する。つまり、政

込めている。 すなわち、 民主主義の理念と現実

治とは「多」と「一」を結び付けることである。

の間には「懸隔」がある。 どんな民主主義も「失

（３）主権者が一定の領域や人々を治めることを「統

敗 」や「懸隔」を免れない。 民主主義というもの

治」というが、統治されるためには立法されたも

は完全に実現するものではない。また、これぞ民

のを適用しなければならない。 法律に基づいて

主主義と呼ぶに値する民主主義はいまだ存在して

さまざまな手続きが執行されなければならない。

いない。つまり、民主主義は、常に「来るべきも

近代の主権理論によれば、 立法府こそが決定機

の」にとどまっているのであり、 逆にいえば、
「来

関であり、行政府はその執行機関にすぎない。し

るべきもの」だからこそ、 われわれはより民主的

かし、行政は執行する以上に決定している。

な民主主義を目指していかなければならないので

（４）「行政とは、主権による決定（立法）を統治の

ある。
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民主的運営について、集落座談会、支所別懇談会、
総代会の手続きという「アタリマエ」の「形式主義 」か

面下ではなんらかの不満に似た「やらされ」感が渦巻

ら、可能な限り直接民主主義に近い運営方法を目指し

いている。 民主主義の手続きにより、 組合員が「参

て、多様な参加の場づくり、実質的な決定プロセスへ

加」し、当事者意識とコスト意識をもって合意形成をし

の参加システムが重要である。

て施設利用にかかる意思決定を行う。まさに、利用者

主権者である組合員の運営参画を強化していくため

自らが「根回し」された状態で理解と納得の上で事業

には、運営に関わるための「制度」を多元化することで

利用する、また、協同することのメリットを実感する、

ある。
「行為モデルとしての制度」を多く準備・用意す

そうした経験の積み重ねが民主主義の「民度 」を高め

ること、つまり多様な参加の「場」を構築することであ

ていくことになるだろう。

る。多様な組合員の意思反映のあり方としては、生産

ロッチデール時代は、直接民主主義が機能するとと

部会、 各種組合員組織、 支店ふれあい委員会などに

もに、 仲間同士で組合をつぶしてはならないという強

おけるワークショップ方式による議論を重視し、その

い危機意識の共有もあったはずである。今日では間接

議論内容を全体運営にいかに反映させていくか、また

民主主義であるし、組合員にとっては協同組合事業も

理事会の下に事業別、課題・テーマ別の各種委員会を

選択肢の１つとなってしまい、 組合経営への無関心が

設置するなどきめ細かい意思反映のための体制整備の

広がった。多様な選択肢があるからこそ、組合員の多

工夫が必要である。

様性を尊重しつつ、多様な参加の場、
「行為モデルとし

例えば、ＪＡの場合、カントリーエレベーター
（ＣＥ）
など施設利用の面においても「決定プロセスへの参
加」の重要性が指摘できる。佐賀県などの組合員自主
運営方式によるＣＥでは利用率の高さが見られる。 水
稲、麦の作付け、転作対応のブロックローテーション

ての制度 」の品ぞろえを用意して当事者意識の醸成と
民主主義による運営参画を再構築しなければならない。

５

．地域社会の器としての協同組合

など、利用組合員の合意形成の下、組織統一的な取り

近年、 ＪＡ合併、 市町村合併による組合員、 住民

組みがなされることによって施設の稼働率も高まり、

サービス機能の低下問題が指摘されている。
「私助」

その結集力によってコストダウンが図られ、 利用料金

「公助」の限界と課題が明らかになるなかで、
「共助」
と「住民自治」による地域づくりが注目されている。保

も安くなっている。
自分たちの施設運営・ 経営に対する当事者意識が

健・福祉・医療・子育て・教育・労働・防災・環境・

必然的に醸成されて、管理コスト、稼働率など経営問

ごみ問題などを切り口にした住民自治の総合的なデザ

題が自らの問題意識、 責任意識となる。 施設利用に

インが課題となっている。地方自治体、企業、大学、

関する「文句」は自分に跳ね返ってくる。

協同組合、 ＮＰＯ、 市民が多様に参加、 協働する時

一方、 ＪＡ運営方式の場合であれば、
「 お任せ主

代へのパラダイム転換が求められている。

義 」で、稼働率が低下しようが、赤字になろうが関係

「無縁社会」
「生きにくい社会」の問題が取り沙汰さ

ない、あるいは自分の都合優先で、転作対応における

れるなかで、 生活現場では地域コミュニティー力の向

地域的なまとまりに非協力的であるというように、自分

上が課題である。コミュニティーの語源は、ラテン語

には直接関係ないという無関心や無責任（意識 ）が発

の「コム」
（＝一緒に、共通の）と「ムヌス」
（＝任務・

生しやすい。 施設利用の文句はＪＡに向けられたまま

義務・贈り物）からなる。コミュニティーは「一緒に任

だが、しかし、結果として、加工料などの引き上げで、

務・義務を遂行する人の集まり」 といえる。 コミュニ

自分にも跳ね返ってくることになる。いわゆる「天ツバ」

ティーのデザインは人のつながりや関係性のデザインで

である。

もある。 関係性を結び直すことで、 眠っている「ご近

利用者にとって、参加型民主主義による理解と納得
28
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プラットフォームとは、
「誰でも入れる『公』の空間の

組合員による協同活動は内部にとどまることなく、

なかに、信頼し合い、共通のテーマ、目的を持った人

地域住民・社会との多様な接点をつくりながら、 協同

間同士がつながれる『共』の空間をつくる場所」と定義

活動を社会的共通価値とすべく進化、発展させていか

される。プラットフォームは、従来にないコミュニケー

なければならない。 協同組合だけでなく地域社会に

ション活動を通じて、 今までにはなかった人間関係の

とっても、 相互扶助に基づく協同活動は地域づくりの

相互作用をつくり出し、 そこから新たな付加価値を生

「戦略」となるからである。

み出す「創発現象 」を引き起こす。 いかなる活動・経

ＪＡグループでは地域営農ビジョン運動を展開して

路をつくればどんな相互作用が生まれるのか、 といっ

いる。地域農業の10年後の姿をどう描くか、担い手づ

たことが設計上の課題となる。

くり、産地づくり、地域づくりについて徹底した話し合

國領二郎は、プラットフォームの基本的機能として、

いを推進している。 集落や小学校校区をエリアとする

①多様な人間がつながりあうマッチング機能、②コミュ

地域での話し合いやコミュニケーションのレベルが高

ニケーションによる信用・信頼機能、③資源・能力の

いところでは、 集落営農の立ち上げや農地の集積・団

再編集機能、④協働のインセンティブ機能、の４点を

地的利用、ブロックローテーション、農業機械、施設

指摘するとともに、プラットフォーム設計のポイントとし

利用など効率的な農業生産はもとより、女性の積極的

て、 次の５点を指摘している（『 創発経営のプラット

な参画により６次産業化への取り組みなど経営拡大、

フォーム』日本経済新聞出版社）。

雇用創出を果たしている事例も多い。集落営農の世界

①資源（能力）が結集して結合する空間をつくること

では、ガソリンスタンドや購買店舗などＪＡの支店業務

②新しいつながりの生成と組み替えが常時起こる環

を引き継ぎ高齢者福祉サービスまで取り組む事例もあ

境を提供すること
③各主体にとって参加の障壁が低く、参加のインセ
ンティブを持てる魅力的な場を提供すること
④規範を守ることが自発性を高める構造をつくるこ
と

るなど、非農家も含めた地域住民全体の課題を解決に
向けた「地域貢献型集落営農」も出現している。
また、小田切徳美明治大学教授が提唱する「手づく
り自治区」がある。農山村社会で進行する「人、土地、
ムラ、誇りの空洞化」に対して、地域住民が当事者意

⑤機動的にプラットフォームを構築できるオープンな
インフラを整えること
協同組合は地域社会の１つの「器」である。 農林水
産業の振興、消費者運動はもとより地域づくりのプラッ

識を持って、地域の仲間とともに手づくりで自らの未来
を切り開く活動を積極的に展開していることを指す。
集落が「守りの自治 」
「手づくり自治区 」が「攻めの自
治」の役割を分担するという２層の仕組みとなっている。

トフォームとしての機能を自ら持ち合わせているといえ

「手づくり自治区」は旧村、小学校区など「手触り感」

よう。協同組合はメンバーシップと組織力によって支え

のある範囲での小さな自治、 すなわち「小さな役場」

られる。組合員はもとより地域社会とのネットワークを

「小さな農協」といえるものである。
「手づくり自治区」

通じて多様な人たち・組織との接点をつくり、
「次の世

は、複数集落にまたがってエリアが広がり、若者や女

代」への支持や共感・共鳴を広げ、メンバーシップと

性、多様な職業経験を有する人材の参加を得ながら

組織力を再構築していくことが「次代へつなぐ協同」の

「１人１票制」の運営の下、
「地域をなんとか変えていこ

到達点である。協同組合運動による人のつながりや協

う」というように新しい企画・アイデアやチャレンジ精

同の関係性が地域コミュニティーの新たなデザイン力と

神が引き出され、いわゆる「攻め」の活動が展開される

なっていくだろう。 それこそ社会的「器 」＝プラ ット

ようになっていく。

フォームとしての役割である。支店・支所を協同活動

集落営農や「手づくり自治区 」が地域社会の新たな

でデザインすることは、 組織基盤をデザインすること

＜参加制度＞として発展的に機能しているのである。

でもある。

ロバート・D・パットナムが指摘したように、ソーシャル
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キャピタル、すなわち「人々の協調行動を活発化するこ

全・安心のネットワークを構築しようという考え方であ

とで社会・経済の効率性を高めることができる信頼・

る。 成長神話が崩壊し、 成熟社会のなかで、 まさに

互酬性の規範、ネットワーク」の有用性が認められる

パラダイム転換であり、
「別の道」
「別の生き方」を提示

のである。協同組合は地域社会と共生しながら事業・

したものである。地域の特性や生活文化を生かし、市

活動を展開している。協同組合の価値はその地域との

場原理、競争主義に振り回されることなく、
「お金に換

関係性のなかでしか生み出せない。そのためには、自

算できない幸福」を増やすことである。 それはグロー

立分散型の多様な協同の組織づくりが必要となる。

バル経済からの「奴隷解放」運動でもある。

パットナムが指摘した橋渡し（ブリッジ）型で外部指向

「里山資本主義 」は「参加することが面白い」
「参加

性をもったインフォーマルな社会的つながりが重要であ

することで満足が得られる」といった価値観に共鳴し、

る。 それぞれの組織間の相互交流や相互支援の関係

自ら行動する人が徐々に増え、 ついには静かな大きな

性のネットワークが地域社会の「簿外資産」として形成

うねりとなることで普及していくものだという。 協同組

され、公共性を増していくだろう。

合も資本主義のサブシステムの１つである。 協同組合

豊かな社会関係資本は、 人々の利他的な行動や集

理念も「里山資本主義 」と共鳴する。 協同組合陣営と

落や地域の活動に相乗効果的な影響を与える。 普段

して、どれだけそのうねりを大きくしていけるか、地域

は目に見えない社会関係資本が協同運動を通じて、

の「簿外資産」をどれだけ大きくしていけるか、地域の

人々の目に見えるようになり、
「協同組合とは何か」が

カネが地域で回る経済循環をどれだけつくれるか、大

地域の話題にあがり、口伝えで語られるようになりたい

きな役割が期待されている。それは、内橋克人が提唱

ものだ。

するＦ＝フード、Ｅ＝エネルギー、Ｃ＝ケアの自給圏構
想にも通じる協同組合運動である。協同組合の有用性

６

．おわりに－－「簿外資産」と「里山資本主義」

（価値）も社会的文脈のなかで実現され、発信されなけ
ればならない。

プラットフォームや活動組織はもちろん人の集まりで
あるが、見方を変えれば、それは人のつながり、関係
性の集まりでもある。つながりを結び直していく、新た
な結び目をつくることで、重層化されたコミュニティー

・松岡公明『現場からのJA運動－－ＪＡ運動のダイナミズムを再生
するために』家の光協会、2012年

をつくることができる。ワークショップのなかで、農林

・ 松岡公明・小林元・西井賢悟『支店協同活動で元気なＪＡづくり』

水産業の活性化や福祉、 環境保全など地域課題や不

・ Ｓ.Ａ.ベーク著／協同総合研究所編訳『変革期の世界における協同

安材料についてさまざまな意見、要望が出され、合意
形成ができた段階で具体的な取り組みとして実践に移
されていくだろう。
「小さな経済」も実現されるだろう。
そこでは、相互扶助、共助の世界の豊かなソーシャル
キャピタルを実感できるだろう。
マ 21）で提起する「里山資本主義 」は「マネー資本主
義」の欠陥を補うサブシステム（一種の保険）として位
置付けられ、お金がなくても水と食料と燃料は自給で
きるように用意していこうという実践である。自然とか
コミュニティー力とか貨幣価値に換算できない資産に
最新のテクノロジーを活用しながら、地域循環型の安
ＪＣ総研レポート／2014年 夏／VOL.30

家の光協会、2013年
組合の価値』協同総合研究所／シーアンドシー、1992年
・斎藤貴男『民意のつくられかた』岩波書店、2011年
・ 國分功一郎『来るべき民主主義－－小平市都道328号線と近代政
治哲学の諸問題』幻冬舎新書、2013年
・國領二郎、プラットフォームデザイン・ラボ『創発経営のプラット
フ ォ ー ム－－協働の情報基盤づくり－－ 』日本経済新聞出版社、
2011年

藻谷浩介が、 著書『里山資本主義 』
（角川oneテ ー
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地域に「器（うつわ）」をつくる運動へ
－－“担い手”という言葉から考える
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．農業・農村を取り巻く「空中戦」のゆくえ

昨年末から今春にかけて全国の農山村の現場を巡
る機会を得た。折しも、
「減反政策の廃止」報道から
始まり、
「新たな農業・農村政策」が発表された時期
である。日々、メディアから流れたいわゆる「農業改革」
の議論と新しい政策に対して、現場の生産者、最前線
で対応するＪＡ職員の不安と動揺は大きく、都道府県

こ

ばやし

はじめ

小林 元

少ないながらＪＡの現場にお邪魔させていただいてい
る筆者の感覚では、ＪＡのあまりの多様性に、むしろ
驚かされるばかりだ。

２

．
「農業改革」論議の背景とその課題

図らずもこの解説記事は、冒頭にてその意図を次の
ように明らかにしている。

中央会の担当者や行政職員が対応に追われる姿を随
「ＪＡグループを代表する全国農業協同組合中央会

所で目にした。
新しい政策の細部はよく分からない点も多かったが、
季節は待ってはくれない。不安と動揺を抱えたまま田

（ＪＡ全中）は農協の先頭に立って、何度も訪れた貿
易自由化の波や企業参入の機運に強く反対してきた」

植え、作付けの時期を迎えたというところが現場の実
感であろう。そうした矢先に、
「農協 70 年ぶり抜本改

ここにいわゆる「農業改革」の議論を進める人々の

革」という４月９日付『日本経済新聞』の１面の記事は、

意図があることは明白であるが、解説記事として残す

特にＪＡ関係者に大きなショックと混乱を与えた。その

あたりにその脇の甘さなり、驕りというものが見られる。

後、林芳正農林水産大臣が会見にて「方針決定の事

端的に「企業、財界の利益にとってＪＡグループは邪

実はない」と断言する事態となったが、メディアのミス

魔だから、抜本改革しろ」と迫っているのである。Ｔ

リードの影響は大きい

注１）

。日豪ＥＰＡ
（経済連携協定）

の交渉大筋合意、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ

おご

ＰＰの議論を含めて、それを「国益」という言葉を用
いて強要するあたりに強い危機感を感じる。
くみ

協定）に関わって日米２国間協議が進められている時

そして、以上の「農業改革」の議 論とそれに与する

期にあり、なんらかの意図が働くミスリードではないか

人々のあり方に疑問を抱くが、問題はこうした議論が

と勘繰らざるを得ない。

政策決定の過程に大きな影響を与えている点であろう。

同時に『日本経済新聞』の記事に関わって、同日付
４面の解説記事では「地域農協のサービスは画一的で

すなわち農業政策の策定過程が大きく変化したという
ことだ。

『金太郎あめのよう』ともいわれる」として、
「横並び廃

こうした農業政策の策定過程の変化については、今

し再生急ぐ」というリード文がある。記事の作成者が

回の「新たな農業・農村政策」の評価と併せて、この

ＪＡの現場を知らないことを明示している。ＪＡはその
地域性に応じて相当に多様であり、隣同士のＪＡでさえ

注１）
『日本経済新聞』の記事とそれに伴う林農林水産大臣の会見の流

その戦略や対応、そして組織風土はまったく異なる。

れについては、４月17日付『日本農業新聞』の３面「論説」に詳しい
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春にいくつかの論考が公刊された注２）。なかでも、よ

思えてならない。同時に農政を取り巻く“担い手”とい

り鮮明に政策策定過程とその課題を整理した田代洋一

う言葉の使い方からは、上からの押し付け感＝地域を

氏の「ポストＴＰＰ農政の展開構図」と、農村地域政

“担わされる”といった感じを受ける。地域の大規模

策としての課題を整理した小田切徳美氏の「『活力創造

農業者のみが地域農業の責任を負う存在ではないは

プラン農政』と地域政策」はぜひ一読いただきたい注３）。

ずであろう。

いずれにせよ、現場の実態から積み上げるのではな

他方で、中山間地域などの条件不利地域で農業を

く、
「財界利益・経済成長・国家安全保障という『上か

営む人々からは、その規模の大小にかかわらずに、地

注４）

として進

域の農地・農業を守るという声を聴く。また、地域ぐ

む政策決定は、農山村の現場を置き去りにしていると

るみ型の集落営農ではより地域の農地・農業を守ると

いえよう。

いう意識の高さを感じる。それは、その地域で農業を

ら』目線、官邸からのトップダウン方式」

営む人々自身の考え方であり、上からの押し付けでは

３

ないし、そこでは地域住民の信頼も高い。

．担い手論を考える

さて、一連の「農業改革」の議論のなかで取り上げ

少し蛇足だが、
“担い手”に関わって議論を提起し

られる存在が、いわゆる“担い手経営体”である。
「農

たい点がある。ＪＡグループ営農・経済革新プランは

業改革」の議論に出てくる“担い手経営体”とは大規

「営農・経済事業の革新をはかる組織運営・ガバナンス

模農家、大規模経営体であり、その先には企業も含ま

の確立」として、
「担い手の経営参画・意思反映の促進」

れる。その本音は、先の『日本経済新聞』の解説記事

を掲げる。具体的には、担い手理事の登用拡大、担

のとおり、
「企業参入」というところにあるのだろうか。

い手理事を中心とした営農 ･ 経済委員会の設置といっ

そして、前号でも指摘したが「新たな農業・農村政

たところだ。

策」の目的の１つは、
「より一層の構造政策の推進＝担

少し実態を見ていこう。例えば、全国のＪＡの非常勤

い手への集積」である。併せて、４月３日に発表され

理事に占める専業農家の割合は 57％を占め、兼業農

たＪＡグループ営農・経済革新プランも「担い手経営体

家は 33％、自給的農家は 10％である。2010 年農林業

とともに農業の成長産業化を実現すること」を掲げ、
「担

センサスの専業農家割合 18％と比較しても、非常勤理

い手サポート型を主力とした営農・経済事業方式の確

事は「農家らしい農家で構成されている」のである注５）。

立」を目指すとする。

すなわち、現在のＪＡの運営には相当程度の専業農家

このように、農政を取り巻く環境では“担い手”と

の意思が反映されていると見てよいであろう。ただし、

いう言葉が溢れている。しかし、
“担い手”とは何か、

その年齢構成は 61 ～ 65 歳が 37.6％を占め、次いで

という議論となると実は相当曖昧であり、その場面、

66 ～ 70 歳が 28.7％を占める。ＪＡの非常勤理事を年

その立場でいろいろな使われ方がされる。あるときは
地域農業の“担い手”として大規模農家や集落営農を

注２）農業政策の策定過程および新しい政策の評価を網羅的に整理

意味し、あるときは政策対象としての“担い手”に限

しているものとして『農業と経済』
（2014. ４臨時増刊号）昭和堂、

けいはん

定される。またあるときは水管理や畦畔管理、地域資
源管理も含めて幅広い“担い手”像が描かれるし、農
産物直売所の出荷者である女性や高齢者も立派な“担
い手”であろう。
い手”の像が描かれるべきであろうが、そのあたりを
抜きに“担い手”という言葉が独り歩きしているように
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注３）田代洋一・ 小田切徳美・ 池上甲一『ポ ス トＴＰＰ農政−地域
の潜在力を活かすために−』（農文協ブックレット９）農山漁村文化
協会、2014年
注４）田代洋一「日本の農業政策はどう決まってきたのか」『農業と

ありていにいえば、
「何を担うのか」によってその“担
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がある

経済』
（2014. ４臨時増刊号）昭和堂、98ページ
注５）黒滝達夫「理事・理事会の現状と課題」、増田佳昭編著『ＪＡ
は誰のものか

多様化する時代のＪＡガ バ ナ ン ス 』家の光協会、

2013年、192ページ
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齢から見ると専業農家の世帯主世代、より踏み込むと
高齢化した専業農家が中心であるといえる。農業経営

「店長方式」を採り、
「ものをつくる喜びが若者に伝わ
りつつある」という。

の最先端で活躍する若い農業経営者にいかにＪＡの運
営に関わってもらうか、その具体的な対応が求められ

このビレッジ影野の事例から考えることは３つある。

るであろう。なお、北海道では専業農家の非常勤理事

１つ目は率直に“担い手”とは何かという点である。２

が 90.2％を占め、またその年齢は 55 歳以下が 41.2％

つ目は、
“担い手”のみを考えることが実態から離れて

を占めている。大農業地帯である北海道では、相当

いるのではないかという疑問である。これについては、

注６）

地域の視点と産地づくりの視点から検討してみたい。

程度の
「担い手の経営参画」が進んでいるといえる

。

他方で、大規模農家への集積が進む平場兼業地帯、
例えば、北陸平野部や滋賀県の米産地などでは、大
規模農家以外にＪＡの理事、役員のなり手がいないと
いう地域も多い。むしろ多様な組合員の声をＪＡの運
営に反映させることも難しくなっているのである。この
点はあらためて実態を見つめる必要があるだろう。

そして、３つ目は“担い手”の規模の話だ。

５

．多様な担い手＝多様な主人公とその器

まずは、
“担い手”とは何かという点である。ビレッジ
影野の主人公を見ると取り組みの中心に理事がいるが、
新規就農者の受け入れや、ピーマンの袋詰め作業など

４

．農山村の実践と草の根から考える

で活躍する地域の女性たちへと広がりを見せている。
法人としてのビレッジ影野は確かに地域農業を守る

第１回地域営農ビジョン大賞のなかで、
“担い手”と

中心的な“担い手”だが、その内部には“多様な担い

いう言葉を考えさせられた事例が優秀賞の高知県の農

手”＝主人公の姿が見てとれる。すなわち、ビレッジ

事組合法人ビレッジ影野である。ビレッジ影野は町

影野は政策対象としての“担い手”であるのと同時に、

内の高南台地区域に位置する１集落１農場型の集落営

多様な主人公の器として機能している。逆に考えると、

農組織である。集落の農家は基盤整備事業を契機に

器があるからこそ多様な主人公が集まるのであり、そ

2001 年、任意組織を立ち上げた。その中心的役割を

うした意味ではビレッジ影野を単純に“担い手”と位置

担ったのが濵田正三代表理事である。濵田氏は「集落

付けることは実態に適さない。

の農地を守るための受け皿」が必要であり、
「後継者

そして、その多角化を含めた発展の姿は、
「地域を

を育て、次の世代に引き継げるような組織をつくりたい」

守る」から「地域をつくる」
（例えば多角化であり、集

との思いから、2010 年２月に任意組織を法人化した。

まる場）
、さらに新規就農者の受け入れを通じて「地

経営面積は約 15ha で主食用米と飼料米を中心に、

域をつなぐ」へ進んでいると読み解くことができる。そ

ハウスなどでピーマンやサトイモ、ショウガなどを栽培

れは、草の根的な地域の発展の姿であり、誰かに押

する他、ブルーベリーの観光農園も運営し、経営の多

し付けられた“担い手”ではない。地域の主人公として

角化を進めている。主食用の米は高知市内の顧客向

の生き生きとした姿とその多様性が表れているのでは

けに直接販売が中心で、野菜はおおむねＪＡへ出荷し

ないだろうか。

ている。
濵田氏は「動きながら巻き込む」として、ビレッジ影

もう１つ地域営農ビジョン大賞優秀賞の受賞事例か

野を「地域の人たちが集まる場」にしたいと語る。ピー

ら滋賀県のおうみんち出荷協力会を紹介したい。おう

マンの袋詰め作業などは積極的に地域の女性を活用、
また農林水産省の「農の雇用事業」などを活用して 40
代１人、30 代２人の若者を将来の後継者として雇用・
育成している。品目によっては全作業を若者に任せる

注６）ＪＡの役員の属性などの詳細については、拙稿「『ＪＡの意思
決定機関などにかかるアンケート』結果分析②」
『ＪＣ総研レポート』
2012年秋／ VOL.23、44 ～ 49ページを参考されたい
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みんち出荷協力会は、ＪＡおうみ冨士が直営する農産

特に「農政改革」の議論に欠けている点は、地域の

物直売所「ファーマーズ・マーケットおうみんち」の出

視点、産地づくりという視点である。前号でも引用し

荷者 560 人で構成される組織である。ＪＡおうみ冨士

たが、改めて第３回産業競争力会議農業分科会での

管内は米を中心とした集落営農が盛んな地域である

新浪剛史氏（
〈株〉ローソン代表取締役ＣＥＯ）の発言

が、そこであえて農産物直売所の出荷者組織の取り組

を見てみよう。

みも地域営農ビジョン運動として位置付けている点は
「人・農地プランの補助金交付等の要件も、人・農

大変興味深い。

ひも

おうみんち出荷協力会は、農産物直売所に“出荷す

地プランと紐 づいているとも聞いている。人・農地プ

るだけ”の組織ではない。出荷計画を自らつくる「チャ

ランに紐づかないと補助金がつかないとか、こういう

レンジシート」、技術段階に応じたアマ・セミプロ・プロ、

ことがあるとも聞いている。仮に事実だとすると、農

さらには市場出荷まで想定したステップアップの仕組

地集約化のために農地中間管理機構をつくることに伴

みといった、主体的な学習の場としても位置付けられ

い、こういったことがないようにやっていっていただき

ている。また、その取り組みは①援農型・１日農業者

たいと思う」

体験「青空フィットネスクラブ」や、②内部の出荷者グ
ループ「なばなおうみの会」による大学、行政などと

この新浪氏の発言は、まったくもって地域の視点が

の連携「なばなコミュニティプロジェクト」の実践など、

欠如している。むしろ、地域を農業経営の発展の阻害

活動の裾野を地域に広げている。

要因、彼らのいうところの“岩盤規制”として捉えてい

その主人公の多くは豊かな知恵と技術を持つ女性や

るのであろう。もちろん、そこには産地づくりの視点な

高齢者で、彼らは地域と地域農業の“多様な担い手”

どは見られない。ここにいわゆる「農業改革」の議論と、

＝主人公だ。そして、その裾野は「青空フィットネスク

農業の現場との乖離が存在する。

ラブ」の活動などを通じて幅広く地域住民に広がって

かい り

米・麦・大豆の土地利用型農業であれば、例えば畦
畔の草刈りや水路の掃除・管理などの地域資源管理に

いる点に注目したい。

よってその農業生産が成立している。また、農地の利

６

用調整や、水管理は地域（むら）での合意形成の下で

．求められる地域の視点

行われる。特に水の利用は、１つの“担い手”が利用

次に考えたいことは、担い手論の落とし穴である。

するものではなく、水系での利用調整や共同管理が求

いわゆる「農業改革」の議論、ありていにいえば規制

められる。こうした利用調整や共同管理は、それぞれ

改革会議の農業ワーキンググループや産業競争力会議

の地域の実情に応じて地域で育まれてきた、地域の知

での議論は、①誰を“担い手”として（上から）位置付

恵でもある。

けるのか、そして②特定された“担い手”以外への施
策は廃止すること、のみに議論が集中している。ただ

そうした意味で、今回の「新たな農業・農村政策」

し、上から位置付けた“担い手”に対してどういった施

の目玉の１つである日本型直接支払制度に注目が集ま

策を講じていくのかは、あまり見えてこない。明らかと

る。その仕組みは前号でも紹介したし、その政策的意

なっているところは、入口戦略としての“担い手”への

味合いに踏み込んだ論考も出ているので、詳細は割愛

農地集積、出口戦略としての６次産業化と輸出くらい

日本型直接支払制度に見る課題を、
する注７）。ここでは、

である。加えて、
「農業改革」の議論のなかでは食料・

先の小田切氏の論考から紹介したい。

農業・農村基本計画に位置付けられた食料自給率向上
という国民的課題すらも後退しているということに注意
が必要であろう。
34
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注７）橋口卓也「動き出す『日本型直接支払制度 』」『農業と経済 』
（2014. ４臨時増刊号）昭和堂、32 ～ 41ページが詳しい
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小田切氏は、特に農地維持支払いの目的と位置付け

にある。多くの集落営農では、米・麦・大豆に加えて

に警鐘を鳴らす。その注目するところは、例えば、制

新たな作目に挑戦する事例や、加工など６次産業化に

度のパンフレットに登場する「担い手に集中する水路・

取り組む事例が多い。

農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押し（下

なお、麦作地帯では多角化路線よりも、さらなる効

線筆者挿入）」という文言である。これについて、
「大

率化を図る、もしくは規模拡大に進む事例も多いよう

規模経営から地域資源管理を軽減するために、その

だ。このあたりの違いは、集落営農に限らず土地利用

他の地域住民がその仕事を負担する仕組みをつくるこ

型農業、特に米農家の経営発展でも同様の展開が見

とに支払いの目的があるかのよう」であると鋭く指摘す

られる。すなわち、新たな作目の導入や加工などの多

る。その上で「地域政策は産業政策のための『補助輪』

角化路線に進むか、効率化を図ってさらなる規模拡大

注８）

となってしまっている」と看破する

。

同時に、この農地維持支払いは非農家の参加を妨

路線に進むかの２つのパターンである（もちろん二兎を
追う意欲的な農業者も全国各地で活躍している。また、

げるものではないが、
「農業者による活動組織」を対象

販売事業に注力して近隣農家を系列化し、産地商人

としている点も注視する必要がある。
「農業者による活

的な性格を強める取り組みも見られる。集落営農の場

動組織」を対象とした理由は、畑作地帯も意識してと

合は、次の③再編段階において販売共同など広域連

のことと思われるが、やはり多様な参加の下での器づ

携による３階建て部分への展開が見られる）
。

くりが求められる。そして可能な限り、地域住民を農

このうち新たな作目の導入や加工などの多角化路線

から切り離さない仕組みも求められる。農から切り離

に進む場合に重要となることが、より広域での産地づ

されたとき、地域住民がその地域に住む意味＝居住条

くりとの関わりである。なぜなら、集落営農や大規模

件は大きく損なわれるからである。いかに多様な主人

農家といえども、単体では販路を形成するだけの生産

公として活躍する場を用意するか、そこに地域づくりと

量（ロット）を確保できないからである。また、生産量

しての発想も求められる。

を確保できたとしても、販路を形成することは容易で
はない。

７

．求められる産地づくりの視点

事例に見たビレッジ影野ではピーマンやサトイモ、
ショウガなどを生産する。その売上高は全体の半分を

担い手論の落とし穴は、もう１つ指摘できる。産地

占めるに至って、大きく経営に寄与している。こうした園

づくりの視点の欠落であり、それは地域農業を幅広く

芸品目の導入による多角化が成功している１つの理由

考えていく上で必要不可欠な視点である。

は、ビレッジ影野が全国有数の園芸産地に位置し、Ｊ

今日、政策対応として集落営農の組織化が全国的に

Ａによる産地化とその販路が確保されている点にある。

進んでいる。集落営農の組織化の段階は、相応に地

同様の事例は全国に多い。例えばＪＡ上伊那では、

域差が見られるが、おおむね①設立段階、②発展段階、

集落営農に集まる女性や高齢者が参加しやすい品目と

③再編段階の３つのステージに整理することができる。

して白ネギに力を入れている。ＪＡによる産地づくり

このうち、①設立段階では、集落営農の組織化なり、

が進み、かつＪＡによる販路が確保されていることで、

その法人化が主題となり、いかに地域で合意形成を

多くの集落営農で白ネギが導入され、その経営を支え

図っていくのか、いかに仕組みを用意して運営していく

ている注９）。また、広島県では集落営農にアスパラガス

かが課題となる。
集落営農の組織化からある程度の期間が経過し、
その経営が安定してくると②発展段階に移行する。発
展段階に移行するまでの期間は組織ごと、地域ごとに
差が見られるが、その発展方向の１つは経営の多角化

注８）同・注３）、65 ～ 67ページ。小田切氏のこの論考は、農村
地域政策にも言及しており、ぜひ一読いただきたい
注９）拙稿「集落営農ビジョンづくりにむけて－－地域づくりの視点
と総合化－－」
『ＪＣ総研レポート』
（特別号23基No.3）2012年、
47 ～ 48ページ
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を積極的に導入してその産地化を図り、集落営農の経

10ha 層も減少傾向にあるとはいえ、依然として分厚い

営多角化の柱となっている。

存在として残っており、農地集積は容易ではない。例

歴史的にＪＡは、産地づくりに力を注いできた。結

えば 15ha 層が分厚く、これ以上の規模拡大が難しい

果として産地ブランドを形成してきたわけだが、それ

秋田県大潟村はどうなるのであろうか。他方で岩手県

は地域農業を支える農家の協同＝生産部会によって成

などでは、100ha を優に超える巨大な経営体も複数出

立してきた。また、今日では多様な主人公が活躍する

現している。おそらく日本最大の集落営農である岩手

地産地消型の産地づくりとして、農産物直売所の取り

県の「農事組合法人となん」は、構成農家数 868 戸で

組みも注目される。農産物直売所は、多様な主人公が

作付面積 940ha というマンモス集落営農である。

新鮮かつ多様な生産物を出荷することでその価値を生

対して、中国中山間地域では、集落営農でも 20ha

み出し、同時にこの多様性こそが成長の源泉である。

以下の組織が多く存在する。であるならば、その集積

すなわち協同の力の発揮であり、いくら大規模農家で

面積による線引きにはあまり意味がないということにな

け

う

あっても１戸で産地を形成し得る例は稀有であろう。

り、それはあくまで目安でしかない。むしろ問われる
ことは、地域の実態に合わせた、かつ地域の話し合

それこそ蛇足だが、いわゆる「農業改革」の議論
で産地づくりの視点がない点は、妙に持ち上げられる
野菜工場の議論にも見られる。もちろん技術発展の成

いのなかで位置付けられる器の範囲と領域にかかる議
論であろう。
図１は、集落営農に限ってその器の範囲と領域を模

果としての野菜工場にはそれなりの意義も見られるが、

式化したものである。現時点で仮説であり、聞き取り

人間は牛のように草だけ食べているわけにはいかない。

調査による現場の実態から得た感覚を模式化したもの

成長産業として農業の夢を語ることは自由だが、近視

であるから、まったくもって厳密ではない。面積規模

眼的な議論にわが国の食と農を託すわけにはいかない

とエリアの関係も極めて地域性が強いから実態は一層

のである。何よりも、そこにはわが国の食糧自給をい

多様である。ましてやオペレーター（図中ではＯＰ）の

かに考えていくのかという視点がまったく欠けていると

人数は、地域住民総参加型の集落営農であれば飛躍

指摘せざるを得ない。

的に参加人数が増えるから、あくまで目安である。大
事なことは、集積面積の規模での線引きではない。あ

８

くまで地域住民がどの範囲を自らの地域として考えて

．器の範囲と領域

いるのか、そこでの歴史性や地理的条件、自然条件、

最後に、
“担い手”＝多様な主人公とその器の規模を

市場条件などを含めた主体的な話し合いこそが求めら

考えていきたい。すでに見たように、ＪＡグループでも

れるのである。こうした地域の合意の下で、初めて草

「担い手経営体とともに農業の成長産業化を実現する

の根的に器としての“担い手”が形成されるのである。

こと」と戦略を掲げる。少し意地の悪い言い方をする
と、その対象としての線引きはどこでされるのであろう
か。例えば土地利用型農業であれば、20 ～ 30ha 程
度を目途とする議論があるが、では 15ha のビレッジ
影野の位置付けはどうなるのであろうか。そもそも 20
～ 30ha 程度というところも、実は曖昧である。
もちろんそこでは地域差も大きいはずである。例え
ば平場水田地帯であれば、20 ～ 30ha を超えた大規
模層の形成が見られる。特に北陸では 40ha 以上層
の形成が進んでいる。他方で東北や新潟では、５～
36
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９

．器を重ねてグランドデザインを描く

家から兼業農家まで含めて重層的な地域農業の“担い
手”像が描かれている注 10）。このグランドデザインの

前号末では、
「新たな農業・農村政策」に対応した

要点の１つは兼業農家を含めて、地域の多様な主人公

器の議論を深めることを予告した。もう少し器の議論

が明確に位置付けられていることにある。そして、地

を深めたいところだが、それは別の機会に譲り、ここ

域の農地と農業を下支えする存在＝セーフティーネット

では“担い手”の位置付けに関わって整理したい。

としての（有）千代田町農林建公社の存在も見逃せな

ちまたの“担い手”にかかる議論は、実は相当に曖

い。特に条件不利の中山間地域では、端に位置する

昧である。少なくとも“担い手”は、本来多様なもので

条件不利圃 場 の耕作放棄地化が大きな問題となって

あり、多様な主人公の姿を描くべきであろう。同時に、

いる。個の担い手の議論のみではなく、地域全体の農

ほ じょう

“担い手”は地域の話し合いの下で草の根的に位置付

地をいかに守っていくかという視点は忘れてはならない

けられるものであろう。加えて、個の存在としての“担

し、そこでは地域ぐるみの対応が求められるであろう。

い手”の議論は、実態から乖離している。現場の事

そうした意味ではＪＡ出資型農業生産法人の機能発揮

例から学ぶ限り、そこには地域や産地づくり、さらに

なども期待されている。こうした地域発の草の根的な

その先には地域づくりとしての視点が欠かせない。

グランドデザインを描くことができるかが問われている

そうした意味で、いわゆる「農業改革」の議論は、
地域農業のグランドデザインが欠如している。最後に、

のであり、地に足の着いた議論が広がることを期待し
たい。

広島県北広島町千代田地区による合併以前の地域農
業のグランドデザインを紹介したい。図２は 2004 年度
時点の旧千代田町役場が描いた重層的な担い手構造
である。ここには、機械共同利用組合（営農集団組合）
と集落型農業生産法人をベースとしながら、大規模農

注10）拙稿「集落型農業生産法人の組織的性格と課題」
『日本の農業
－－あすへの歩み－－240』財団法人農政調査委員会、2007年、
80 ～ 81ページ
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追記（2014 年６月２日）
本稿執筆中に「農協改革」の議論が沸き立った。
本稿の入稿（2014 年４月 23 日）後の５月 14 日に規
制改革会議農業ワーキング・グループから提示さ

38

る所有と管理という協同組合の根本的な原則を明
確に攻撃するものだ」と踏み込んで訴えている。
さらに付け加えれば「農業改革に関する意見」

れた「農業改革に関する意見」には相当の驚きを

のなかの「都道府県農業会議・全国農業会議所制

感じさせられたが、議論の問題点も明白となった。

度の廃止」という項目も大きな問題である。それは、

その最大の問題点は、いわゆる「農協改革」の議

農業者の農政への意思反映の機会を制度的に奪う

論が協同組合をまったく理解していない点にある。

ことにつながるのであり、これもまた民主主義へ

協同組合は組合員の組織であり、その意思決定は

の挑戦である。

組合員が行い、そして協同組合の組織のあり方は

こうした議論がある一方で、地域の現場、そし

組合員が決めるものである。そこに効率主義一辺

てＪＡでは地域に根差した「小さな協同」を着実に

倒の議論、しかも上から目線で押し付ける「農協

育んでいるという実践に注目したいし、そのことを

改革」の議論は協同組合そのものの否定であるし、

誇りに思いたい。第 26 回ＪＡ全国大会は「次代へ

より踏み込めば民主主義と多様性の否定である。

つなぐ協同」を掲げ、その実践として「ＪＡ支店を

こうした「農協改革」の議論に関わって、６月２

核に、組合員・地域の課題に向き合う」ことを主眼

日付の『日本農業新聞』の１面で国際協同組合同

に置いた。その具体的な戦略の１つが地域営農ビ

盟（ＩＣＡ）のメッセージが紹介された。そこでは

ジョン運動であり、全国に広がりを見せる１支店１

規制改革会議が示した農業改革案に対し「協同組

協同活動であろう。地域で多様な主人公が活躍す

合の基本的原則を攻撃している（下線筆者挿入）
」

る器をつくり育てていくこと、地域で「小さな協同」

と鋭く批判する。さらにポーリン・グリーン会長の

を数多く育んでいく協同組合運動として自信を持っ

談話の形で「これらの改革案は特に、組合員によ

て進めていただきたい。
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牛乳をもっと身近に！
畜産物等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

と り

ば

けんいち

鳥羽 賢一

57.2％（同61.8％）と鶏肉以外ではやや減少した。牛肉

．はじめに

を除くと、 半数以上の人が週に１日以上食材として使

「卵を食べる頻度『週１日未満 』が１割超、 牛乳を
『ほとんど飲まない』おおむね２割」

用している。
一方、卵は「週の半分以上」が4 9.7％（同5 4.7％）

当研究所では2013年11月に「畜産物等の消費行動
調査」を実施し、経年変化を含めて分析を行った。
精肉や鮮魚などの食材を週のうち何日食べているの
かを尋ねたものが図１である。

と減少したもののおおむね半数となっている。 牛乳は
「毎日」が43.3％（同43.2％）と４割を超えている。
「週
の半分以上」を加えると６割近くに達する。
2014年２月６日付『日本経済新聞』夕刊では、
「家庭

「週に1日以上」は、牛肉31.8％（前回33.2％）
、豚肉

の牛肉消費復調 」として「景気回復に伴う消費者心理

69.5 ％（同72.2 ％）、 鶏肉60.2 ％（同60.0 ％）、 鮮魚

の改善などを追い風に、牛肉の消費が回復している。
2013年の家庭の購入量は４年
ぶりに増え、購入額は12年を１
割近く上回った」と報じた。 総
務省が公表している家計調査
を基に購入数量の推移を示し
たものが表１である。 精肉は牛
肉を含めて３品目とも前年を上
回った一方で、牛乳および卵は
やや減少している。
2000年と比較すると、精肉で
は牛肉が減少したものの豚肉、
鶏肉を合わせた３品目トータル
では、おおむね４㎏増加してい
る。 牛乳は108ℓから80ℓと４
分の３に減少し、 卵も34 ㎏か
ら30 ㎏ へ１割以上減少した。
牛乳は１ℓパックで月に２本以
上の購入量減少に相当する。
牛乳の購入量の変化を世帯主
の年齢層別に示したものが、表
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２である。子育て世代と思われる30 〜 39歳、40 〜 49
歳の世代が７割以下と大きく減少している。

卵や牛乳は、 日常頻繁に食べられている（飲まれて
いる）食材である。 しかし、 冒頭に記したとおり、 卵
を食べる頻度が週１日未満の人が１
割を超え、 牛乳はほとんど飲まない
人が２割近くに達している。家庭での
購入数量も減少傾向にある。共に手
軽で栄養の取りやすい食材であるに
もかかわらず、敬遠している人が多い
ように思われる。今回は、当研究所
の消費動向調査結果をベースに牛乳
の消費実態に焦点を当てて考察して
みたい。

２

おおむね半数の人は、 牛乳
．
が
「なければ非常に困る」

牛乳を飲む頻度を属性別、年齢層
別に示したものが、図２である。 属
性別に見ると、
「毎日」が主婦層では
半数を超えている。 他の属性は３割
前後にとどまっている一方で、
「ほと
んど飲まない」も３割近くに達してい
る。年齢層別には、高年齢層ほど
「毎日」が高く、60代以上では半数前
後となっている。
「 ほとんど飲まな
い」は各年齢層ともに２割前後を占め
ている。
「週に１日未満」は若年層で
多い。ちなみに卵は「週の半分以上」
は単身層では４割以下にとどまって
いる。反面、
「週に１日未満」あるい
は「ほとんど食べない」が３割前後
を占めている。年齢層別には高年齢
層（特に70代以上 ）がよく食べてい
る傾向がうかがえる。
既報のとおり、パンは朝食として
根付いていることもあり、表１のとお
り購入数量は安定している。典型的
な朝食のメニ ュ ーを「パン」＋「牛
乳」＋「目玉焼き」の組み合わせとす
れば、牛乳や卵の家計購入量の落ち
込みはやや大きく牛乳を飲む頻度は
40
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少なく感じられる。 朝食を欠食する人が多いことやド

であろう。一方で、ヨーグルトは金額ベースで2012年

リンク類を含めてメニューも多様化しているということ

以降１万円を超えている（表３）
。ドリンクヨーグルトが
牛乳に変わって飲む機会が増え
て いることも考えられよう。
（株 ）明治は2012年度のドリン
クヨーグルト市場規模が10％以
上伸長していると推定している。
各食材の位置付け、 重要度
について尋ねたものが、図３で
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たものが、図４（属性別）
、図５（年齢層別）である。

ある。
国産精肉は「なければ非常に困る」が牛肉16.7％（前

トップは「消費期限まで余裕がある」が 61.1％と極

回15.4 ％）、 豚肉30.1％（同26.4 ％）、 鶏肉30.8 ％（同

めて高い。次いで、
「１ℓ入りパックであること」45.9％、

26.5％）と前回調査に比べ上昇した。 特に、 豚肉と鶏

３番目は「成分無調整であること」27.3％と続いている。

肉では３割に達した。 鮮魚は「なければ非常に困る」

属性別に見ると、
「消費期限まで余裕がある」は全属

が40.4％（同37.3％）と４割超となった。

性とも高く、 特に主婦、 単身女性では６割を超えてい

卵は「なければ非常に困る」が55.8％（同55.9％）と

る。
「１ℓ入りパックであること」も主婦、 単身女性で

半数を超え、
「なければ困る」を加えると９割に迫って

高い。
「特売やタイムサービス品」は家庭で飲む機会の

いる。

多い主婦、既婚男性で２割を超え、価格へのこだわり

牛乳は「なければ非常に困る」が50.2％（同48.3％）
と半数を超え、
「なければ困る」を合わせると８割を超

がうかがわれる。
単身女性では「ローファット（低脂肪、無脂肪など）」

えた。一方で、
「なくてもあまり困らない」および「なく

が他の属性に比べ高く、 美容・ダイエットへの意識が

てもまったく困らない」が16.3％（同18.0％）と若干減少

高いものと思われる。

したものの１割以上を占めている。これは、消費拡大の
余地があることを示唆しているともいえよう。

また、 年齢層別に見ると、
「特売やタイムサ ー ビス
品」は20代以下を除いて若年層ほど高い。高年齢層で
は「特定の商品名の牛乳 」
「特定のメーカーの牛乳 」

３

牛乳購入時の最重視点：
「消費期限まで余裕
．
があること」

「地元産の牛乳」など銘柄へのこだわりが強いようであ

牛乳を購入する際にどのような基準で選ぶかを尋ね

差別化が難しいこともあり、 最も重視する点が消費期

る。 このように、 牛乳では産地や製法などで品質的に
限や容量になりやすい。言い換えれ
ば、 価格訴求に陥りやすい商品とい
えよう。
参考までに、 卵を購入する際の重
視点を見ると、 おおむね牛乳と同様
な傾向を示している。 トップは「消
費期限まで余裕 」で半数を超えてい
る。次いで「10個入りパック」
「特売
やタイムサービス」が続いた。属性別
に見ると、
「10個入りパック」は単身
層では３割台にとどまり、
「６個入り
パック」 のポイントが高い。 消費期
限を考慮しているのであろう。
「特
売・タイムサービス 」は、主婦が最
もポイントが高い。 年齢層別では、
「特売・タイムサービス」は、高年齢
層になるほど低く、
「地元または近県
産」の割合は高年齢層で高い。価格
にあまりこだわらず品質重視の高年
齢層の実態が浮き彫りになっている。
図６は、牛乳購入時に基準を決め
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ている人にその価格を尋ねたものである。
「200円ま

る。

で」とする人は９割超で、
「200円まで」を上限と考えて

米を入手する際のこだわりは、 価格以外に産地や品

いる人が大半である。また、
「150円以下」が３割程度

種が上位となるが、牛乳、卵でも一概に価格だけでな

に上るが、 成分調整牛乳や乳飲料を選択している人

いこともうかがわれる。

が多いということであろう。
一方で、 一番よく購入する商品名を尋ねたところ、
最も回答が多かったのが複数メーカーで販売している
「おいしい牛乳 」であった。 製法で差別化し、 通常の
牛乳より価格は高めであるが、飲み心地が良いなどで

４

．
「栄養があるから」
「おいしいから」牛乳が好き

牛乳・乳飲料などの好き嫌いについて尋ねたものが、
図７である。

選ばれているのかもしれない。確かに、スーパーやコ

「好き」
「どちらかといえば好き」を合計すると、
「牛

ンビニエンスストアによく並んでいるように見受けられ

乳（成分無調整）」が6 2.1％（前回61.3 ％）、
「ドリン
クヨー グルト」が52.7 ％（同
54.1％）と５割を超える。
「ド
リンクヨーグルト」を除く品目
では前回調査に比べて増加
した。 その一方で、
「この製
品は飲まない」も全品目で増
加し、
「牛乳（成分無調整）」
は約１ポイント増加し8.3 ％
（同7.2 ％）となった。 他の品
目はすべて１割を超えている。
牛乳が「好き」な理由を尋
ねたものが、図８および図９
である。トータルでは「栄養
があると思うから」
「おいし
いから」
「カルシウムがたく
さん取れると思うから」の順
で多く、４割を超えている。
「カルシウムがたくさん取れ
ると思うから」は主婦、単身
女性のポイントが高い。また、
「コ ー ヒ ーやココアなど他
のものに入れて飲む」や「シ
チューなどいろいろな料理に
使うのが好き」などの摂取方
法の工夫も主婦、単身女性で
積極的に行われている。年齢
層別には、
「健康に良いと思
うから」が高年齢層ほど高く
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60 代以上では４割を超えている。
「飲むのが習慣に

の面で評価されている。

なっている」人も高年齢層で高い割合を示している。

一方、図11は嫌いな理由を尋ねたものである。各品

「コーヒーやココアなど他のものに入れて飲む」は若年

目とも「味が嫌い」が最も多く、加工乳と豆乳飲料では

層で混ぜて飲むケースが多いようだ。

５割を超えている。また、
「飲む習慣がない」はすべて

一方で、 牛乳が嫌いな理由を尋ねると、 トップは

の飲料で１割以上が選んでいる。 さらに、 乳飲料は

「味が嫌い」で、
「香りが嫌い」が続く。また、
「お腹を

「カロリーが高い」17.4％、
「飲むと太ると思う」9.5％な

こわしそう」
「飲む習慣がない」
「昔給食で飲んだとき

ど、 美容に関する理由で敬遠されているようである。

においしくなかった」
「なんとなく」など飲まず嫌いと思

豆乳飲料は「香りが嫌いだから」が21.9％と際立ってい

われる人たちも少なくなく、今後の消費拡大のポイント

る。 ドリンクヨーグルトは「なんとなく」が20.5％と比

と考えられる（図11参照）。

較的高い。

続いて、乳飲料の好きな理由を示したものが、図10

参考までに、普段よく飲む飲料を属性別に示したの
が、図12である。

である。
加工乳は牛乳のポイントには及ばないものの、 上位

トップは「無糖のお茶飲料」71.7％で全属性を通じ

にランクしている「栄養がある」
「おいしいから」
「カル

て最もよく飲まれている。次いで「牛乳（成分無調整）
」

シウムがたくさん取れる」
「味が好き」
「健康に良い」の

48.0％で、主婦層で５割を超えている。３番目は「コー

すべてが30％前後の高ポイントとなっている。

ヒー飲料」46.5％で、 既婚男性で５割を超え、
「牛乳

乳飲料は、
「おいしいから」が52.4％、
「味が好き」
が48.5％と嗜好性に関する理由が抜きん出ている。

（成分無調整）
」と対照的である。以下、
「野菜ジュース」
30.1％、
「ミネラルウオーター」25.7％が続く。

豆乳飲料は「栄養がある」42.4 ％、
「健康に良い」

単身女性は、
「加工乳 」
「豆乳飲料」
「ドリンクヨー

43.2 ％、
「タンパク質がたくさん取れる」20.2 ％と栄養

グルト」でポイントが高く、健康・美容への関心の高さ

面の評価が高い。

がうかがえる。

ドリンクヨーグルトは嗜好性に加えて、
「健康に良い」
36.6 ％、
「便秘に効果がある」15.2 ％など健康、 美容
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５

おおむね７割の人が「牛乳は大切な飲み物」
．
……Ｊミルク食生活動向調査から

やや減少している。
「牛乳を飲む量や回数 」が減った
理由は「下痢予防」
「価格の上昇」
「味の好みの変化」

（一社）Ｊミルクが2014年１月に公表した「牛乳乳製

が上位で「価格の上昇」が顕著に増えている。
「牛乳を

品に関する食生活動向調査」から主要な観点を概観し

飲む量や回数」が減った層では「ヨーグルト」
「豆乳」

てみよう。
「毎日」が30％、
「週
牛乳類飲用（利用）頻度 注）は、
１日未満」が20％、
「飲まない」が16％で前回調査から

注 ）ここでいう「牛乳 」は生活者が牛乳と認識している牛乳・ 加工
乳・成分調整牛乳・白物乳飲料
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「緑茶」
「野菜／トマトジュース」
「コーヒー」などを増や
している。

中央酪農会議発行の小売店など向け機関誌『牛乳の
知識』最新号（vol.18）には「牛乳の最新研究や知見に

牛乳を「自分自身にとって、なくてはならない大切な

注目 」として、 ①認知症の予防に「和食＋牛乳乳製

飲み物である」とどれくらい思うかという設問では、
「大

品」、②牛乳はいつ飲むのが効果的なのか、③運動と

切に思う」という意識を持つ人の比率は66％とおおむね

牛乳、と興味深い内容が示されている。②では、朝食

７割となっている。また、その意識と飲用頻度は強い

時の牛乳摂取の有効性や骨 粗 鬆 症 予防には夕食時

関係があるようである。 ３～ 18歳の子を持つ母親が
「子供／家族にとって、なくてはならない大切な飲み物
である」という意識は８割を超え、子供にどれくらい飲
んでもらいたいかという設問では７割の人が必ずあるい

こ つ そ しょう しょう

（後）に牛乳を取ることが推奨されている。
（一社）Ｊミルクでも牛乳に関する種々の情報をホー
ムページで公開している。
「牛乳に期待される熱中症対策」－
－暑さに負けない
体づくりに有効な牛乳習慣－－として、 運動と牛乳の有

はほぼ毎日と回答している。
牛乳類１ℓパックについて、
「高いと感じ始める価格」

効性について分かりやすく説明している。また、
「高齢

は200円程度であり、
「高過ぎるので買わなくなる価

者の栄養と牛乳 」について、2013年11月１日に行われ

格」は290円程度であると分析している（「母親」の場

たワールドデーリーサミット「高齢期の栄養におけるタ

合は250円程度）。両者間の価格帯（200 〜 290円）は

ンパク質の重要性と牛乳乳製品の果たしうる役割 」の

「品質などが良いと思えば買ってもよいと感じている価

講演内容を公表している。これは、高齢者への対応と
して、一読の価値があろう。

格」としている。

厚生労働省が2014年３月28日に公表した「日本人の
今後の消費拡大戦略を考える上での重要な知見として

食事摂取基準（2015年版）策定検討会」報告書による

❶牛乳の４大重点訴求機能（「骨の状態を良くする効

と、特に後期高齢者（75歳以上）が陥りやすい「低栄

果」
「精神状態や睡眠の質を良くする効果」
「生活

養」
「栄養欠乏」について老化に伴う筋肉量の減少（サ

習慣病を予防・改善する効果 」
「病気を予防する

ルコペニア）はタンパク質の摂取量が足りていないこと

効果」）の認知や意識を高めること。

に起因すると指摘している。このサルコペニアに対して、

❷上限受容価格を高めるためには、
「４大重点訴求

ワールドデーリーサミットの講演内容は対応の指針とな

機能の認知 」や「美味しさ実感 」という機能的価

ると思われる。牛乳を含めた乳製品を上手に摂取しバ

値よりも「酪農家への共感意識 」や「国産優先意

ランスの取れた食事が必要だということであろう。

識」などの共感的価値を上げる必要がある。その
ために「食の安全性 」への影響について訴求する

牛乳の消費拡大に向けて、前述のとおり飲まず嫌い

ことが効果的。
❸母親に影響を与えるインフルエンサ ーとして、
「学

と思われる人が１つのターゲットとなろう。和食は多様

校の先生や栄養士」をより重視し、 学校を通じた

な食材を使用し、栄養バランスに優れているが、塩分

働き掛けを強化するのが効果的。

過多になりやすい。 それを補うために、 牛乳を使った
「乳和食」はもっと注目されてよいだろう。カルシウムも

などを指摘している。

補給でき一石二鳥である。牛乳が苦手な人もそれほど

６

苦もなく食べられるのではないだろうか。 当研究所の

．消費拡大への一考察

調査では、主婦・単身女性あるいは若年層で、牛乳を

（１）牛乳の優れた機能の訴求を
牛乳は私たちの健康維持に優れた効果を持っている
ことを一層アピールすべきであろう。例えば、
（一社）
46
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母親の世代および高年齢層への取り組みがさらに必要

森永乳業（株）でも2014年４月８日に発売した「プレ

となろう。 この観点で、 前項で示した牛乳に関する知

ミル」でテトラ・トップの720mℓ容器を採用している。

見は大きなアピールすべき情報だと思われる。

同社のニュースリリースでは、
「牛乳類市場は、飲用者

新潟県三条市では、2014年12月から４カ月間小中学

の減少や健康飲料・健康食品の増加により、年々縮小

校での給食で牛乳を出すのを試験的に中止することに

傾向にあります」として、牛乳市場の新カテゴリーを創

した。
「どんな献立でも必ず牛乳を付けることで食べる

出し、 活性化を図るとしている。 機能性を強化した乳

組み合わせが分からなくなっている。子供たちに将来

飲料で世代別にターゲットを定めているようである。

の食習慣を作る献立のバランスを学んでもらいたい」と

このように、 機能性を重視した商品施策とともに容

いうことらしい。これは見解の分かれるところであろう。

量、容器を含めて実需者ニーズを再確認していくことも

もし、 献立のバランスを優先するのであれば、 朝授業

必要であろう。

開始前や運動（体育）の後などを工夫することも１案だ

一方で、 流通現場から消費を盛り上げようとする取

と思われる。運動後の牛乳の有効性はアピールされて

り組みも始まっている。2014年２～３月に「食品スー

もよいと思う。

パー売り場での牛乳を活用した新しいカタチの食育の

ちなみに、
（株）明治では運動後の乳タンパク質摂取

取り組み～健康的な食生活の普及、 牛乳乳製品の価

が筋力や基礎代謝を高めることに注目し、機能性ミル

値訴求、食品売り場の活性化を目指して～」
（
〈一社〉

クを発売している。

Ｊミルクなどが企画）として、健康や食生活に関する情
報収集・コミュニケーションの場として食品売り場を位

（３）牛乳、乳飲料全体の市場活性化へ

置付け、 価格訴求型から価値訴求型へ転換を図り売

家計調査では、牛乳は減少傾向にあるもののヨーグ

り場の活性化を促進することを目的として店舗実験を

ルト、 乳飲料の購入金額は増加傾向にある。 また、

実施している。さらには、生産現場の実態を伝える場で

牛乳あるいは乳飲料は、
「おいしい」や「栄養がある・

もあるような取り組みが広がっていくことを期待したい。

カルシウムが取れる」という嗜好性や機能性の面で評
価が高い。牛乳も含めた乳飲料という枠組みで市場を
捉えて多様な商品施策が求められよう。
スーパーやコンビニなどの飲料スペースでは野菜や

７

．おわりに
なかしべ つ

北海道中標津町では「牛乳消費拡大応援条例」を定

果物ジュース類の200mℓパックが百花繚乱の感がある。

め、町民は可能な範囲において牛乳で乾杯することを奨

１本で１日分の野菜350ｇ相当が摂取できるなど機能

励している。 酪農地帯だけに酪農家と接する機会が多

をうたったものや特定産地の野菜・果物を原料とした

く住民に浸透しやすい面があろう。生産現場に目を向け

ものなど、メーカーが積極的に商品開発している姿が

ると、2013年秋、飲用乳価が引き上げられたが、依然酪

うかがえる。機能性ドリンクヨーグルトはにぎわいを見

農経営の厳しい実態は続いている。 私たちが、健康維

せているものの牛乳、乳飲料はややさみしい気がする。

持に有効な食品である牛乳、乳製品を積極的に食生活

（株）明治では、2013年９月に900ｇキャップ付き容

に取り入れ、習慣化していくことが「酪農家への共感意

器の「明治ブルガリアのむヨ ー グルト」を、12月には

識 」の醸成につながり、日本の酪農基盤を守る第１歩

480ｇを発売した。 同社では、
「注ぎやすさ」の改良と

にもなるのであろう。

ともに世帯人数の減少や１～２人世帯の増加により内

６月１日は「牛乳の日」
、６月は「牛乳月間」である。

容量を見直したということである。また、ドリンクヨー

牛乳がこの日やこの月だけクローズアップされることな

グルトは個人のライフスタイルに応じて摂取でき、食習

く、日常生活に一層溶け込んでいる存在であってほし

慣のなかでも取り入れやすく活況を呈している市場だと

いと願うものである。

している。
【食料・農業・農村】Web調査／ 牛乳をもっと身近に！
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食育ソムリエＮＯＷ

朝食はごはん党？ パン党？
朝ごはんから考える食生活の実態について
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

はじめに

か

と う

み

き

加藤 美紀

要な役割である栄養面が二の次になっているところが気
注１）

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」
（2012年）

に

になりますが、ごはんを研いで、みそ汁用のだしに昆布

よると、 朝食を食べない人の割合は男性で12.8％、 女性

を浸したり、ごはんに合う副菜を用意するより、ぱぱっ

で9.0％と、前年に比べ減少しています。朝食の大切さを

と調理でき、 時短で食べられ（あまり、 かまなくてい

伝え、欠食をなくそうという食育活動の成果ともいえます。

い？）、食事を頬張りながら朝の支度をしていてもあまり

注２）

などの言葉に代表され

見苦しくなく（お箸とお茶碗で食べるごはんにはできな

るように「朝」の過ごし方も多様化し、朝食に対する位置

い芸当です）、皿洗いも楽！ というのは忙しい女性には

付けに変化が見られます。1日３度の食事のなかで最も時

魅力的。パン食が人気のはずです。

近年は、外朝族、席朝、朝活

間的な制約を受けやすい朝食を消費者はどのような基準

実際、栄養面ではどうなのでしょうか。９月に実施し

で選択しているのでしょうか。2013年度に実施した農産

た調査では、５日間すべての朝食がごはん、もしくは４

物直売所利用者の食に関する実態調査（農林水産省補助

日間ごはんという人は80人中26人（33 ％）、 パンだった

事業）注３）から消費者の朝食の実態について考えてみます。

人は18人（23％）、12月の調査では78人中21人（27％）
と11人（14％）でした。 これらの人たちを「ごはん党 」

ごはん食はパン食より共食率が高く付け合わせ料理も充実
「世界一の朝食」と評されるパンケーキもいいのですが、

「パン党」にタイプ分けして1日の野菜、果物摂取量を見
たところ、 手間暇かけて作るごはん食の方が有意、 栄

理想的な朝食はやはり１汁３菜の和食という人が多いの

養面もしかりと普通は考えるわけですが、
「緑黄色野

ではないでしょうか。 しかし、 実際の食事を見てみると

菜」「その他野菜」「果実類」の摂取量はごはん党より

約５割がごはん食、約４割がパン食という結果でした（表

パン党の方が多いという結果でした（表２）。 唯一ごは

１）。 朝ごはんの主役がパンに奪われつつある状況がう

ん党で多かったのが「豆類」。これは、みそ汁のみそや

かがえます。 米の消費量が約20年間で半減 注４）したこと
は、こうした朝食のあり方にも影響を受けているようです。
なぜ日本人は朝食にごはんを食べなくなったのか。朝
食のレシピのポイントは３つ、
「簡単に作れる、手軽に食
べられる、 片付けが楽」だといわれています。 食事の重

注１）厚生労働省「国民健康・栄養調査」栄養素・食品摂取量等に関
する状況
注２）外朝族：自宅外で朝食を取る人のこと。席朝：会社に出社し
てから自席で朝食を食べること。朝活：出勤前の早朝に自分の能力
を高めるために行う活動
注３）2013年度「食材提供の場を活用した食育実践活動事業」
（農
林水産省補助事業 ） ①食事日誌調査： ９月と12月の２回、 農産
物直売所利用者100人を対象に５日間３食の食事をカ メ ラで記録
し、 食事環境、 食事内容などを調査（回収率： 各８割 ） ②Ｂ Ｄ Ｈ
Ｑ調査： ９月と 1 2 月の ２回、 農産物直売所利用者 1000人を
対象に１ カ月間の食事を振り返り記入してもらう食習慣調査（回収
率：９月／７割、12月／４割）
注４）農林水産省統計情報より（http://www.maff.go.jp/j/tokei/
sihyo/）
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ごはんのお供の納豆などによるものだと考えられます。
パン食の特徴の1つにはパターン化があります（写真１）。

べられるおかゆやおにぎりなどの提案でお米の価値を
もっと伝えていきたいところです。

付け合わせの定番はサラダ、スクランブルエッグ、ベーコ
ンなど。和食の蒸す、あえる、煮るというような多様な調

直売所ではライフスタイルに合わせた食材提供が必要

理と比べシンプルな調理法も特徴です（写真２）。 使用

消費者に最も近い場所である直売所では、 和食の価

する野菜の数を見てみると、 ９月の調査でごはん食の場

値を伝え、お米の消費拡大と食文化の継承に取り組むと

合3.4つ（1食、朝食の平均）、パン食の場合は2.4つという

ともに、ライフスタイルに合わせた食材提供のあり方も検

結果でした。12月の調査ではごはん食は3.7つ、 パン食

討していく必要があります。スーパーなどでは、
「お店の

は2つを切る1.9つでした（表１）。 さらにごはん党はパン

小型化」で売り場をコンパクトにして効率よく買い物がで

党よりＢＭＩ値

注５）

が若干低いことも分かりました（表２）。

きる環境を整えたり、セット商品や提案型の販売で商品

ごはん食に比べパン食は野菜摂取量が多いのです

選びの短縮化に取り組んでいます。また、調理時間の短

が、野菜の種類・調理法などのバランスはごはん食の

縮には半調理品（家庭でちょっと手を加えるだけで食事

方が優れているといえます。

ができる）の品ぞろえを強化しています。 地域農産物の

もう１つ、ごはん食をお勧めする理由があります。パン

消費拡大を目指す直売所がさらに発展していくためには、

食はごはん食より共食率が低いということです。 ９月の

既存の延長線上で活動するだけではなく、 消費者の食

調査では１人で食べる孤食の割合がごはん食の場合、

卓までを想像し、消費者も気付いていない潜在ニーズを

14.6％に対し、パン食の場合は21.4％、12月の調査では

引き出し、 消費者がよりよい食を実践できる支援を具体

15.0 ％と24.3 ％という結果でした。 食の持つコミ ュ ニ

的な形で提案していくことです。 今回の調査は、 サンプ

ティー力を最大限発揮できるのが、和食、ごはん食だと

ルの取り方、調査時期、データのさらなる検証など課題

いうことです（表１）

もありますが、 消費者の食環境や意識、 食卓の姿など
全体的な傾向として捉えるための有意義な資料が得られ

60代の朝食の過半数がパン食に留意

たと考えます。

一方、年齢層に着目してみると、意外な結果が得られ
ました。 年齢とともにあっさりとした和食を好むようにな
ると世間ではよくいわれていますが、こと朝食に関してい
うと、60代の朝食の過半数がパン食でした（９月調査
60％、12月調査50％）。 こうしたことから、60代以上の
利用客が多く利用する直売所では対策が必要です。 直
売所の総菜売り場の商品アイテムはごはんに合うおかず
が中心。 朝食にパンが市民権を得つつある今、 生野菜

【写真１】
（上）41 歳／３人家族／有職 （下）62 歳／２人家族／無職

をサラダで食べることが多い消費者向けに温野菜のサラ
ダや旬の野菜のポタージュなどを商品展開してはいかが
でしょう。 さらにごはん食を応援するためには手軽に食

【写真２】
ごはん食は炒める、揚げる、煮る、あえるなど多様な調理法
（左）52 歳／３人家族／無職 （右）68 歳／３人家族／有職

注５）BMI値：肥満指数＝体重÷（身長）2 （18.5以上25未満が標準）
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ＪＣ総研 第30回・第31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

間1000件、 うち４割が精神的・内体的疾患を抱え

画と連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換

る）に取り組みながら、出張授業・労働法セミナー・

する場として公開研究会を開催しております。今回は

教材作成などの法知識の普及活動、アンケート調査

「子ども・若者たちの未来～今、 何が求められてい

の実施や雑誌『POSSE』の発行などを行っている。

るか～」をテーマに、聖学院大学教授の大高研道氏

氏は、 現場で困難を抱えている若者を支援すること

を座長として2014年３月１日と３月22日の2回にわ

が「第１ステップ」であり、そこから得られた共通課

たって公開研究会（会場：明治大学）を開催しました。

題を社会に訴えることが「第２ステップ」だという。

今号ではその概要を紹介します。なお、個々の論考

「ブラック企業」問題は、①就活の勝ち組までも巻

については当研究所発行の研究誌『にじ』夏号（６

き込む社会問題であり、②生命、健康を奪うほどの

月16日発行予定 ）に掲載していますので、 そちらを

過酷な労働によって離職後にも悪影響を与える、③

ご覧ください。

（放置しておくと）無技能で障害を抱えた若者が労働
市場を席巻しかねない、という点で非常に深刻であ
る。若者の甘えやミスマッチや法令違反の問題と捉
第30回公開研究会

える向きもあるが、 現実を直視していない見方であ
り、 氏は「特定の企業による若者の使い捨て」と捉

１．
「現代の若者をめぐる雇用トラブルと対策につ
いて～ POSSEの取り組みと非営利協同組織に期
待すること 」
（ＮＰＯ法人POSSE事務局長

川

村遼平氏）

えるべきだと主張する。
「ブラック企業」には、大まかに① 選別排除型、
②消耗使用型、 ③秩序崩壊型の３類型がある。 選
別排除型とは過剰に新規採用し、 その後、 過酷な
労働によって「能力があってタフな職員」だけを選別
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川村氏は、現代の若者の雇用トラブルを生み出し

するタイプで、 選別の落後者に対して退職や低賃金

ている大きな要因として「ブラック企業」問題を取り

職種などへの転換を強要する組織的なパワハラ手法

上げ、この問題がなぜ深刻なのか、どのように捉え

である。消耗使用型はサービス産業や営業職に多く、

るべきか、そしてPOSSEがこの問題にどのように取

退職希望者に対して違約金や損害賠償などでしばり

り組んでいるかなどについて報告した。

つけ、本人がうつ病や障害者になるまで辞めさせて

ＮＰＯ法人POSSEは20 ～30代の都内の大学生・

くれないタイプである。 秩序崩壊型は介護・保育・

若手社会人が中心となって2006年に設立された。

医療などの職場に多く、慢性的な人手不足と長時間

2009年には下北沢（東京）、京都、仙台の３都市に

労働のために虐待や重大事故、 無資格者による業

活動範囲を拡大。 若者の労働相談・生活相談（年

務執行などが職場で横行しているタイプである。 い
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ずれのタイプも、 どんなに努力しても長期間勤め続

ジェクト」：ＪＡさがみ、鎌倉女子大学）を実施した。

けることが困難な一方で、個別企業にとってはメリッ

モデル事業のコンセプトは、 ①ＣＳＲの観点での社

トがある手法なので自浄作用が期待できない、長期

会課題への取り組み、②ネットワークによるオープン

育成の人材が不要な職場で多発しやすく、若者の権

イノベーション、である。

利主張の放棄によって初めて成り立つという点が共
通している。

氏は、こうした地域活動について従来は行政が主
導してきたが、現代の地域ニーズは個別化・先鋭化

氏は、非営利協同組織に期待することとして、①

しており変化が速い、さらに近年の税収減による財

相談の発見（各地の非営利協同組織が窓口となって

政的制約もあり、行政の対応には限界があると指摘。

相談事例を専門家につなぐ）、②労働法教育の必要

一方、 地域で活動するＮＰＯにはノウハウはあって

性（条文教育よりも現場に即したケーススタディーと

も事業遂行力・ 継続力に不安があるため、 今の行

法意識の確立を重視すべき、特に若年者支援をして

政機関はＮＰＯよりも、むしろソーシャルビジネスや

いる団体に期待、 この他支援者側への労働法教育

企業のＣＳＲに期待を寄せていると解説する。

など）、③ブラック企業対策プロジェクトとの連携、

地域課題をＣＳＲで解決しようとする場合、 企業

の３点を指摘。さらに、こうした取り組みを通じて日

は社会課題に対して素人なためＮＰＯの助けを必要

本的雇用慣行（会社人間のあり方）を問い直し、 労

とする一方、事業化のノウハウではＮＰＯよりも企業

働時間規制の確立などによってオルタナティブ（持続

が優位であるため、 そこに連携の必然性が生まれ

可能）な働き方を示す必要性を強調した。

る。 そして連携から生まれた「社会課題に対応する
確立されたノウハウ」がイノベーションとなる。氏は、

２．
「地域団体・ 組織の協力・ 連携による地域課
題の解決」
（横浜市立大学教授

ま

こ

や

影山摩子弥氏）

イノベーションを生み出すためには、 組織を超える
自律的なメンバーが必要で、仕事の延長で誰かの指
示を仰ぐのでは多様な主体と連携を取ってそこに化

影山氏は、 地域課題解決のために、 地域の非営

学反応を生み出すことはできないと主張する。

利組織（協同組合・ＮＰＯなど）と行政がどのように

こうした観点から既存の協同組合を眺めた場合、

協力・連携していくか、神奈川県のモデル事業を基

気になるのは、大規模化で「規模の経済」を追求し

に取り組みの重要性と協力・連携関係の構築に向け

ようとする動きが一部にあること。 規模の経済は第

た道筋をＣＳＲ（社会貢献）と関連付けて報告した。

２次産業に適合的なシステムだが、 これを突き進め

神奈川県では2010 ～ 2012年度にかけて、
「ＮＰ

ると大企業病になり管理コストばかりがかさむように

Ｏ・大学などと農業協同組合との
連携促進事業」として４つのモデ
ル事業（①「おいしいね うれしい
ね たのしいね プロジェクト」：Ｊ
Ａセレサ川崎、ＮＰＯ法人フリー
スペースたまりば、 ②「湘南 食
農・ 環境教育 」：ＪＡ湘南、 地
球っ子ひろば〈こどもと親の環境
教室〉、③「夢未Kidsスクール」
：
ＪＡあつぎ、 厚木市・神奈川県、
湘北短期大学、東京農業大学、
④「野菜 deいきいきライフプロ
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なる。 組織が官僚化して指示待ち職員が増え、 そ

想した仮想協同組合を設立する作業段階に入り、生

の結果、組合員は外部化し「お客さん」化するという。

徒たちは起業の仕方、働き方、アイデアの評価の仕

氏は、さまざまな地域課題に対応していくためには、

方、民主的な意思決定の仕方などを体験するという。

上意下達（指示待ち職員化 ）・組合員の外部化（顧

４月には発表会が行われ、 協同組合の専門家や

客化）を前提とする閉鎖型のヒエラルキー組織では

レガコープ責任者の審査員が評価し、５・６月には

なく、職員が主体性を持ち、組合員のニーズへ自律

各自治体で県レベルでの選考が行われる。授賞クラ

的に対応できるネットワーク型の組織へ改革していく

スはビデオ、 スライド、 寸劇で自分たちの作品を紹

ことが必要だと指摘。 最後に「企業のＣＳＲが社会

介、 賞金や褒賞旅行が授与される。 各自治体の上

を変える力になるかどうかは疑問だが、神奈川県の

位３クラスが州のネットワーク「ベッラコーピア」のコ

取り組むネットワーク型のシステムから、何かきっか

ンクールに進み、州レベルでのコンクールの上位３ク

けが見えるかもしれない」と、期待を示した。

ラスに最優秀賞が与えられる。
2012年の授賞式には、最終選考に残った8クラス

３．
「イタリア・エミリア・ロマーニャ州における若

150人以上の生徒や先生が参加した。受賞アイデア

者の協同組合教育」
（桃山学院大学教授

は、
「被災地復興のための環境維持可能物質や再生

津田直

則氏）

可能エネルギーの利用」
「太陽エネルギー、遊技の
運動エネルギーが蓄積できる公園」などであった。

津田氏は、イタリアのレガコープおよびエミリア・

なお、この支援プロジェクトへの参加者は2013年

ロマーニャ州全域で実際に取り組まれている若者に

までの累計でアイデア数833件、 参加した生徒数は

対する協同組合教育の概要・現状などについて報告

1万4484人（クラス数723）に達する。また、このプ

した。

ロジェクト以外にも、 中・高校生を対象とした独自

エミリア・ロマーニャ州には、ベッラコーピアとい
う高校生を対象とする「仮想協同組合の設立支援プ

の教育プログラムを実施しているボローニャ県やイモ
ラ市の例があるという。

ロジェクト」がある。これは高校生が仮想の協同組

氏は、
「エミリア・ロマーニャ州は古くから協同組

合を設立してビジネスを学ぶという実践的カリキュラ

合が最も発達した地域であり、 これまでも市レベル

ムで、 州内の自治体によっては10年以上の歴史があ

で個々に協同組合教育を行っていたが、 近年、 欧

る。2008年からは自治体を超えて州のネットワーク

州金融危機で失業率が高まったために州全体で（協

（州法、コープファンド、商工会議所、教育者、銀

同組合教育に）取り組む必要がでてきた」と背景を

行など）で支援を行っており、若者に「相互扶助」と

説明した。

「連帯」の価値を伝える他、 雇い主のいない企業体
として「協同組合雇用」の意義を教えている。
第31回公開研究会

プログラムの流れとしては、 まず市自治体レベル
でアイデアを競うコンクールが始まり、９月の新学期
に高校３・４年生（イタリアの教育制度は５・３・５

４．
「食育基本法は子供・若者たちに何をもたらし

制）を対象にコンクールが公示される。その後、レガ

たか～食・ 農の地域実践から考える～」
（高崎経

コープが各クラスにチューター（講師）を派遣する。

済大学准教授

片岡美喜氏）

レガは年間を通じてクラスを指導する他、 施設・人
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材・時間も提供する。 参加するクラスは事業選択、

片岡氏は、 食育基本法制定以降の主な行政の取

市場分析、革新性、資金計画、組織構成、定款な

り組みを概観した上で、 自身も関わる高崎市の取り

どを考察し、事業のアイデアを練る。冬から春は構

組み事例を紹介。 現場で感じた問題意識から今後
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がっていないなどの課題が表面化し
てきている。
こうしたなか、 氏が関わっている
高崎市でも市費で全小学校に栄養士
を配置し、 ＪＡと協力して給食に地
元産食材を使うなど熱心に食育に取
り組んできたが、 実際に児童へ意識
調査を行ってみると、 毎回給食に出
しているはずの郷土料理への認知度
は低く、関係者は大きなショックを受
けたという。 そして、 さらに調査を
続けるなかで浮き彫りになったのは、
そもそも食育を実践する人たちのな
の食育のあり方を考察した。

かで「食育とは何を指すのか」についてかなり見解の

食育と一口にいっても、 その概念は幅広く曖昧で

違いがあることだったという。 現在、市では調査結

ある。2005年に制定された食育基本法では、 食育

果を踏まえて、
「高崎市型食育」を「具体的に育成し

について「生きる上での基本であって、 知育、 徳育

たい６つの力（食べ物を選ぶ力、元気な体が分かる

及び体育の基礎となるべきもの」
「様々な経験を通じ

力、食べ物の命を感じる力、食べ物の味が分かる力、

て『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、

地域の食と文化を楽しめる力、料理をする力）
」で再

健全な食生活を実践することができる人間を育てる」

定義し、かつ各々の「力」について実践的な協力者

ことと定義しているが、 実際の政策においては「孤

像を共有化することによって、役割分担と協働を引き

食・個食」
「食べ残し、安価な食材の廃棄、偏食」

出し、食育の効果を高めている。

「肥満・メタボ、 過度の痩身志向 」などが具体的な

氏は、現代の子ども・若者は「食 」と結び付いた

是正対象とされており、 実態としては、 これらを是

生活体験が乏しく、学校や地域社会で食育体験を

正していくことが食育の行政目標となっている。

設けることは引き続き重要と指摘。しかしながら、

食育の場合、 実施主体が多様にわたり、 かつ成

これまでのような単発的な取り組みでは単なるイベン

果の測定方法や波及プロセスが曖昧なことから適切

トに終わり、子どもにも親にもその意義は理解されに

し ん ちょく

な中間目標の設定や進捗度の管理が難しい。 現在

くいと主張する。

の第２次食育推進基本計画では「食育推進にあたっ

今後の取り組み方向としては、 生活の実感と結び

ての現状値と目標値 」を提示しているが、評価項目

付けて農と食のつながりを体系的に理解させること。

として「食べ方に関心のある国民の割合」など回答

そのためには、 ①直接的体験である農業体験と、

の幅が大きく一概に評価できないものや「家族と一

②受け身だが継続的な学習機会である給食時放送、

緒に食事する回数の増加 」など、 そもそも食育だけ

③単発的な生産現場の見学、の３つを組み合わせた

では解決できないような内容が列挙されており、 チ

反復学習で相乗効果を引き出していくことが重要だ

グハグ感が否めない。また、現状の取り組みについ

と説く。 そしてそれを実現するためには、 ①地域の

ても、 農林漁業との交流経験が増えた一方で、 実

食育関係者による協議の場や協働の場を形成し、②

施主体が農家などに偏り身近な民間事業者の参加

「何のために」
「どんな哲学で」
「どのように取り組む

が少ない、販売体験など流通関係の内容が少ない、

のか」を固め、 関係者間で合意形成していくこと、

栄養教諭の配置が必ずしも児童の意識変化につな

がポイントになると報告した。
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５．
「若者たちを“場”につなぐ～どこにもない学

ち取り、
「やりたいことへチャレンジできる」ようにな

校『緑のふるさと協力隊 』」
（ＮＰＯ法人地球緑化

り、最後は「次はこうしたい」という夢や将来像を描

センター専務理事

けるようになるという。 こうした隊員の心の動きは、

金井久美子氏）

月１回の活動レポ ートなどを通じて隊員・自治体の
金井氏は、 ＮＰＯ法人地球緑化センタ ーが行う

担当窓口・緑化センターの３者で共有化され、挫折

「緑のふるさと協力隊」について報告した。現在の総

しそうな隊員には、自治体担当者や緑化センターら

務省の「地域おこし協力隊 」、 農林水産省の「田舎

が囲い込んでサポ ートするようになっている。 ただ

で働き隊 」のモデルとなった事業であり、 林野庁な

し、あくまで本人の「気づき」が重要なため、隊員自

どの後援を得て1994年に始まり、20年間の延べ参

身が「何のために来たのか」という原点に立ち戻って

加人数は計655人、 受け入れ自治体は103に上ると

「どうすべきか」という気づきが得られるよう、 周り

いう。

はあくまで方向指示器の役割に徹するのだという。

本事業は、 若者が１年間、 農山村に住み込みな

氏は、
「緑のふるさと協力隊 」でたくましく活躍す

がら受け入れ先である自治体（市町村役場）の求め

る若者の姿から、 農山村が持つ「場」と「役割」の

に応じて活動を行うもので、
「地域に活気を与え、地

力を強調する。 農山村には厳しい自然を生き抜く知

域の魅力を再発見してほしい」という自治体のニーズ

恵や伝統、文化がある。また一人ひとりに役割があ

と、地域貢献活動・経験を通じて「自己実現や新た

り、非常時には団結して乗り越える共同体の仕組み

な進路を発見したい」という若者のニーズを地球緑

がある。 若者はそれらを実際に経験することで「な

化センターが仲介する仕組みとなっている。

いものは作る」
「命をいただいて生きている」という

若者の社会貢献の場であることから、 活動内容
は地域の公共に資するものを基本とし、実際の派遣

知恵や意識を得るとともに、つながりを実感して「自
分も必要な人間だ」と安心感を得るのだという。

に当たっては、受け入れ自治体の担当窓口と事前に

自己の役割を通して多種多様な職場・仕事・付き

事業目的を何度も共有する。若者を安価な労働力と

合いを経験し、礼儀や社会のマナーを学ぶとともに、

見なす自治体には派遣しないという。隊員の活動に

受け止めてもらえるよう悩み考えるプロセスで感性が

対する報酬はなく、 隊員は支給される月５万円の生

磨かれる。そして、人生に真剣に向き合い頑張って

活費で自炊生活をする。これには若者の生活力を高

いる「こうありたい」大人や生き方と出会うことで、

めるとともに、 山村ならばお金を使わない生活がで

生きていく「安心感」と「自信」を得るのだと報告し

きることを実感してもらう意味がある。さらに隊員の

た。

活動は住民と日常的な交流ができるよう配慮され、
隊員も地域の習慣や生活様式を受け入れ、 謙虚な
姿勢で活動に取り組むことで地域にどっぷり浸かる

６．
「児童養護施設から巣立つ若者の未来づくり」
（協同組合千葉 県若人自立支援機構専務理事
み どりかわ

水鳥川洋子氏）

仕掛けとなっている。
隊員の１年間の心の動きを見ると、 派遣当初は
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「緊張・不安・熱意・プライド」が入り混じった状態

水鳥川氏は、全国で初めて児童養護施設によって

で、 受け入れ先での小さな失敗や違和感、 農山村

設立された事業協同組合「千葉県若人自立支援機

の温かいイメージに対する裏切りなどに直面して悩

構」について報告した。

み苦しむという。しかし、
「自分はふさわしくない？」

現在、 虐待などの理由で親と暮らせず児童養護

「なぜ分かってくれない？」という思いはまだ自分視

施設で育つ子どもは全国で約３万人に上る。高校卒

点の考えであり、
「まずは信頼が必要だ」と気付くと

業で施設を卒園した者は大半が一人暮らしを迫られ

隊員の行動が変わってくる。 やがて周りの信頼を勝

るが、 現行の制度では、 運転免許などの自己投資
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や住居敷金などに要する資金は在園中のアルバイト
他での蓄えと公的に支給される就職支度金（７万
7000円）に頼る以外になく、極めて不十分な状況に

研究会を振り返って

ある。 また自活時にもある程度の資金ストックがな
いと、急な倒産・解雇時に不測の事態に陥る可能性

今回の研究会では、若者支援を行うさまざまな非
営利協同組織の活動について報告があった。総じて、

が高い。
こうした問題意識から、2010年、 施設卒園者に

現代の若者が直面している新たな困難に対してどう

対する生活資金の貸し付けを含む自立支援組織の

支援していくかという切り口と、
（目の前の困難では

設立を目指して運動を開始。 組織形態は最終的に

ないが ）未来に向かって若者の学びや自立をどう支

「事業協同組合」とした。理由としては、まず「貸金

援していくか、という２つの切り口があったように思

業 」 では年収のない者に貸せないので却下。
「ＮＰ

う。

Ｏ法人」については、金融ＮＰＯの使い勝手の悪さ

前者では、特に「ブラック企業」問題の深刻な実

に加えて、ＮＰＯの場合、法人でなく個人単位での出

態にがくぜんとし、同時に自浄作用の働かない現代

資となるので、施設の当事者意識が薄まる可能性を

社会で公正な事業体である協同組合が果たすべき

き

ぐ

危惧したという。氏は「本事業は児童養護施設の本

役割は大きいと感じた。後者では、特に農山村にお

来業務であり、施設自身が構成員になるべき」と強

ける“協同の「場」
”が若者の自立を促していくメカニ

う

よ きょく せ つ

調する。その後も許認可をめぐって紆余曲折はあっ

ズムが勉強になった。
「緑のふるさと協力隊」では隊

たが、最終的には厚生労働省が本事業を公益事業

員経験者の実に４割がそのまま農山村に定着すると

と認めたことで、2011年８月、千葉県内の６つの児童

いう。若者離れに悩む既存の協同組合にとっても学

養護施設と１つの自立援助ホームの出資により設立

ぶべき点は多いのではないだろうか。

が実現した。

最後に座長が述べた「若者たちの支援は必要だ

これまでの取り組みとしては、 当初からの目的で

が、 支援・ 被支援の関係性を超えたものがなけれ

あった資金貸付事業以外に、卒園後の自立を早くか

ば、真の意味で当事者が元気になることはない。自

ら意識付けるための在園児童向けシンポジウムの開

分の存在を、 生きている意味を実感できるような社

催、 卒園後５年未満の者の状況調査、 外国籍児童

会を構築していくことこそが大切で、 それは地域の

の調査および「問題解決の手引き」などを作成。 本

多様な協同性の構築を通して可能となる。そのため

機構を参考に栃木県でも同様の事業協同組合が立

に公正な事業体としての協同組合にできることは何

ち上がるなど、運動にも広がりが出てきているという。

か。 一人ひとりの生活当事者としての協同の意識化

今後については、 在園児童の中退率をどうやって

を促す協同組合の役割が問われる」という言葉がと

低下させるかが目下の最大の課題だという。しかし、

ても心に残った。

量的な面だけでなく質的なサポートも整備しないと
うまく機能しないため、 施設職員だけでは対応でき
ず、 具体的な方策は見いだせていない。 問題解決
には多様な人との関わりが必要であり、支援活動に
意欲を持つ人たちのネットワーク化と有効な参加の
仕組みづくりを急ぐとともに、既存の協同組合に対し
て、 施設出身児童への理解と雇用の推進、 在園児
童に対するインターンシップの機会増大を訴えた。
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人事考課に関わる一考察

成績考課とＭＢＯ
（目標管理制度）の
連動について
ＪＣ総研 経営相談部

１

．成績考課とＭＢＯ（目標管理制度）

人事コンサルチーム

がうまくできていない（66.5％）
、②職場・部門により
取り組みにバラツキがある（55.9％）
、③職場の使命・

ＪＣ総研が実施した、平成 24 年度「人事労務総合

役割に応じた適切な個人目標の設定ができていない

調査」の結果報告書によると、ＭＢＯを導入している

（48.6％）などの回答が上位を示しています（表２）。こ

実態については、従業員規模が大きくなるほど導入し

れは、目標設定の段階で「適切な目標が設定できてい

ている割合が高く、逆に規模が小さいほど導入の予定

ないこと」が大きな要因です。適切な設定ができてい

がないとしているものの、全体では 72.7%（前回調査

なければ、上司はしっかり書き直させるなど指導しな

70.3%）という高い導入率になっています。

ければなりません。そのためには、上司はＭＢＯに関

しかしながら、ＭＢＯの実施・運営に当たって、9
割以上のＪＡで問題があるとしており（表１）、結果報
告書によると、①数値化が難しい部署での目標設定

わるスキルをしっかり身に付けることが必要になってき
ます。
個人目標の集約が部門目標（支店目標）となり、そ
れをさらに集約すれば、ＪＡ全体の数値計画（数値化
できるもの）や重点実施事項につながることから、Ｍ
ＢＯはＪＡの事業計画の実現や重点課題の解決に直結
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【人事管理】人事考課に関わる－考察

成績考課とＭＢＯ（目標管理制度）の連動について
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するツールとして活用しなくてはなりません。このこと

●●●●●

人 事 管 理

この様に、人事考課のルールに疑義があるように、

を、上司はしっかりと認識して、部下の目標設定に指

各ＪＡにおいても、人事考課する際に疑義が生じるので

導アドバイスする必要があります。

はないでしょうか。例えば、ＪＡカードの推進結果に対

また、上司が部下をしっかり指導するためにも、自

する評価の仕方が、
部門間でジャッジに相違がある（評

分の組織（ＪＡ）の人事考課の仕組みについて理解し

価の基準や手法が異なる）場合や、評価基準、C 評価

ておかないと、効果結果を的確に、分かりやすくかみ

と D 評価の分かれ目、などです。これらについて、オー

砕いて伝えることができません。

ソライズした解説を、考課する時期の前に事前に準備

部門間、部署間による考課のバラツキや相違を解消

し、公開しておきましょう。ＪＡの個別ルールとして明確

するためにも、計画的な考課訓練を毎年継続していく

に整理することで、また、自らのＪＡの疑義解釈を蓄積

ことが大切です（表３）。

することによって、
「ＪＡオリジナルの Q ＆ A」を評価
者に示すことが可能になるのです。
（３）成績考課、ＭＢＯなど人事考課制度を改善し
ていくポイント
今後、短・中期的に各ＪＡが取り組むべきポイン
トは、３点です。

２

成績考課にＭＢＯを連動させることの真意
．
と人事考課の課題対応策について

①自分 のＪＡの 独自性を尊重した仕 組みを追 求 す
ること。
② 現状の仕組みの弱みを補強するという視点で、常に

（１）目標設定は考課のためではなく、事業目標達

小さな改善を積み重ねること。
③これらを地道に蓄積していくこと。

成のツール
経営目標や中長期計画や単年度計画をブレークダウ

これら３点は、決して難しいことではなく、一人ひと

ンして部門目標、課別目標が決定され、さらに役割分

りの気付きや、工夫・アイデア、発想の転換の積み重

担シート（課内の業務分担の原案）を基に課内会議で、

ねです。ものの考え方には、垂直思考と水平思考があ

職員の業務を分担します。これが、職員一人ひとりの

りますが、人事考課にも通じることです。

職務です。所属長（課長・支所長）と部下（職場単位

人事考課には、他力本願は禁物ですし、常に仕組

の構成職員）が合意し納得するよう、課内会議あるい

みを運用して人を評価することは、時の経過や情勢の

は個別面談で職務を確認し合います。所属長はＭＢＯ

変化などによって、評価基準や手法も少しずつ変化さ

を通じて事業目標を達成するという意識と、自らのスキ

せていくことが肝要であると考えます。

ルアップを図る必要があります。
（２）人事考課の不文律を文章化して、Ｑ＆Ａに
人事考課には、
「疑義という壁」があることをご存じ
でしょうか。例えば、ＭＢＯは成績考課の一考課要素
です。ＭＢＯでは易しい仕事を評価しない、あるいは
当該等級以上の仕事を設定することを推奨しますが、
成績考課では易しい仕事もありのままに評価しますの
で、成績考課の領域のなかのＭＢＯという意味で「矛
盾しないか、整合性は取れるのか」という疑義です。

【人事管理】人事考課に関わる－考察

成績考課とＭＢＯ（目標管理制度）の連動について

ＪＣ総研レポート／2014年 夏／VOL.30

57

▶▶▶▶▶▶

労 ◆
働 ◆
法 ◆
務 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶▶
◆

ＪＣ総研 2013年度「労働法務に
関する相談」結果のまとめ
ＪＣ総研 経営相談部

ＪＣ総研では、法務問題と人事管理の実務に関する

相談項目別では、労働時間管理関係が 102 件（前

各種相談事業の 1 つとして、人事・労務にかかる「労

年同期 95 件）で、次いで、賃金・退職金関係が 70 件

働法務に関する相談」でＪＡや中央会他からの電話な

（前年同期 115 件）
、パート労働関係が 57 件（前年同

どによる相談に対応していますが、このたび、2013 年

期 68 件）、メンタルヘルス（心の不調問題）関係 31 件

度「労働法務に関する相談」の受付概要をまとめまし
た。
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労働法務チーム

（前年同期 65 件）が続いています。
相談内容を分析すると、労働時間の適正管理対応、

2013 年度（2013 年４月～ 2014 年３月）の総受付件

時間外労働や休日労働の割増賃金支払い上の留意事

数は 569 件で、2013 年度は、2013 年４月実施の改正

項、未払い残業対応他、厚生労働省都道府県労働局

高年齢者雇用安定法、改正労働契約法などの目玉で

などが重点課題として取り組んでいる事項については、

ある就業規則の見直しのような法改正事項がなかった

引き続き相談が寄せられている状況にあります。また、

ことから、件数は前年度比 32.2％減でした。

パートタイマーなど有期契約労働者の雇止めなどの対

相談内容は、ＪＡの従業員の募集採用から退職まで

応方法、高年齢者再雇用への対応などの相談が寄せ

の、さまざまな場面での人事労務管理上の法務に関す

られています。なお、ＪＡ合併に伴う賃金・退職金制

る課題や、就業規則の整備対応、心の健康問題対応

度の変更などの相談は例年どおり多数寄せられていま

など、多方面にわたっています。

す。

ＪＣ総研レポート／2014年 夏／VOL.30

【労働法務】ＪＣ総研 2013年度「労働法務に関する相談」結果のまとめ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

労 ◆
働 ◆
法 ◆
務 ▶▶▶▶▶▶
◆

「2014 年度労働問題弁護士相談」の実施について

ＪＡ、ＪＡ中央会・連合会およびＪＡ関連団体にお

労働条件の変更、パートタイマーなどの有期契約労働

いては、組織変革や事業体制の整備、再編成を進め

者の処遇問題、出向・転籍などの雇用調整対策、組

られており、組織の変貌が続いています。これに応じて、

織改編に伴う人事管理・処遇問題など、人事管理制度

人事管理制度も変革が進展しつつあります。このような

をめぐる根幹の問題、また日常的に生じる賃金・労働

状況のなかで労使間、職場にはさまざまな問題が生じ

時間、メンタルヘルス・労災問題、懲戒処分、雇止め・

ていることから、当研究所においては、これらの懸案

解雇など個別的な労働関係事項、さらには労働組合と

事項の解決策の一環として、労働問題専門の弁護士で

の団体交渉、労働協約など集団的労使関係から生じ

ある中山慈夫氏による相談の機会を「弁護士相談」と

る問題他、幅広い事項についてのご相談に応じられる

して設置し、相談業務を実施しています。

よう配慮しています。

ご相談いただく内容としては、正職員の賃金などの

「2014 年度労働問題弁護士相談」の相談を担当していただく
● 中山

《経

《役

おとこざわ

慈夫 弁護士（中山・男澤法律事務所所長）の略歴
歴》 1975 年３月

早稲田大学法学部卒業

1978 年４月

弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 )

1987 年４月

中山慈夫法律事務所開設

2005 年４月

中山・男澤法律事務所に改称

職》 1997 年４月～ 1999 年３月

法政大学社会学部非常勤講師 ( 労使関係法 )

2000 年４月～ 2003 年１月

最高裁判所司法研修所教官 ( 民事弁護 )

2004 年４月～ 2007 年３月

東京大学法科大学院客員教授 ( 労働法 実務家教員 )

2009 年７月～ 2013 年６月

経営法曹会議事務局長

2013 年７月～

経営法曹会議常任幹事

《主な著書》『労働法実務ハンドブック〈第３版〉』( 編著 ) 中央経済社、2006 年／『Ｑ＆Ａ 解雇・退
職トラブル対応の実務と書式』( 編著 ) 新日本法規出版、2010 年／『就業規則モデル条
文

第３版－－上手なつくり方、運用の仕方』経団連出版、2013 年

など

【ご相談を希望される方は、電話またはＦＡＸにてお申し込みください】
電話：

03―6280―7319

ＦＡＸ：03―3268―8761
担当：ＪＣ総研 経営相談部

渡邊、稲木、川島

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

【労働法務】ＪＣ総研 2013年度「労働法務に関する相談」結果のまとめ
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ファーマーズマーケット利用者調査結果から

“ＪＡ直売所は、新鮮・安心、
そして情報発信力が決め手！”
ＪＣ総研 経営相談部

本調査は、消費者のファーマーズマーケットに対す

ファーマーズマーケットチーム

《ファーマーズマーケットへの要望》

る評価や要望を明らかにし、店舗運営に生かすことを

お客さまの要望で多かったものは、
「農産物の残留

目的に毎年秋に実施しています。2013 年度は、11 〜

農薬の定期検査」と「加工品の細菌の定期検査」が

12 月に全国の 39 店舗で、7821 人のお客さまの声を集

７割を大きく超え、安全・安心を重視しています。また、

めることができました。調査結果の概要を紹介します。

《利用者の属性》

「加工品の特徴の説明」
「農産物の調理・保存方法の
説明」などを要望するお客さまも多くいることが分かり

年齢層は、60 歳以上が最も多く約６割。40 ～ 50

ます。手作りＰＯＰや農家直伝のレシピのように、最も

歳代が約３割で、30 歳代までは１割程度しかいません。

インパクトがある情報は“生産者の思い”です。発信力

同行者数を見てみると、自分１人で来るというお客さ

を高め、的確に伝えていくことが大事といえるでしょう。

まは 1 割程度で、ほとんどの方は誰かと一緒に買い物
をしています。スーパーの利用者は一般に買う物
が決まっていて、目的の物を目指して店内を移動
しますが、ファーマーズマーケットに来るお客さ
まは、同行者と、今日はどんな野菜・果物が並ん
でいるのかしら、と会話をしながら、買い物を楽
しんでいる様子が目に浮かんできます。
店までの所要時間では、30 分以上かけて来ら
れるお客さまが３割以上もおり、８割以上が車利
用です。

《ファーマーズマーケットに対する評価》
「朝どりの農産物だから新鮮」
「生産者が明示
されていて安心」という評価が９割以上と断然高
い数値を示しています。
また、品ぞろえについても評価が高く、
「地場
の珍しい商品がある」
「年間通して品ぞろえが豊
たゆ

富」と、店舗で弛 まず努力している成果の表れ
といえます。
意外なのは、
「スーパーと比べて安い」という
項目で、プラス評価では下から２番目です。約６
割のお客さまが安さに魅力を感じているものの、
鮮度や安心感、品ぞろえほどには重視していな
い、ということのようです。
60
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ファーマーズマーケット利用者調査結果から “ＪＡ直売所は、新鮮・安心、
そして情報発信力が決め手！”

企

画

総

務

当研究所３号会員加入のご案内および理事の交代について
ＪＣ総研 企画総務部

１．３号会員加入のご案内について

ご加入に際しましては、Ｗｅｂによるお申し込み
をお願いいたします。お申し込みは、ＪＣ総研の

前号（VOL.29）の『ＪＣ総研レポート』などでも

ホームページ（http://www.jc-so-ken.or.jp/）

ご案内いたしましたが、当研究所の一般社団法人

のトップページの左下にある ＪＡ専用お申込み

への移行を契機として、ＪＡ全中の協力の下、全

ページ より、お手続きください。なおパスワード

ＪＡに対して３号会員（賛助会員）への加入を働き

は、１月 27 日付で郵送しました加入申込書に記載

掛けることとしました。これにより、名実ともに会

してございます。確認できない場合は、お手数で

員制度の実態を整え、会員のためのシンクタンクと

すが、下記までお問い合わせください。

いう位置付けをより明確にすることを目指すもので

担当部署：企画総務部

す。５月末現在、約 300ＪＡにご加入いただいて

電

話：03-6280-7200（代表）

おります。
会員メリットとして、ＪＣ総研の機関誌３種（
『Ｊ
Ｃ総研レポート』
『人事管理レポート』
『協同組合

２．理事の交代について

研究誌 にじ』）の送付の他、人事労務関係の各
種セミナーや「協同組合・協同会社職員交流セミ

2014 年３月 31日をもって、松岡公明理事が退任

ナー」の受講料割引制度があります（詳細は開講

し、４月１日から比嘉政浩理事が就任しました（Ｊ

の都度ご案内いたします）。従いまして、来年度

Ａ全中より出向、協同組合研究部担当）。

（2015 年度）からは非会員ＪＡには、機関誌３種

なお、当研究所の役員は２年ごとに再任の方も

の配布は行わなくなりますので、ご留意願います。

含め全員改選されますが、今年６月 17 日（火）に

つきましては、まだお申し込みいただいていな

開催の定時総会にて改選されます。その内容につ

いＪＡにつきましては、ご加入をいま一度ご検討い

きましては、当研究所のホームページに掲載いた

ただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。

しますので、よろしくお願いいたします。

【企画総務】当研究所３号会員加入のご案内および理事の交代について
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

鈴木 丈織

そのためにも、職場では、各職員の

小さな成果の積み重ねで決まります。

「個性と性差力の特長や特性」を活か

「効率と能率」のグッドバランスで効果

すことが鍵なのです。ハイクオリティー

３． 多種多様な政策や対策を解析し

的に「人財力」を活性化することが基

の「P・D・C」になるように「人財力」

ながら可能性の追求に興味を引か

本です。１つずつ丁寧に課題を成し遂

を活用し応用することが、仕事マネジ

れる。

げ、 一歩ずつ確かな歩みで前進して

メントの基本なのです。

いくことが躍進につながるのです。

「人財力」は、一個人の実力だけを

ることを好む。

４．安定的継続や現状維持を重視し、
メリットへの発想と思考で打開を目
指す。

「ＪＡの使命と精神 」を核にした誠

指すのではありません。職場で働くす

実な「勤勉と実践」が重要なのです。

べての職員が対象です。 友人、 知人

５． 権威や権限、 役割立場に従い、

僕が20年を超える職員研修で常に

として他のＪＡで働く方々も、もちろん

ル ールやけじめを厳守した個人活

重 点を置いていたことは、
「農の 知

組合員も含めてもよいでしょう。 大切

動を求める。

恵」を応用した「勤勉と実践」です。

なことは、 目標達成を目指す男性女

例えば、
「勤勉 」には、 コミ ュ ニ

性、 先輩後輩、 すべての協力者を総

ケーション能力、課題発見力、創造

括して「人財力」とすることです。 特

力、解決力、維持再生力、ストレスマ

に、 日常職場で顔を合わせて仕事に

ネジメント力、 組織統合力、 国際戦

触れている職員の活用は重要です。

略感覚などを磨き上げること。 そして、

まずは、 男性職員・女性職員の仕

「実践」のために絶対欠かせない要素、

事での特性を把握して「人財力」向上

「くじけない忍耐力と、 飽きない継続

の基本を理解しておくことから始めま

力、 そして失わない夢」によって築き

しょう。

●仕事に取り組む女性の心理力の特性
１． 成長や発展への変化や違いを敏
感に察知し、促進活動へ具体的参
加を望む。
２． 目標達成に対する推進力と抑圧
力の策を直感で判定するスピード感
を好む。

上げていくことを強調します。
「農」か

３．束縛やしがらみにこだわらず、安

ら学んだ「実りへの知恵」です。
最終的に、 仕事で確かな成果を挙

●仕事に取り組む男性の心理力の特性

堵感、安心感、安定感への行動を
優先する。

げるために「Plan
（計画）
・Do（実行）
・
Check（点検 ）
」のマネジメントサイク

１． 全体像を見つめ、 現状からの流

４． ミスや失敗、 不合理を嫌い、 目

ルの繰り返しを徹底します。しかも、

れを戦略的に計画化することを楽

標達成に個性ある一員として貢献を

しむ。

目指す。

「迅速に、正確に、精度よく、円滑に、
常に」成されなければなりません。
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合しながら最善策を予測、 検討す

大きな目標達成は、 毎日の仕事の
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２．現状を把握し、過去のデータと照

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（10）】性差力の活用の勧め！

５．職場での人間関係の絆やリラック

ス環境を求めて、 和みやすさを演
じる。
全職員が一丸となるのは、当然のこ

まさに、 男女混成の性差力で、 方

で、 職場は課題達成への厳しさと優

針決定をして、計画化するのです。現

しさを持つ「タスクチ ーム」になるの

状から目標までの地図が作製できる

です。

のです。

とです。目標達成へのリソースは、す
べて適 材適 所に配し、タイムリーに

認識ポイント３
認識ポイント２

Check（点検）：点検は、新たなス

「今、この場、この状況」で活かさな

Do（実行）：実行には「やり遂げよ

タートラインです。曖昧だったり、ゆ

くてはなりません。完全に、ミスなく

うとする意志 」と「くじけても立ち直

がみや欠落があってはなりません。細

目標を成し遂げるためには、 それぞ

る明るさ」が基本となります。粘り強

心の注意力や繊細な洞察力そして予

れの仕事に対して、 マネジメントサイ

さ、 改善や工夫、 協力を求める素直

見力も求められます。

クル「P・D・C」の徹底が重要ポイン

さ、準備や余裕もつくり出します。仕

「何かおかしい！ 違 和感がある！

トです。曖昧を許さない厳しさが必要

事はかたくなに１人だけでやり続けた

放ってはおけない！」など、 理屈で説

です。

り、やり方に固執していてははかどり

明できなくても、具体的明確さがなく

まさに、男性職員・女性職員を「人

ません。 視点を変えたり、 冒険心で

ても、失敗の不安にもひるまず、柔軟

財力」として、その「性差力」を活用

試したり、知識、情報、知恵、資源

に即応する覚悟を持ちスタートライン

することを認識してください。

を総動員して取り組むのです。達成す

を盤石にする思いです。

認識ポイント１
Plan（計画 ）： 計画には、
「戦略と
着手」の決定が求められます。目標は
決まっても、そこへ向かう戦略は複数

べき成果と締め切りの時間さえ自覚し

まさに、 男女混成の性差力は、 そ

ていれば、 遠回りをすることになろう

れぞれの個性と特性を補完し合い、

と、途中で複雑な修正がなされようと

課題必達への第３の経営資源となる

「人財力」が発揮されるはずです。

のです。

まさに、 男女混成の性差力の活用

浮かびます。 それに
は一長一短が見え隠
れするものです。
「前
例がない！」 とか、
「 もしも、 〜だった
ら？」 と予測や空想
から出る意見は多種
多様です。 いたずら
に困惑と低迷するだ
けの時間が過ぎてし
まうことにもなりかね
ません！
「リスクはあっても、
今、まず、この案で、
これからやってみて、
経過により戦術を変
えていこう！」という、
きっかけを断定し、
努力を促さなくては
なりません。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（10）】性差力の活用の勧め！
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会がシフトし始めたことがあるだろう。２つには、

整え、社会に活力を取り戻す」といった方向に社

な柱に掲げられている「女性が働きやすい環境を

わゆる「アベノミクス」で、経済成長戦略の大き

１つには、第２次安部晋三内閣の経済政策、い

域」を創造する女性パワーである。

「魅力ある地
跳ね返す力 ）という過程を繰り返し、

（ネットワークで広がる力 ）→バネ ②（飛躍する力・

シ ョ ン ）→ 接 着 剤 ①（ つ な ぎ 合 う 力 ）→ 接 着 剤 ②

を 明 晰 に 提 示 し た。 バ ネ ①（ 内 発 的 な モ チ ベ ー

現と成長モデル」によって生み出されていること

策とＪＡ女性参画の取り組みについての年表があ

ところで、第２部には良く整理された戦後の政

という、応用力と実用性を備えている。

にあるかが分かれば、そこに的確な施策が打てる

このモデルは、女性活動の取り組みがどの段階

本 書 が 取 り 上 げ て い る ５ つ の ケ ー ス（ 長 野 県・ Ｊ
Ａあづみ「生活福祉活動」、高知県・ＪＡコスモス
・ ・

「女男共同参画」、山梨県・ＪＡ梨北「右脳のＪＡ」、
広島県・世羅高原６次産業ネットワーク、青森県・
極めて示唆に富む事例であり、それらを秀逸なル

る。評者は、青森県の田子町で暮らす佐野房さん

ＪＡ八戸監事佐野房氏「ピンチをチャンスに」）が
ポルタージュにまとめた著者のインタビュー能力

の人生に共感しつつ読んでみた。歴史から学ぶこ

題に真摯に向き合っているからではないだろうか。

経験と想像力によるところが大きい。

それとともに著者が次のような極めて重要な課
「もっぱら経済成長という時代は過去のものと

と が き 」 に 記 し て い る が、 こ う し

（聞く力）と筆力があったことが挙げられるだろう。

なかでも明治大学農学部教授の小田切徳美氏によ

なった。成熟社会へのランディングが模索される

本書については、すでに数多くの書評が書かれ

る 書 評、
「 農 村 再 生 へ 説 得 的 な『 解 』
」
（２０１４

中、 農 業 に 新 た な 期 待 が 寄 せ ら れ て い る。 地 方

て い る の で 目 に さ れ た 方 も お ら れ る こ と だ ろ う。

年 ５ 月 ４ 日 付『 日 本 農 業 新 聞 』）は、 本 書 の 核 心

た 人 生 経 験 が あ っ て は じ め て、 共

）」す る 能 力 は、ア
とは多い。「 共 感（ sy mpat hy
ダム・スミスの『道徳感情論』を見るまでもなく、

を、 農 村 再 生 に「 ど の よ う に し た ら 女 性 が 力 を

に安定した雇用機会を提供する役割もそのひと

の 両 面 か ら、 農 村 女 性 活 動 の 解 明 に 挑 戦 し、 見

て「 本 書 は ル ポ ル タ ー ジ ュ と 分 析 的 ア プ ロ ー チ

だ が、 そ
２ ０ １ ３ 年 月、 １ ７ ６ ペ ー ジ ）
。 ——
れを実現するには、
「男性だけでは農村再生が実現

未来を考える』
（岩波現代全書０１４、岩波書店、

つである」
（ 生 源 寺 眞 一『 農 業 と 人 間

が 必 要 だ。 著 者 の 耕 さ れ た 心 が、

思いを受け止める良く耕された畑

がなる。だが、
そこには共感する力、

ができたであろうことは想像に難

感し本音を引き出すインタビュー

著者は、自身が研究者となるまでの経緯を「あ

発揮できるのか」という問いとして捉える。そし

事 に そ の『 解 』を 得 て い る 」と 高 い 評 価 を 与 え て

できないことは誰でも分かっている」
（小田切氏書

た の だ と 思 う。 女 性 た ち の 思 い に

る 思 い を 受 け 止 め、 本 書 に 結 実 し

お

しげ

だ

よし

食と農の

い る。 ま た、
『日本経済新聞 』
（２０１４年５月

評）
。では、どうすれば「女性が力を発揮できる」

く な い。 良 い 種 を ま け ば、 良 い 実

日 付 ）の 読 書 欄 の「 短 評 」で は 経 済 専 門 紙 ら

著者は、
「女性も、男性も。若い人も、年齢を重

し く、 本 書 が 見 事 な 筆 致 で リ ア ル に 描 い た 女 性

ねた人も。健康な人も、そうでない人も。お金が

寄 り 添 っ て、 そ っ と 背 中 を 押 す、

各地の女性たちの活動の背景にあ

ず、 持 続 可 能 な ビ ジ ネ ス に 発 展 」 さ せ よ う と す

著者の思いが伝わってくる。また、

のだろうか、という問いである。

る女性たちの姿勢として評価し期待を寄せている。

ある人も、貧乏な人も……。みんなが少しずつ幸

心理学博士・鈴木丈織
（Ｄｒ．ジョー

た ち の 活 動 を、
「単なる助け合い運動に終わらせ

日付 ）は、

せを分かち合える、そんな社会に暮らしたいと思

ジ ） 氏 と の 対 談 も、 女 性 た ち に 勇

（２０１４年４月
『農 業 協 同 組 合 新 聞 』

著 者 へ の イ ン タ ビューをまとめた長文の紹介記事

わないだろうか。そんな社会づくりの一端を担う

気を与えるものとなっている。

のが女性パワーである」
（あとがき、２０５ページ）
と言う。そして著者はそのパワーが「内発力の発

吉田 成雄

Ｊ A 全中 教育部教育企画課 主任専門職
（元ＪＣ総研 基礎研究部長）

10

を掲載している。他にもＪＡ関係の雑誌などに書
評が掲載されている。
本書が注目される背景を少し考えてみたい。

30

【この本が好き】
『魅力ある地域を興す女性たち』
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編 集 後 記

唐草文様ってどんな文様？ と尋ねられたら、日本の風呂敷に描かれた緑地に白の図柄を昭和世代はイメージするので
はないでしょうか。この唐草文様、一種類ではなく、さまざまな文様が世界中にあります。それを知ったのは俳優・小栗
旬のお父さんでオペラの舞台監督の第一人者、小栗哲家さんに舞台裏で起きた冷や汗もののハプニングやエピソードの
数々を披露していただいたときでした。
「事件は来日公演の舞台セットを日本で作っていた1980 年代のウィーン国立歌劇場引っ越し公演でした。同劇場の装置
家が出来上がったロココの唐草を見て一言、
『This is Japanese rococo』。風呂敷に描かれた唐草文様と同じだったか
らです。ロココ様式の唐草を写真などで見ていたはずですが、欧米の唐草という意識が制作した人たちになく、さらに細
かいことも言わないだろうと思っていたのです。公演までになんとか作り直して事なきを得ましたが……（汗）」
小栗さんはこのときの経験から「歌舞伎から始まった日本の舞台づくりの発想ややり方を転換する契機になった」と語っ
ています。平面図しか書かず、経験と勘だけで物事を進めてきた日本のやり方と異なり、欧米の装置家たちは建築を学
び、大学院でも学んできた人たちがほとんどで、断面図はもとより、確かな知識と技術によって合理的に舞台をつくって
いたからです。
お客さまに満足を提供するためにおごることなく学び、あるときは前例を否定して進化する。感動はそうしたスペシャリ
ストと呼ばれる裏方たちが差し出した舞台の上で生まれ、400 年を超える支持をオペラは得てきたのだと思いました。
（編集スタッフ 加藤文英）
ある雨の夜、わが家の電話が鳴りました。受話器を取り上げるとそこから聞こえてきたのは「ケロケロ、コロコロ……」
という涼しげな鳴き声。それは『ＪＣ総研レポート』の校閲を担当してくださっている、池上武志さんからのお電話でし
た。自宅のお庭で、恵みの雨を喜ぶカエルたちがこぞって鳴き出し、その声があまりに美しいので、私に聞かせようと電話
をかけてきてくださったのです。
部屋の電気を消してカエルの大合唱に耳を傾けていると、自分が田んぼの真ん中にたたずんでいるかのような不思議な
気持ちに……。池上さんからの粋なサプライズで、心和むひとときを味わうことができました。
全国的に梅雨入りし、天気予報では毎日のように「ムシムシジメジメした嫌な天候です」なんて言いますよね。でも、こ
こうこう

の季節だからこそ楽しめる、自然の恵みがあります。今号の表紙にある紫陽花もそう。煌々と太陽の光に照らされている
ときよりも、そぼ降る雨にしっとりと濡れているときの方が、花びらの１枚
１枚が生き生きと輝いています。紫陽花の葉の上で、何か考えごとでもし
ているように見えるカタツムリも、梅雨の風物詩ですね。
私はくせ毛で、湿気が高いと頭が大爆発するから、実は梅雨の時期が
ちょっと苦手。でも「うっとうしい季節」だなんて嫌がらないで、お気に入
りの傘を差して（まずは買わねば）、 ちょっと近 所をお散 歩してみようか
な。疲れた心と体をひと休み、自然のパワーをたっぷりチャージして、明
日に備えるぞ！
（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。
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