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秀則

強い怒りを覚えた

ないのでしょうか。どうすればパートナー

本年５月に規制改革会議農業ワーキン
グ・グループは、
「農業改革に関する意見」
を発表しました。

になれるのでしょうか。
地域が疲弊するなか、ＪＡは総合性
を生かして事業・活動を行ってきました。

強い怒りを覚えました。

総合事業は地域にとって本当にプラスに

既報ですのですべてには触れません

ならないのでしょうか。

が、
「全農を株式会社に転換」という文

政府への農業者の意思反映は、主にＪ

章は象徴的です。この文章の主語は誰で

Ａグループとりわけ中央会が担ってきまし

しょうか。
「政府は」でしょうか？ 協同

た。これは不要なのでしょうか。

組合は自主的な組織であり、組合員があ

これらを真面目に議論いたしましょう。

り方を決めます。この文章を書いた者は、

見直すべき点は見直しましょう。組合員の

そのことさえ理解していない者です。

方々とともに、
「あるべき姿」を見いだし

日本協同組合連絡協議会（生協、
漁協、

ましょう。

森組、労協、労金、ＪＡの全国組織か
ら構成）と協同組合組織６団体は共同声

でも、法律は勝手に作られてしまうの

明を出し、
「
『自主・自立』
、
『民主的運営』

では？

を基本に（中略）する協同組合のあり方

ＪＡの根拠法は「農協法 」であり、特

が考慮されておらず、一方的に制度改変

に中央会には１つの章が設けられ、法律

を迫るもの」として、
「強い懸念」を表明

上別立てで書き分けられています。いか

しました。

にわれわれが「あるべき姿」をまとめて

国際協同組合同盟（ＩＣＡ）も「協同組

も、法律などを変えられ、踏みにじられ

合のまさに根本的な原則を明確に攻撃す

るのではないか、そういう印象をお持ち

るもの」として反対声明を発表しました。

の方も多いと思います。
確かに今回はそうしたことが起こりか

協同組合らしく立ち向かいましょう
理不尽な攻撃に対しどうしたらいいで
しょうか。

ねない厳しい局面です。
それでも、自ら「あるべき姿」をまとめ
るところから始めるべきと考えます。

自主・自立性を損なおうとする者に立

今回、われわれの意思を通すために、

ち向かいましょう。こんなことは許さない。

直接的・政治的な運動は必須です。私は

ただし、協同組合らしく闘いましょう。

最終的にはわが国社会の意思決定のあり

われわれ役職員がいかに力んでも、組

方を信じています。

合員の方々が「中央会などいらぬ」
「株

しかし、その結果が十分でなくても、

式会社の方がいい」と言われれば、組織

「あるべき姿」があれば、われわれは法

はそう変わります。政府は「次期通常国

律などを精いっぱい運用して、
「あるべき

会に関連法を出す」
「５年間を農協改革

姿」の実現に努めるでしょう。

推進期間とする」としています。そのこと
は組合員の方々の耳にも届いています。

ＪＣ総研 理事
ひ

が

ま さ ひ ろ

比嘉 政浩

他からの発議ではあったが

これを機会に、もっといい組織になり

組合員、役職員が「今回は真面目に議

ましょう。組合員の方に評価され、組合

論し何かを変えよう」と思えたのであれば

員になろうとする方が増えるような協同組

チャンスです。他からの発議であることは

合になりましょう。

残念ですが、この機会を生かし、
「あるべ

大規模な農業経営者にはＪＡは物足り

き姿」を見いだし、実現いたしましょう。
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巻 頭 論 説

政府農協改革案に対する農協・
農 協 系 統 組 織の姿 勢 を考える
││ 真の自己改革とは何か

本稿は、 規制改革会議が提示した農協改革案につ
いて、その本質に迫るとともに、非営利・協同セクター
のなかで主要な位置を占める農協・農協系統組織がこ
の問題にどのような姿勢で臨むべきかを論じるもので
ある。 規制改革会議の農協改革案は、 その対応いか
んでは非営利・協同セクターの崩壊にもつながりかねな
い攻撃的な内容を含んでおり、 これを正しく跳ね返す
ためには協同組合の原理・原則論に立った農協・農協
系統組織の姿を提示しなければならない。 言い換え
れば、彼らの設けた土俵で戦うのではなく、土俵その
ものの間違いを明らかにするとともに、協同組合という
正しい土俵で戦う理論武装が必要である。 本稿がそ
の一助になれば幸いである。

１．規制改革実施計画の閣議決定までの流れ
まず、 農協改革案の基礎を成す規制改革会議「農
業改革に関する意見」から、閣議決定された規制改革
実施計画までの流れを示すと、次のとおりである。
５月14日 規制改革会議「農業改革に関する意見」
６月 ９日 自民党「農協・農業委員会等に関する改
革の推進について」
６月13日 規制改革会議第２次答申
６月16日 産業競争力会議「日本再興戦略」の改訂
版（素案）
６月24日 規制改革実施計画の閣議決定（来年の
通常国会に関連法案提出）

い し

石田 正昭

このなかで重要な役割を演じているのが、 自民党
「農協・農業委員会等に関する改革の推進について」
である。表向きは自民党の改革案であるが、新聞報道

だ

によれば、 この文書の取りまとめに当たっては、 自民

ま さ あ き

党の「新農政における農協の役割に関する検討プロ
ジェクトチーム」
（森山裕座長）
、ＪＡ全中、農林水産
省の３者間で激しい攻防が繰り広げられたとされる。

三重大学
招へい教授

これ以降、 規制改革会議第２次答申、
「日本再興戦
略」の改訂版（素案）
、そして規制改革実施計画が作
成されていったが、これらは基本的に自民党改革案を
踏まえたものとなっている。
これも新聞報道によれば、 自民党改革案は過激な
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規制改革会議「農業改革に関する意見」
（以下、原案）

と農水省との攻防の中心であったことがうかがえる。

を押し戻し、農協・農協系統組織の自らの話し合いに

もう１つ重要な点は③についてである。そこでは「専

よる「自己改革 」 の道を開いたことに特徴があるとさ

門化・健全化 」という表現が「活性化・健全化 」に置

れる。 とりわけ、 中央会制度の廃止、 全農の株式会

き換わった。 ３者協議では十分な議論が交わされな

社化については、
「中央会制度から新たな制度への移

かったにもかかわらず、 実は重大な変更が行われたと

行」
「全農等の事業・組織の見直し」と書き改められ、

筆者は考えている。この点について規制改革実施計画

ひとまずは農協・農協系統組織の話し合いの結果に委

では次のように書き込まれている。

ねられることとなった。

「また、単協が、自立した経済主体として、経済界と

しかし、 自民党改革案の全体の論調は、 規制改革

も適切に連携しつつ積極的な経済活動を行って、利益

会議原案から変わったようでいて、変わっていないこと

を上げ、組合員への還元と将来への投資に充てていく

を見逃してはならない。その理由は最初の規制改革会

べきことを明確化するための法律上の措置を講じる」

議原案と最後の規制改革実施計画の項目を比較すると、
一目瞭然である。

この記述は関係者の間では「非営利規定の見直し」
と理解されているようである。 すなわち、 農協は利益

〔規制改革会議原案〕
①中央会制度の廃止

を上げてはならないと誤解している人が多くいるので、
②全農の株式会社化

協の専門化・ 健全化の推進
⑤組織形態の弾力化

③単

④理事会の見直し

⑥組合員の在り方

⑦他団

体とのイコールフッティング

益を投資家ではなく、組合員に還元すること」という点
にあることを正しく理解してもらうために規定の見直し
を図ると報道されている（
『日本農業新聞』2014年7月

〔規制改革実施計画〕

19日）
。

①中央会制度から新たな制度への移行
の事業・ 組織の見直し

非営利の意味はそうではなく、
「利益を上げ、 その利

②全農等

誤解が多いから、法文を改めるというのは法律家に

③単協の活性化・ 健全化

とって屈辱であろう。 誤解が多いならば、 誤解を解く

⑤組織形態の弾力化

「非営
ためにその意味を諄々と説くというのが正しく、

⑦他団体とのイコールフッティング

利などという言葉は使わない」というのは正しくない。

アンダーラインは、規制改革会議原案と規制改革実

農水省幹部のこうした説明は説得力に乏しく、 その意

の推進

④理事会の見直し

⑥組合員の在り方

施計画との間で項目名が変わったものを示しているが、

図は別のところにあると考えるのが自然である。

変わったのは①〜③だけで、④〜⑦は何も変わってい

本当の狙いは、言ってみれば「利益を上げて、それ

ない。また、内容的に見て④〜⑦で変わったといえる

を組合員へ還元し、将来の投資に充てる」というのは

のは⑥の組合員の在り方だけで、そこでは准組合員の

協同組合の非営利規定そのものであるが、それをあえ

事業利用規制（規制改革会議原案「准組合員の事業

て明文化することによって、 米国生まれの新世代農協

利用を正組合員の２分の１とする」→ 規制改革実施計

（ユーザーシップ制）の考え方を日本に導入し、総合農

画「准組合員の事業利用について一定のルールを導入

協をこのタイプの農協に転換させることにあるのではな

する」）を今後の検討課題とし、問題の先送りをしたこ

いかと考えている。この点について、ここでは深入りせ

とが読み取れる。

ず、後に詳述することとしたい。

自民党による規制改革会議原案の押し戻しが中途
半端に終わった理由は、自民党、ＪＡ全中、農水省の３

2．協同組合に対する政府・政権の攻撃

者協議において、中央会制度の廃止と全農の株式会社
化の問題に多くの時間が割かれたため、その他の項目

今回の改革論議のなかで特に異常と感じるのは、農

を議論できなかったというのが真相のようである。 中

水省が規制改革会議側に寄り添い、その両者が一緒

央会制度の廃止、全農の株式会社化の問題がＪＡ全中

になって農協・農協系統組織を攻撃し、農協改革に乗
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り出そうとしていることである。規制改革という観点か

由は、株式会社化によって独禁法適用除外の対象か

らすれば、本来は攻撃対象となるはずの農水省が、逆

ら外されると、これまでは当然のことのように行ってき

に攻撃する側に回っているのである。法律（農協法）

た共同販売、共同計算、共同購入ができなくなること

の自己否定といってよいが、自己否定ならば自己否定

にある。できるとすれば、商系と同じ、自己の計算に

で自らの誤りを率直に認めるというのが順序であり、

よる買い取り販売だけとなり、協同組合の独自性は失

そこのところは一切省いて、すべての責任を農協・農

われる。つまりは協同の否定に他ならない。

協系統組織に押し付けるというのは不見識である。

わが国の協同組合法の体系は、独禁法適用除外に

規制改革実施計画に書き込まれた７項目を一つひと

よって協同組合が法定化され、それに基づいて農協

つ検討することも重要であるが、ここではそういったア

法、生協法、中小企業等協同組合法など、各種協同

プローチではなく、農協・農協系統組織にとどまらず、

組合法が措置されている。独禁法適用除外は、経済

非営利・協同セクター全体にとって見過ごしてはならな

的社会的弱者の協同は大企業のカルテル行為と同じ

い基本問題を論じることとしたい。

ではないことを表しており、ＪＡ全農など協同組合の

第１の問題は、自民党改革案の最後に書き込まれた
次の一文である。

協同組合である連合会もまたその対象に含まれている。
ＪＡ全農は大企業並みに事業規模が大きいから独禁

「５年間を農協改革集中推進期間とし、農協は、重

法適用除外を外せというのは経済界の主張であるが、

大な危機感をもって、以下の方針に即した自己改革を

これは経済界が協同組合の原理・原則を完全に無視

実行するよう、強く要請する」

あるいは否定していることの現れである。

いうならば政府・政権によって方向付けられた改革

しかし、この問題については会社法の制定によって

を農協・農協系統組織に押し付けているのであるが、

協同組合法をめぐる環境も変わってきており、より深い

それを「自己改革」と称することの間違いである。形容

洞察が必要である。現行法では、独禁法適用除外とい

矛盾といってもよいが、
「方向付けられた自己改革」あ

う回りくどい方法で協同組合が法定化されているが、本

るいは
「他律的な自己改革」を要求していることになる。

来的には、株式会社も含めて法人の法律形態がどうで

自由・自主を基本とする非営利・協同セクターの完全

あれ、また協同組合の協同組合（ 連合会）であれ、経

な否定である。この国には、非営利・協同セクターへ

済的社会的弱者の協同はそれ自身に固有の価値があり、

の正しい理解もなければ、このセクターを大切に育てよ

それを奨励するという観点から協同組合（協同による人

うとする姿勢も欠けている。

的結合）を法定化し、独禁法適用除外と法人税軽減措

安倍晋三首相は「中央会の看板の書き換えは許さな
い」と発言したが、これは政府・政権側が「農協は政
府のもの」という主権者意識を今も保持していることを

置が適用されるように改められる必要がある。言い換
えれば協同組合基本法の制定が必要である。
こうした制度設計がなされたならば、ＪＡ全農（本体）

表している。この主権者意識は、食管制度や管理貿

が株式会社化を拒否する理由はなくなる。しかし、他

易、金融護送船団方式によって守られていた制度的農

省庁との調整を必要とする協同組合基本法を制定する

協の時代のそれと何ら変わるものではない。農協の自

意思が農水省にあるのかどうかが問題であり、実際は

由・自主を縛っているのは、実は規制改革会議が攻撃

その意思もないのにＪＡ全農の株式会社化だけを要求し

対象とする中央会ではなく、
認可権限と監督権限を握っ

ているのであれば、片務的な要求といわざるを得ない。

ている行政庁である。中央会制度を見直すというので
あれば、当然のことながら、行政庁の持つ認可権限、

３．農協法に見る認可主義

監督権限も同時に見直さなければならない。
第２の問題は、全農の株式会社化である。全農（本
体）にとって株式会社化は必要ないが、その最大の理

4

（１）認可主義の変遷
法人設立の立法主義に、
「準則主義」
「認可主義」
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「許可主義」
「特許主義」
の４種類がある。準則主義は、

協法では、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が農村の民主

法律の定める一定の組織、要件さえ整っていれば、届

化と自由・自主の協同組合の設立を強く要請したこと

け出だけで法人格が得られるものであり、その典型が

から、行政庁の認可権限と監督権限を弱める形で 準

会社法である。認可主義は、一定の組織、要件を整え

則主義に近い認可主義 が採用されることとなった。

れば、行政庁から必ず認可されるものであり、例えば

この 準則主義に近い認可主義 を一変させたのが、

農協法を含む各種協同組合法がそれに当たる。許可主

戦後デフレ期に起こった組合と連合会の経営不振であ

義は、行政庁による自由裁量によるものであり、例えば

る。この対策を行う必要から、農業協同組合財務処

旧民法 34 条の公益法人がそれに当たる。特許主義は、

理基準令、農林漁業組合再建整備法、農林漁業組合

特別の法律を作り、これによって法人格が与えられるも

連合会整備促進法の公布に続いて、1954 年農協法第

のであり、例えば日銀法による日銀がそれに当たる。

7 次改正で認可権限と監督権限の拡大が図られた。

農協法は認可主義に立っており、組合ならびに連合

この農協法改正では、
「設立および定款変更につい

会の設立のみならず、定款変更、合併、解散を行う場

て不認可の要件の明記」の他、
「組合の合併および解

合も行政庁の認可を受ける必要がある。認可を受ける

散についての行政庁の自由裁量処分」
「行政庁による

場合には認可申請を行うことが前提となっており、一

検査の強化」
「信用・共済事業を行う組合に対する特

定の組織、要件を整えれば、必ず認可されるとはいう

に厳重な監督命令に関する規定」
「解散命令権の付与、

ものの、実際にはこの認可申請が受理されるかどうか、

解散命令を発する事由の拡大」などが行われたが、こ

という段階で行政庁の裁量権が発揮される。この点が

れらの権限強化と同時に、行政庁の仕事の一部を代

認可主義のミソである。加えて、組合および連合会の

位もしくは補充するものとして中央会制度が創設された

認可権のみならず、それと連動する形で、命令権、取

ことを忘れてはならない。

消権、報告請求権、検査権などの監督権も行政庁に
与えられている。

（２）中央会制度の創設
ここで中央会制度に触れるならば、中央会は協同組

また、地方自治法は、国の機関委任事務として、地

合ではなく、農協法に準拠した「法人（特別民間法人）
」

方自治体に対して農協法と同じような認可権、命令権、

である。特別民間法人は、民間の一定の事務・事業

調査権などの権限を与えている。都道府県知事に機関

について公共上の見地からこれを確実に実施する法人

委任する事項は、農協の設立、定款変更、合併につ

を少なくとも１つ確保することを目的に設立された法人

いての認可権、農協に対する調査権と業務・会計状況

であり、ＪＡ全中のみならず農林中央金庫も特別民間

に対する検査権などである。加えて、地方自治法上、

法人のなかに含められている。特別民間法人の要件は、

農協は「公共団体等」と見なされ、その活動の総合調

①特別の法律により設立数が限定されている

整に関しては議会の議決を経て、地方公共団体の長が

②国が役員を任命しない

指揮監督できることとなっている。

③国またはこれに準ずるものの出資がない

以上で述べたように、農協法は「官治システム」とも

である。

呼ばれるような強い権限を行政庁に与えているが、こ

ＪＡ全中が特別民間法人に指定されていることから

れは戦前の産業組合法においても同様であった。ただ

も分かるように、中央会の行う事業は公共性が高く、

し、時代の変化とともに認可主義にも変化が見られ、

総合農協だけではなく、専門農協を含む組合ならびに

産業組合法の官治システムと現行法の官治システムと

連合会の指導、監査、教育・情報、連絡および紛争

は同じものではない。

の調停、調査・研究の他、行政庁への建議（農政活動）

戦前の産業組合法では、
「組合の設立ならびに定款

も行うことができるとされる。

変更は地方長官の許可を要する」とされ、 許可主義に

加えて、全国中央会（ＪＡ全中）は都道府県中央会

近い認可主義 が採用されていた。続いて、戦後の農

の事業の総合調整を図るために、都道府県中央会の
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指導および連絡を行うことができるとされ、この規定

的な自己改革」が要求されているが、農協・農協系統

を通して全国中央会は「農協・農協系統組織の代表機

組織はそれに対抗するべく、非営利・協同セクターの一

能」を発揮できるようになっている。この代表機能を

員として、自由・自主の協同組合を構築するための農協

含めて中央会が行うすべての事業に対して、独禁法適

改革案を提示することが必要である。以下ではそのた

用除外の措置が講じられている。

めの理論武装とはどのようなものかを論じることとする。

規制改革会議は、この代表機能をはじめとするさま
ざまな機能をして全国中央会が都道府県中央会を縛

（１）協同組合基本法の制定
その第１は、協同組合の法定化の問題である。現行

り、その傘下の組合をも縛っていると主張する。しかし、

法は独禁法適用除外という方法で協同組合が法定化

全国中央会に与えられた権限はあくまでも行政庁の仕

されている。この規定は、1947 年４月に公布された独

事の一部を代位もしくは補充するものであって、それを

占禁止法（正式には「私的独占の禁止及び公正取引の

超えるものではない。とすれば、中央会の権限を弱め

確保に関する法律」）の 24 条（現行法では 22 条）で

たいのであれば、まずは行政庁の認可権限、監督権

次のように書き込まれている。

限を弱めるべきであって、それを行わないまま全国中
央会の権限だけを弱めるならば、官治システムだけが
残る結果となり、片手落ちの改革になるといわざるを
得ない。組合ならびに連合会の自由・自主を縛ってい
るのは、中央会ではなく、行政庁なのである。
なお、農協法第７次改正によって強められた行政庁
の認可権限は、食料・農業・農村基本法の制定に伴い、

①小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的と
すること。
②任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、
又は脱退することができること。
③各組合員が平等の議決権を有すること。
④組合員に対して利益分配を行う場合には、その
限度が法令又は定款に定められていること。

2001 年の農協法第 49 次改正において権限の縮小が

この規定に基づいて農協法が同年 11 月に公布され、

図られた。ただし、その縮小は、模範定款例を中央

次いで生協法、漁協法、中小企業等協同組合法など、

会が作成できるようにしたことと、設立・定款変更に

その他の協同組合法も公布された。

ついての不認可の要件に関する自由裁量余地の範囲を

①〜④までの条件を備えた法人が独禁法適用除外

狭めたことの２点だけであり、その他の権限は従来ど

を受けられる協同組合であり、農協法などの個別法で

おり維持されており、小幅な改正にとどまっている。

は、そのことを明記することによって、設立・登記され

ちなみに、比較するわけではないが、ドイツ法にお
ける協同組合の自由・自主に関する規定を見るならば、

る法人が独禁法適用除外の措置と、
「協同組合」とい
う名称を排他的に使用できることとなっている。

そこでは認可主義ではなく準則主義が採用されるとと

そのようななかには協同組合の協同組合である連合

もに、定款自治の範囲の拡大が図られ、検査も監査

会も含まれるが、株式会社形態をとる組合・連合会の

連合会による自主検査のみで、行政庁の検査制度は

子会社は含まれていない。農協・農協系統組織にお

存在しない。ただし、同時に、法人税の軽減措置も

いても、意思決定の迅速化や労務管理上必要な分野、

行われていない。いうならば、協同組合と会社（株式

あるいは組合員以外の利用拡大が必要な分野では、

会社・有限会社 ）との距離はあったとしても、わずか

積極的に株式会社化が進められているが、これらの法

なものにとどまっている。

人は資本構成によっては連結決算の対象とはなるもの
の、協同組合とは認められていない。

４．協同組合として必要な最低限の理論武装

しかし、自由な機関設計を許す会社法が 2005 年
に制定されてからは、株式会社においても①〜④から

6

今回の農協改革では、非連続の農業改革の一環とし

なる協同組合形式の運営方法を導入することが可能と

て、規制改革実施計画によって方向付けられた「他律

なっている。このことから、個別の協同組合法に基づ
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いて「 協同組合」という名称を有する法人だけが、協
同組合であるという根拠は乏しくなっている。こうした
環境変化を踏まえるならば、
「協同組合」という名称に
こだわらない協同組合形式の法人（ 株式会社）の設立
を促進する必要が生じている。
現行法において、ＪＡ全農（本体）を株式会社化し

見直すことが必要となる。
規制改革会議第２次答申では、中央会制度を見直
す必要性について、次のように述べている。
「また、中央会制度については、昭和 29 年に、危
機的状態に陥った農協経営を再建するための強力な
指導権限をもった特別の制度として導入されたもので

た場合、独禁法適用除外の対象から外されるが、新

あり、中央会自らは経済活動を行っていないところ、

しい法律の下で協同組合形式の株式会社も協同組合と

既に農協は約 700（ 中央会発足時は１万超 ）となって

みなされ、独禁法適用除外の措置を受けるならば、Ｊ

おり、ＪＡバンク法に基づき信用事業については農林

Ａ全農（本体）が株式会社化を拒否する理由はなくな

中金に指導権限が付与されているなど制定当時から状

る。これまでどおり、共同販売、共同計算、共同購入

況は大きく変わっており、各単協の自由な経営を制約

が続けられるからである。

しないことが求められている」

このようなことを可能とするには、協同組合の法定化

この一文は中央会制度の見直しについて言及したも

に関する協同組合基本法の制定が必要である。そこで

のであるが、それはそっくりそのまま行政庁の認可権

は、経済的社会的弱者の協同はそれ自身に固有の価

限、監督権限の見直しにも適用できる。特に、総合

値があることを認め、どのような法律形態であれ、①

農協が行う数ある事業のうち、信用事業の指導権限

〜④の条件を満たす法人には、協同組合の資格があ

を農林中金に付与していることを重視するならば、行

ると認め、独禁法適用除外と法人税軽減措置が講じ

政庁の行う監督権限（命令権、取消権、報告請求権、

られるべきである。

検査権の諸権限 ）もまた信用事業に特化したものでよ

以上の協同組合基本法の制定に伴い、準拠主義に

いわけであって、農協経営全般にわたる現行の常例検

基づいて設立される法人の協同組合的性格の資格審

査はその範囲を縮小するべきであるし、縮小すること

査については、協同組合基本法を所管する行政庁、あ

が可能である。

るいは法人税軽減措置を講じる税務当局がこれを担

そもそも農協法は、事業法と組織法の両方が入って

うことが考えられる。ちなみに、アメリカでは、ＩＲＣ

いる複雑な法律であることに注意を向けるべきである。

（Internal Revenue Code：連邦内国歳入法）に基づき、

ちなみに、協同組合金融機関の１つである信用組合は、

ＩＲＳ（Internal Revenue Service：連邦内国歳入庁）

組織法を「中小企業等協同組合法」
、事業法を「協同

がこれを審査している。アメリカの場合、税法上の恩

組合による金融事業に関する法律」とする２本立ての

典が得られるのは「協同組合的基礎に基づいて運営し

仕組みになっている。この仕組みを参考にするならば、

ている法人」であって、協同組合の法形式に基づいて

農協法が持つ組織法と事業法のうち、事業法について

いることとは無関係である。

は「農業協同組合による信用・共済事業に関する法律」

（２）中央会制度と行政庁の認可権限、監督権限の
見直しとの同時性

を作り、そこに信用・共済事業に関する規定を盛り込
むことが可能である。

農協の自由・自主を縛っているのは中央会、とりわ

もう１つ重要な点は、認可権限の縮小についてであ

け全国中央会（ＪＡ全中）ではなく、行政庁であるこ

る。仮にわれわれが求める定款自治の拡大を目指して

とは繰り返し述べてきたとおりである。仮に全国中央

も、認可権限の縮小を伴わないと認可申請の段階で

会が縛っているとしても、それは行政庁の仕事の一部

はねつけられ、自由・自主の農協づくりは実現すること

を代位もしくは補充するものとして全国中央会が法定

ができない。事例として、すでに定款自治の範囲内に

化されたことによるものである。従って、中央会制度を

ある正組合員資格の見直しを例に取ると、ＪＡ兵庫六

見直すならば、同時に行政庁の認可権限と監督権限を

甲とＪＡ東京グループでは正組合員資格を構成する耕
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作面積要件と農業従事日数要件のうち、耕作面積要

由・自主を標 榜 する自主的農協への転換は必要であ

件の撤廃を実現している。しかし、これに倣って神戸

り、そうした観点からすれば、中央会の一般社団法人

や東京とほぼ同じ大都市を持つある県中央会で、耕作

化ではなく、協同組合連合会への転換を検討すること

面積要件の撤廃を県当局に申し出たところ、協議に応

が適当である。

じてもらえなかったという経緯がある。これは、一口

生協や漁協には中央会制度はないが、農協中央会

に認可権限とはいっても、法律では書き込めないよう

とほぼ同じ機能を協同組合（事業連 ）が担っている。

な裁量権が行政庁に残されていることを表すものであ

ただし、生協や漁協との違いは、柱となる事業が複数

る。

にわたり、どこかの事業連に中央会を取り込むのでは

農協法のみならず、その他の協同組合法も認可主義

なく、独立した事業連として措置する方が機能発揮し

に立っており、このことが協同組合の普及・発展の阻

やすいことにある。かつては「 指導連 」と呼ばれてい

害要因であることは衆目の一致するところである。自

たが、
ともすれば分化の方向に走りがちな各事業連（農

由な機関設計を許す会社法が準拠主義に立っている

林中金を含む）を統合するには、それとは別個の事業

現在、協同組合法もまた準拠主義（届出制）に転換す

連を設置することが求められる。

るべきである。自由・自主の協同組合の普及・発展を

事業連という形態で中央会独自の事業を実施するこ

図る観点からすれば、これこそが規制改革会議が第１

とから、組合の当然加入は保証されない。しかし、そ

に提言すべきものであった。

こが現行の中央会制度との大きな違いであることを対

ちなみに、農協法の下でも農事組合法人は届出制
なので、その範囲をすべての農業協同組合（総合農協・

しての組織化の努力を要するところでもある。ちなみに、

専門農協・連合会）に拡大することが可能である。た

生協のナショナルセンターに位置する日本生協連には

だし、信用・共済事業を営む農業協同組合（連合会を

未加入の組合もあるが、農協・農協系統組織がそうな

含む）にあっては、上記の「農業協同組合による信用・

らないためにも、中央会という事業連は今以上に組合

共済事業に関する法律」の制定によって、銀行・保険

員ならびに組合の意思反映に注力する必要がある。

会社に対するのと同様の監督権を維持することは必要

数ある中央会事業のうちで、規制改革会議などにお

である。そのうち、共済事業を営む組合については、

いて従来から指摘のあった事項は監査制度について

共同元受方式の導入によってＪＡ共済連と組合の支払

である。中央会監査が会計監査と業務監査から構成

い責任が 100 対 0 となっているので、組合に対して強

されており、会計監査だけを行う公認会計士・監査法

い監督権を発揮することは不要である。

人の参入を拒んでいるという指摘である。都道府県中

（３）中央会制度から新たな制度への移行
安倍首相は「中央会の看板の書き換えは許さない」

8

外的にアピールすることができると同時に、協同組合と

央会の監査を全国１本の「ＪＡ全国監査機構」に統合
し、さらには公認会計士・監査法人との契約によって

と公言した。しかし、中央会の行う事業を一つひとつ

監査の品質向上を図っている現在の体制を、組合なら

チェックすると、落とすべき事業は見当たらないという

びに連合会の執行状況に合わせてどのように整備する

のが現実であろう。従って、どのような名称を用いよう

のかが問われている。

とも、結果的に「中央会の看板の書き換え」に終わる

これまでどおりＪＡ全国監査機構による監査制度を

のはむしろ当然である。仮に改革が必要とすれば、自

堅持すべきであるという意見もあるだろうし、公認会

民党「新農政における農協の役割に関する検討プロ

計士・監査法人の参入を認めてもよいという意見もあ

ジェクトチーム」の森山座長が指摘するように、農政活

るだろう。一概には決め付けられないが、仮に公認会

動と政治活動との峻 別だけであろう。

計士・監査法人の側から会計監査のみならず業務監

しかし、中央会制度（中央会の行う事業）を維持す

査も行いたいという提案があれば、それを拒み続ける

るとしても、制度によって守られた制度的農協から自

根拠はなくなるわけで、その場合にはＪＡ全国監査機

ＪＣ総研レポート／2014年 秋／VOL.31 【巻頭論説】政府農協改革案に対する農協・農協系統組織の姿勢を考える̶̶真の自己改革とは何か

構の監査法人化、すなわち正真正銘の外部監査化の

持つ農外の法人によって優良農地が取得されるように

必要が出てくるであろう。

なり、直営農場を自らが経営する他に、ある場合には

（４）戦後農協の歴史的使命の再定義

農地転用、またある場合には小作農場の経営が進む

戦後農協の歴史的使命は、農地改革によって創設さ

のは必至である。言い換えれば、農地を失った農家家

れた自作農の保護、すなわち「戦後自作農体制の堅持」

族たちが、ある場合には農業労働者に、またある場

にある。この農政課題を協同組合の目的に翻訳すると、

合には小作農に転落する可能性がある。

それは「農家家族の福祉向上」ということになる。

このような新たな危機に対処する使命が農協・農協

ここで福祉とは、
「何ができるか（行為）」と「何に

系統組織にはある。それは、社会的経済的弱者であ

なれるか（状態）」から構成される人の生き方の幅を広

る農業者の協同組織として、
「農地は市民の手に」と

げるための多様な取り組みを表しており、これを分かり

いう新たな歴史的使命を確立すべきことを表している。

やすく表現すれば「幸せづくり」に相当するものである。

この新たな歴史的使命は、性格分化は進んだものの、

協同組合は、協同あるいは協働によって、人の生き方

農地はそこに居住する人々が所有し、管理し、利用す

に関する選択の幅を広げる、あるいは実現の可能性を

るのが望ましいとする農地法の理念に呼応して、戦後

高めることを使命とする相互扶助組織に他ならない。

自作農となったおよそ 550 万戸の農家はこれを丸ごと

この「農家家族の福祉向上」を図るに当たって、農
協法は営農面活動・事業だけではなく、信用・共済事

保護する、あるいはその農家家族の福祉向上を促進す
ることを意味する。

業を含む生活面活動・事業も行えるように措置してい

農地の受け手としてのプロ農家や主業農家が求める

る。しばしば「ゆりかごから墓場まで」という言い方が

サービスと、農地の出し手としての自給的農家や土地

なされるが、組合が幅広く事業を展開できるように措

持ち非農家が求めるサービスとの両方を、今以上に専

置することによって、経済的社会的弱者である農家家

門化・体系化して提供することが求められる。具体的

族の保護を図るという立法精神を持っている。

には今回措置された農地中間管理機構を活用した形の

しかし、もはや戦前の地主制の復帰は考えられない

農地の流動化と適正利用に乗り出すことが必要である

現代においては、戦後農協の歴史的使命はその再定

が、この新しい歴史的使命を果たす上で、正組合員資

義が必要である。その最大の理由は家族農業の性格

格の見直しは避けて通ることができない。

分化である。どのような農家家族を見ても、家族の農

すでに述べたように、正組合員資格のうち、耕作面

業労働で家族の暮らしを守るという一様な存在として

積要件は可及的速やかな撤廃が必要である。というの

の小農経済ではなくなっている。一方で法人化したプ

は、耕作地を持たない土地持ち非農家であっても、戦

ロ農家や主業農家もいれば、他方で自給的農家や土

後自作農であることに変わりはなく、農村に居住し、水
・

地持ち非農家もいる。規制改革会議はこの性格変化を

農地管理や家庭菜園など「農のある暮らし」を実現し

もって、農協はプロ農家や主業農家のための農協にな

ている限り、正組合員として処遇することが理にかなっ

れと指示しているのであるが、それは戦後農協の歴史

ているからである。と同時に、まったく「農のある暮ら

的使命を顧みない一面的な議論にすぎない。

し」に関係しない准組合員に対しても、共益権の付与

一面的という意味は、戦前の地主制の復帰とは異な
る、新たな危機の登場への配慮を欠いていることに求

などの新たな組合員制度を設けることが必要である。
ただし、准組合員にどのような共益権を与えるかは、

められる。ここで新たな危機とは、規制改革会議をは

地域の実情に配慮して、組合の定款自治に委ねるべき

じめとして、経済財政諮問会議、産業競争力会議など

であろう。一般的にいえば、准組合員への共益権の付

が主張してやまない企業的農地所有（農地所有の自由

与に当たっては、古くからその地域に居住し、正組合

化）の導入促進に他ならない。農地所有が自由化され

員と近隣相識の関係を持つ准組合員と、新しくその地

れば、自然人とは比べものにならない強大な資本力を

域に居住し、事業利用だけを求める准組合員との違い
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に配慮することが必要である。両者の区分は、基本的

あるのだろうか。そもそも実態無視の規制改革実施計

に自己申告あるいは農家組合（集落組織 ）など、組合

画であるから、そういう提案があっても当然だと考えて

員組織の承認によるべきであろう。

よいのであろうか。そうではあるまい。そこには日本の

かつて准組合員制度のあり方に関連して、
「農協は
職能組合か地域組合か」という論争が巻き起こった。

まれていると考えなければならない。

規制改革会議は明らかに職能組合に肩入れしている

結論を急ごう。規制改革実施計画はズバリ、米国

が、この二者択一の問題設定に誤りがあった。戦後

の新世代農協の仕組みを導入しようとしている。新世

農協の設立経過からすれば、
「職能組合であると同時

代農協の仕組みとは、ユーザーシップ制の協同組合、

に地域組合である」という理解が正しい。農協法は、

すなわち利用が出資を包摂する形態の農協のことをい

戦前の地域組合（産業組合）に米国の職能組合（販売

う。それは、①組合員数を一定程度に限定する閉鎖

農協）を接ぎ木した折衷的な性格を持つためである。

的加入制度を採用し、②組合員には利用契約の締結

（５）新世代農協（ユーザーシップ制）への対処

と、締結された利用契約の遵守を要求するとともに、

ここで、規制改革実施計画で新たに盛り込まれた「利

③利用高に応じた出資（ 持分）の義務を課すが、④出

益を上げて、それを組合員へ還元し、将来の投資に充

資（ 持分）は売買可能ないしはリース可能とすることに

てる」という文言について、これをどう理解するべきか

より、出資（持分）それ自体に経済的誘因を付与し、

という問題を考えてみたい。

⑤議決権は１人１票制にこだわらず、出資（持分）に応

この文言は、表現は異なるものの現行法の非営利
規定そのものであって、何も目新しいものではない。協

10

農協には導入されていない、新たな仕組みの提案が含

じた１株１票制を採用することも可能とする、という内
容のものである。

同組合にとって利益を上げることも当然であるし、また

ここで、⑤の議決権付与の方法について、わが国の

その利益を組合員へ還元し、将来への投資に充てるこ

協同組合法（ 独禁法適用除外）は１株１票制を認めて

とも当然である。要は、組合員への還元と将来のバラ

いないことに注意を要する。その点に留意しつつ、全

ンスをどう取るかが重要になるだけである。

体の仕組みを述べるならば、利益の出る農協には、よ

しかし、仮に営利企業と同じように、出資配当を増

り高い出資配当と利用高配当を求めてより多くの生産

やして投資対象としての農協の魅力を高めることを要求

者が集まり、利益の出ない農協からは生産者が離れる

しているのであれば、その要求は、協同組合原則はも

ようになる、そういう農協の姿を想定していることが分

とより、独禁法や農協法の規定にも抵触するという点

かる。つまりは株式市場にも似た市場原理の導入を意

は理解しておくべきであろう。独禁法 22 条には、独禁

図しているのである。

法適用除外の要件として、
「組合員に対して利益分配

この種の新世代農協は、牛乳・食肉やジャガイモ・

を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められ

小麦などの加工工場、言い換えれば付加価値型アグリ

ていること」という規定があり、この規定に基づいて、

ビジネスを展開する小規模組合に適したものであるが、

農協法 52 条２項では「年８分以内」という規定が設け

規制改革実施計画は同時に総合農協から専門農協へ

られている。

の転換（ 信用・共済事業の連合組織への譲渡 ）と組

従って、組合員へより多くの利益を還元したいのであ

合の分割・再編を要求しているから、そこで創生され

れば、それは出資配当ではなく、利用高配当によってな

る小規模の専門農協もまた付加価値型アグリビジネス

されるべきである。しかし、総合農協の場合、そのよう

で競争せよと提案していることと等しい。

な配当政策は組合員には支持されないであろう。という

農協を含めて、日本の協同組合は、出資が利用を

のは、組合員は利用高配当を高めることよりも、価格や

包摂する形態、すなわちメンバーシップ制を採用して

手数料そのものを下げる政策を望んでいるからである。

いるから、規制改革実施計画は現行のメンバーシップ

そうだとすれば、規制改革実施計画の真意はどこに

制からユーザーシップ制への転換を要求していると要
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約できる。しかし、アメリカ生まれのこの形態にリアリ

りを重視した、新たな協同活動の創造が不可欠である。

ティーはあるのだろうか。今後、新設される専門農協

食と農、さらには趣味や特技を生かした小さな協同に

がユーザーシップ制を導入することには反対しない。し

基づく組織づくりを進め、その創造的な解を見いだし

かし、今ある総合農協を専門農協に転換・分割させ、

て横展開を図ることが重要となる。そうした活発な組

その専門農協にユーザーシップ制を導入させることに

織活動のなかから新しいグループリーダーの発掘・育

は反対する。基本的にそうしなければならない理由は

成を図り、そこから組合員代表が選抜されるようにし

存在しない。仮にあったとしても、それはちょうど「角

ていかなければならない。

を矯めて牛を殺す」ことになるからである。

第３は、
「組織体の目的を達成するために、手段とし
ての事業体がある」という本源的形態の協同組合から、

５．協同組合としてのアイデンティティーの確立

「事業体の目的を達成するために、手段としての組織

以上、政府・政権側が提示した一連の農協改革案

んでいることが政府・政権側の改革要求につながって

の問題を、協同組合の原理・原則論に基づいて検討し

いることを考慮すれば、現実の農業者が代表理事に

てきた。一言で言って、農協つぶしの不当な改革であ

選ばれるような仕組みに改めていくことが必要である。

ることは言うまでもない。しかし、だからといって、自己

それも家族農業の保護を目的とするのであれば、後継

改革がまったく不必要だとはいえない。最後に、自由・

者が就農しているような安定性のある農業者のなかか

自主の協同組合づくりという観点から、真の自己改革

ら代表理事が選ばれることが望ましい。そういう農業

を進めようとする場合に議論されるべき諸問題を指摘

者をトップに抱きながら、職員出身の実務精通理事（複

しておこう。

数 ）がその脇を固めていくことが重要である。同じＴ

第１は、協同組合としての農協の再生についてであ

体がある」という倒錯形態の協同組合への転換が進

ＰＰ（ 環太平洋パートナーシップ協定 ）反対運動でも、

る。中央会に代わって連合会主導型の農協づくりが進

職員出身ではなく農業者出身のトップによる意思表明

むにつれて、
「目標と目的のはき違い」が顕著になって

が、政治家にとって脅威に映ることは言うまでもない。

きたことが挙げられる。事業推進に当たって、農協の

第４は、安全・安心な食品を求める市民たちの共感

使命（ミッション）とは何か、農協の行う個々の事業の

を得る農協づくりが必要である。今回の改革論議のな

目的（ゴール）とは何かを考えることが少なくなり、指

かで、農協とはどのような組織か、農協中央会とはど

揮・命令のはっきり伝わる目標（ノルマ ）から入るよう

のような機能を果たしているのかという点で、市民たち

になってきた。この方が効率的な推進ができることは

の共感を得ることが少なかったように思われる。農協

確かであるが、それによる職員の閉塞感や組合員の忌

（ＪＡ）をもっと身近に感じられるようにすることが重要

避感が高まっていることも事実である。事業目標の設

である。それには事業連分立型の広報活動を見直すの

定に当たっては、支店運営委員会の実質化とともに、

はもちろんであるが、農畜産物および同加工品につい

ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Act）サイクルのＣへの組合

てＧＡＰ（農業生産工程管理 ）や HACCP（ 危害要因

員関与を通して、組合員参加型で決定すべきことを提

分析に基づく必須管理点 ）認証を受けることによって、

案しておきたい。

安全・安心のＪＡブランドが市民たちの目に日常的に触

第２は、各組織単位において参加型民主主義の創

れるようにしなければならない。特に食料消費の簡便

造的な解を見いだすように努力するべきである。これ

化が進むなかにあっては、牛乳・肉加工品、カット野菜、

を言い換えれば、男性（ 世帯主）主体の剛構造の農協

レトルト食品、冷凍食品など、加工品分野のＪＡブラン

から、女性や青年、消費者など多様な人々が参加する

ド数の拡大が不可欠であり、企業買収も含めてこの方

柔構造の農協への転換を促進するべきである。それに

向を促進する検討が必要である。

は、地域という枠組みに捉われず、人と人とのつなが
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「農協改革」論の経緯を検証する
－－問われるこの国のかたち－－
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．
「日本再興戦略」改訂 2014

こ

ばやし

はじめ

小林 元

今回の改訂戦略においては、①農業委員会・農業
生産法人・農業協同組合の在り方を一体的に見直すこ

2014 年６月 24 日に、
「『日本再興戦略 』改訂 2014

とで、生産現場である地域において、自主性の発揮と

―未来への挑戦―』
（ 以下、改訂 2014）が閣議決定

スピード感のある農業経営を可能とすること、②流通

された。そこでの議論は多岐にわたっているが、本

とマーケティング、６次産業化を含めた国内のバリュー

稿では農業にかかる議論、なかでも農協にかかる議

チェーンを再構築すること、③バリューチェーンを国際

う えん

論に絞って見ていこう。少々迂遠ではあるが、できる

市場ともしっかりと連結するとともに新たな国内市場を

限り丁寧に吟味することで読み解いていきたい。な

開拓することに総合的に取り組むこととする。これによ

お改訂 2014 の文言は、すべて官邸のホームページ

り、高い付加価値と強固なブランド力を伴いつつ、地

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/

域経済の牽引役たりうる攻めの農林水産業を展開する」

honbun2JP.pdf）より引用している。
改訂 2014 での農業にかかる戦略は、
「とりわけ、昨
年の成長戦略で残された課題としていた、
（中略）②農

２

．改訂 2014 に見る「成長戦略」

業・農村の所得倍増を達成するために、どう生産性を

昨年の成長戦略から今回の改訂 2014 に至るまで、そ

拡大していくか」との位置付けの下で、次のとおりに整

こから読み取ることができる農業の「成長戦略」を整理

理されている。少々長いが引用しよう。

するとおおむね次のようだ。その入り口戦略は、
“担い
手”に農地を集積
（農地集積バンク＝農地中間管理事業）

「農業が競争力と魅力ある産業に生まれ変わること

するという一点突破である。そして出口戦略は６次産業

で、地域経済の自律的な発展を牽引する役割を果たさ

化、輸出拡大、バリューチェーンの構築という３点であ

なければならない。そのためには、意欲と経営マイン

る。このうちバリューチェーンの構築は６次産業化の推

ドを持った農業の担い手が企業の知見も活用して活躍

進によるとされていることから、実態としては６次産業

できる環境を整備することが重要である。そうした環

化と輸出拡大の２点が出口戦略ということであろう。

境と農地集積バンクがあいまって、日本の農地が最大

先に出口戦略から見ていこう。まず６次産業化は実

限有効に活用され、若者の地方回帰の契機となり、力

態として農商工連携であり、どちらかというと大きな６

強い農業の展開につながることが重要である。

次産業化というところである。今村奈良臣氏が提唱し

昨年 11 月に米の生産調整の見直しを含む農政改革
の方向を決定したところであるが、これを農業の担い

れており、それは地域づくりとしての性格が強かった。

手が将来への希望と安心感を持てる農政への大きな政

しかし、ここで描かれる６次産業化からは地に足の着

策転換の第一歩として、攻めの農林水産業の展開に向

いた地域視点、農業者視点を読み取ることは難しい。

けた構造改革を多面的に実行する。
12

た６次産業化は地域に根ざした農業者の視点が貫か
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検討されるべきであろう。しかし、輸出拡大の前にわ
が国の食料自給が検討されるべきであろう。意地が悪
い言い方をすれば、高品質で高価な農産物は東アジア
をはじめとする海外の富裕層向けに販売し、
国内の人々
は安価な農産物や輸入品を食べろということであろう
か。食糧安全保障や食料自給率の議論なき戦略であ
ると同時に、食料・農業・農村基本計画との整合性も
強く問われる。

３

．
農協を改革すれば農業は成長産業になるのか？

さて、入り口戦略である。入り口戦略に関わって改
訂 2014 の書きぶりをたどってみよう。
「
（３）新たに講

り、入り口戦略としての議論の焦点は、ⅰ）生産現場の

ずべき具体的施策」の冒頭では、
「農業の生産性向上

強化にあり、ここにいわゆる「農協改革」論としての②

に向け革新的な一歩を踏み出した農地中間管理機構関

農業委員会・農業生産法人・農業協同組合の一体的

連法の成立、生産調整の見直しといった改革を、現場

改革の論点が出てくる。

の実態に即して着実に推進するとともに、今回の成長

ⅰ）生産現場の強化の項目の立て付けは、
「農地中

戦略の改訂では、農業の成長産業化に向けた体系的

間管理機構を活用した農地集積・集約化、農地の大

な改革を打ち出す」とある。

区画化、生産・流通システムの高度化等による生産性

ちなみに安倍晋三内閣総理大臣は記者会見（後掲）

向上を図る」とした上で、①経営力のある担い手の育

で「減反政策の廃止」を強調したが、ここでは「生産

成と、②農業委員会・農業生産法人・農業協同組合の

調整の見直し」と正確に書かれている。しかし、それ

一体的改革から構成される。このうち①経営力のある

自体は５年後を目途とした今後の検討である。すなわ

担い手の育成では、農地中間管理機構の稼働と制度

ち、
「革新的な一歩」と自賛する農地中間管理機構関

の運用・機構の評価、米の生産調整の見直しに向け

連法の成立のみが「着実に推進」されているというこ

た環境整備、収入保険の検討の３本立てである。す

とだろう。しかし、現場での農地中間管理事業の捉

なわち、昨年度の「新たな農業・農村政策」の延長線

えられ方は、必ずしも「着実に推進」というわけでは

上にあり、その進捗管理といったところである。

ないようだ。少なくとも初年度は様子見の様相が強く、

し ん ちょく

であるならば、今回の改訂 2014 の「農業の成長産

本格化するのは次年度以降であろうし、機構集積協力

業化に向けた体系的な改革」の唯一の目玉は②農業委

金の特別単価の適用に併せて来年度の駆け込みが急

員会・農業生産法人・農業協同組合の一体的改革とい

増することが予測される。

うことであろう。言い換えれば、農業を成長産業にす
るためには農業協同組合の改革が必要であるというこ

では、
「今回の成長戦略の改訂」で提示された「農業
の成長産業化に向けた体系的な改革」からその中身を見

とのようだ。実際に安倍総理大臣は、同６月 24 日の
記者会見で次のように発言をしている。

ていこう。その見出しから整理をすると図のとおりである。
「そして今も安倍内閣の成長戦略は休むことなく力強
このうち、すでに見たとおりⅱ）国内バリューチェー
ンの連結は、そのまま６次産業化であるし、あとはⅲ）
輸出の促進等であり、これらは出口戦略である。つま

く前進しています。
この国会では 30 本もの成長戦略関連法案が成立し
ました。60 年独占が続いていた電力市場を自由化しま

【食料・農業・農村】
トピック／「農協改革」論の経緯を検証する―― 問われるこの国のかたち――
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す。40 年以上続いた、いわゆる減反政策の廃止を決

協等への転換ができるようにする」

定しました。安倍内閣の成長戦略にタブーも聖域もあ
りません。あるのはただ一つ、どこまでもやり抜く強い
意志であります。

以上を端的に整理すると『日本農業新聞』の「『農協
改革』特集号」にあるように、次の６項目に整理され

新しい成長戦略でも、岩盤のように固い規制や制度

るであろう。
（１）ＪＡの目的規定の見直し、
（２）ＪＡ

に果敢にチャレンジしました。多様な働き方を実現する

の経済事業強化と全農・経済連の株式会社化、
（３）

労働制度改革や能力ある外国人材の活用に踏み込み

ＪＡ理事会の構成の見直し、
（４）ＪＡの金融事業の事

ます。60 年ぶりに農協の抜本改革を断行します。医療

務負担軽減など、
（５）ＪＡの事業利用のルール化と組

でも患者本位の新しい制度を導入します。国家戦略特

織形態の弾力化、
（６）中央会の新たな制度への移行、

区も規制改革のメニューをさらに増やし、速やかに実

以上である。そして、農協改革集中推進期間として５

行に移してまいります」
（下線筆者挿入、http://www.

年間を位置付けるが、
「自己改革が円滑に進むよう次

kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2014/0624kaiken.

期通常国会に関連法案を提出する」とあるように、相

html より引用）

当のスピード感が要求されている。

４

５

．
「60 年ぶりに農協の抜本改革」

もちろん②農業委員会・農業生産法人・農業協同組

．
「農協改革」論のキーワード

以上の「農業協同組合の見直し」は、一見すると一

合の一体的改革において、農業委員会と農業生産法

連の流れのなかで語られる書きぶりである。しかし、

人の「改革」には大きな課題、論点が存在し、丁寧な

そのなかには先に整理された６項目の中身が混在してお

議論が必要である。しかし、本稿では安倍総理大臣

り、その真意はそれほど明瞭ではない。こうした多様

の記者会見にあるように「60 年ぶり」に断行される「農

な課題が混在した書きぶりになっている理由は、６月

協の改革」に焦点を当てたい。その「農業協同組合の

24 日に閣議決定された「規制改革実施計画」にある個

見直し」は次のとおりである。

別の課題が基になって作られた文章にあるからで、そ
れぞれの項目の中身を精査するには、
「規制改革実施

「地域の農協が主役となり、創意工夫を発揮して、
農業の成長産業化に全力を挙げることができるように、

計画」を見直すより他はない。６項目の整理もこの「規
制改革実施計画」の項目立てに沿っている。

今後、５年間を農協改革集中推進期間と位置付けて自

そして「規制改革実施計画」と同時に、規制改革会

己改革を促すとともに、自己改革が円滑に進むよう次

議の第 17 回農業ワーキング・グループ（以下、農業ＷＧ）

期通常国会に関連法案を提出することを目指す。

の議事録を読むと、
「農協改革」論のキーワードが浮か

中央会制度は、自律的な新たな制度へ移行するとと

び上がってくる。少し、農業ＷＧの議事録を見直しなが

もに、全農・経済連は、農協出資の株式会社に転換

ら、そのキーワードを探ってみよう。まずは、稲田朋美

することを可能とする。

内閣府特命担当大臣（規制改革）の冒頭の発言である。

また、単協に関し、積極的な経済活動により利益を

（http: //www8 .cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/

上げ、組合員への還元と将来への投資に充てる旨を明

meeting/2013/wg2/nogyo/140612/summary0612.pdf

確化するとともに、金融（信用・共済）事業に関するリ

より引用）

スクや事務負担を軽減する事業方式を推進する。また、
理事の過半は、認定農業者及び農産物販売や経営の
プロとする。

農業者の力を強くする、所得を上げる、日本の農業を

さらに、単協・連合会組織の分割や株式会社、生
14
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ただくという観点から、この改革を提案している」
（下

値目標を定めて段階的に有利販売をしていただくとか、

線筆者挿入）

あるいは最も有利なところから調達する」

ここでの稲田大臣の発言の要点は下線部にあり、特

ここまで繰り返されるとある種の違和感を受けるが、

に「単協の力を強くする」という点にある。同様の発言

いずれにせよ強調されている点は単協の「積極的事業

は答申案を説明する中原参事官の発言にも表れており、

運営」であり、
「活性化・健全化 」であり、そしてその

複数回現れる。以下、引用するが下線はすべて筆者が

具体的な柱は「農産物販売等の経済事業に全力投球」

挿入している。

することのようだ。すなわち、改訂 2014 の「農業協同
組合の見直し」の冒頭にあった「地域の農協が主役と

「単協というのは、現在、自立した経済主体として適

なり、創意工夫を発揮して、農業の成長産業化に全力

切なリスクを取りながらリターンを大きくしていかなけれ

を挙げることができるように」という一文がキーワード

ばいけないこと。
（中略）それぞれの創意工夫で積極

として浮かび上がってくる。

的に事業運営を行うことが期待されているという単協
の状況がございます」
「中央会自身は、自ら経済活動を行っておりませんし、

６

．
「農協改革」論のストーリー

キーワードが明らかになると、今回の「農協改革」

（中略）制定当時から状況は大きく変わっております。

論の一連のストーリーが見えてくる。どうやら、一番

そうした中で、各単協の自由な経営というものを制約し

の目的は、地域の農協＝単協の積極的事業運営なり、

ないことが求められているわけでございます。

活性化・健全化にある。そして、それを阻害する障壁、

また、今後、単協が地域の多様な実情に応じて主役

つまり安倍総理大臣なり規制改革会議が言うところの

となって独自性を発揮する。それから、自主的にその

「岩盤のように固い規制」に
「果敢にチャレンジ」
（前掲、

地域の農業の発展に取り組むこととするためには、中

安倍総理大臣６月 24 日記者会見より引用）するという

央会が単協の自由な経営を制約しないよう、その在り

ことであろう。
そして、
チャレンジする中身が先の６項目、

方を抜本的に見直す必要がある」

（１）ＪＡの目的規定の見直し、
（２）ＪＡの経済事業強
化と全農・経済連の株式会社化、
（３）ＪＡ理事会の

「新たな制度は、新農政の実現に向け、単位農協の
自律を前提としたものとし」

構成の見直し、
（４）ＪＡの金融事業の事務負担軽減
など、
（５）ＪＡの事業利用のルール化と組織形態の弾
力化、
（６）中央会の新たな制度への移行、ということ

「単協の活性化・健全化の推進ということでございま

である。

して、農業者の組織として活動してきた農協といいます

地域の農協＝単協の積極的事業運営なり、活性化・

のは、農協法の制定当時に想定された姿とは大きく異

健全化はもちろん重要であり、それは間違いなく大命

なる形態でその変容を遂げてきた。単協が農産物販売

題である。他方で、農業の「成長産業化」は結局のと

等の経済事業に全力投球し、農業者の戦略的な支援

ころ農協頼みかという農業政策への失望も強く感じる。

を強化するために、単協の活性化、健全な運営を推進
する必要がある」

ところが、この大命題が６項目と結び付くと、突然
に怪しくなってくる。例えば（４）ＪＡの金融事業の事
務負担軽減などでは、
「単協の経済事業の機能強化と

「さらに、単協が農産物販売等の経済事業に全力投

役割・責任の最適化を図る観点から、単協はその行

球し、農業者の戦略的な支援を強化するために、各単

う信用事業に関して、不要なリスクや事務負担の軽減

協の活性化を図る取組を促すということで、単協は数

を図るため、ＪＡバンク法に規定されている方式（農

【食料・農業・農村】
トピック／「農協改革」論の経緯を検証する―― 問われるこの国のかたち――
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林中央金庫＜農林中金＞又は信用農業協同組合連合

がなく、中央会が「単協の自主性」を損なってきたと

会＜信連＞に信用事業を譲渡し、単協に農林中金又

いうことにかかる検証自体、見当たらない。どちらか

は信連の支店を置くか、又は単協が代理店として報酬

というと中央会の新たな制度への移行という別の目的

を得て金融サービスを提供する方式）の活用の推進を

が、大命題である「地域の農協＝単協の積極的事業運

図る」
（「規制改革実施計画」より抜粋）とされる。す

営なり、活性化・健全化 」と、図らずも結び付けられ

なわち営農経済事業に注力するためには、金融事業は

た不幸な政略結婚のようにうかがえる。

「不要なリスクや事務負担 」となっているという論旨で

このように今回の「農協改革」論は、別の思惑を持っ

ある。いわば信共分離論の一形態であり、職能組合と

た複数の関係者が規制改革という名の１つの船に乗り、

しての純化を求める内容となっている。そこではＪＡに

「地域の農協＝単協の積極的事業運営なり、活性化・

おける総合事業が持つ優位性は考慮されない。言い

健全化 」という大命題を掲げて、ＪＡグループに改革

換えれば職能組合純化論、信共分離論のための論法

を迫ったというところが本音であろう。それらの思惑は、

として、単協の積極的事業運営なり、活性化・健全化

中央会をターゲットとするものであったり、農業市場・

を持ち出しているのである。

農村市場一般をターゲットとするものであったり、もう

さらに（６）中央会の新たな制度への移行はよりき
な臭い。中原参事官はその理由を「中央会が単協の自

少しミクロに農地市場をターゲットとするものであった
のであろう。

由な経営を制約しないよう、その在り方を抜本的に見
直す必要がある」と説明する。すでに明らかなように、

規制改革会議副議長の大田弘子元経済財政担当相

これまでの農業ＷＧの議事録では中央会制度にかかる

が座長を務める「経済成長フォーラム」は「
『企業の農

議論は、まったく記載されていない。にもかかわらず、

業参入促進 』のための提言～参入規制の緩和と製造業

１つの項目として明示されたこと、さらには農業ＷＧの

の生産手法導入を～」と題する提言を取りまとめ、６月

取りまとめの以前に『日本経済新聞 』の１面を飾ったこ

20 日付で発表した。ここでは①企業の農業参入を加

となど、疑問は尽きない。そうしたなかで注目される

速するためには、農業生産法人の構成員要件や事業

発言が、６月 13 日に規制改革の答申を受け取った安

要件を今後１～２年以内に撤廃すべき、②土地のリー

倍総理大臣の言葉だ。

ス方式以外に企業の選択肢を増やすためには、一般
企業の農地所有を今後５年以内に実現すべきなどが提

「とりわけ中央会については、農業、そして地域の農

言されている。これらの提言は、改訂 2014 において

協を活性化させるためにどうあるべきか。ゼロベースで

見送られた案件であると同時に、その委員であった当

考え直すことが必要であると思います。改革が単なる

事者が答申の直後に提示した提言であることに注意し

看板の書き換えに終わることは決してないと思います」

なければならない。

（山田としおメールマガジン No.334、2014 年６月 16 日
発 行、http://www.yamada-toshio.jp/mailmagazine/
txt/00334.html より引用）

７

．関係者の思惑は？

一連のメディアの報道、そして安倍総理大臣の発言
からは中央会の新たな制度への移行に相当の踏み込
みがあることを感じる。しかし、そもそも中央会が「単
協の自主性 」を損なってきたという議論はされた経緯
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ちなみに、
「経済成長フォーラム」のメンバーは、表

これが第２次安倍内閣の農林水産行政の方針である」

のとおり（敬称略、肩書はプレスリリース時点）で、そ
してご存じのとおり大田氏は規制改革会議の副議長、

その書きぶりの特徴の１つは「産業政策と地域政策

金丸氏は農業ＷＧの座長である。こうした一連の流れ

を車の両輪として」という点にあり、産業政策＝「強い

のなかで、かつ当事者の顔を思い浮かべると、果たし

農林水産業」
、地域政策＝「美しく活力ある農山漁村」

て「農協改革」論は、その大命題のとおりに「地域の

という立て付けになっている。しかし、産業政策と地

農協＝単協の積極的事業運営なり、活性化・健全化」

域政策を二元論で切り分けていること自体に議論が必

であったのかどうかは、極めて疑わしい。

要と思われ、そして昨今のＴＰＰ（環太平洋パートナー
シップ協定）をめぐる動向などを踏まえるとそもそも両

８

．もうひとつのストーリー

立し得る議論なのかは甚だ疑問ではある。
ここでは「強い農林水産業」に注目してみよう。そこ

ここまでは改訂 2014 を軸に、これまでの議論の経

では「農業の競争力を強化し、持続可能なものとする

緯をその文言や関係者の発言を基にひもといてきた。

ためには、農業の構造改革を加速化することが必要で

その出演者は安倍総理大臣であったり、農業ＷＧの委

ある」とした上で、
「経営感覚豊かな農業経営体が大

員であったりと、いわゆる規制改革を進める当事者とし

宗を占める強い農業を実現する」とある。その力点は、

ての官邸や規制改革会議であった。

いわゆる“担い手経営体”の育成と、そこへの農地の

他方で、６月 24 日同日には農林水産業・地域の活

集中という構造政策にあることが分かる。

力創造本部において「農林水産業・地域の活力創造

その上で、
「農業の成長産業化に向けた農協・農業

プラン」が改訂されている。もちろん、農協に関わる

委員会等に関する改革の推進」が位置付けられる。す

議論が盛り込まれており、改訂 2014、規制改革実施

なわち、その筋書きは農業の成長産業化＝“担い手経

計画と同様の項目立てがされている。ところがその書

営体”の育成と構造政策が第一の目標であり、その目

きぶりは少々異なり、農林水産政策としての体系が明

標のために農協改革が求められているというところだ。

確化されている点に特徴がある。
（以下、http://www.

同時に「農協改革」論に関わっては、次のようなただ

maff.go.jp/j/kanbo/saisei/honbu/pdf/shiryou_

し書きが含まれている点も特徴である。

zenkoku_5_1-2plan_kaitei.pdf より引用）
「
『農協・農業委員会等に関する改革の推進について』
「産業政策と地域政策を車の両輪として、農業・農

（ 別紙２）も踏まえて、以下の措置を講じる」

村全体の所得を今後 10 年間で倍増させることを目指
し、①国内外の需要（ 需要フロンティア）の拡大、②

では、その（ 別紙２）を見ていこう。
（ 別紙２）は

需要と供給をつなぐ付加価値向上のための連鎖（バ

2014 年６月付で自由民主党農林水産戦略調査会・農

リューチェーン）の構築など収入増大の取組を推進す

林部会、農業委員会・農業生産法人に関する検討ＰＴ、

るとともに、農地中間管理機構を通じた農地の集約化

新農政における農協の役割に関する検討ＰＴ、公明党

などの生産コストの削減の取組や、経営所得安定対

農林水産部会の連名で提出されている資料で、いわゆ

策と米の生産調整の見直しなどの③生産現場の強化、

る「与党のとりまとめ」である。

併せて、高齢化が進む農村を、構造改革を後押ししつ

この「与党のとりまとめ」のうち、
「農協改革」論に

つ将来世代に継承するための④農村の多面的機能の

関わっては「農協改革の目的は、農業・農村の発展」

維持・発揮を図る取組を進める。この４つの柱を軸に

と題し、以下に次の整理が提示される。なお、下線

政策を再構築し、若者たちが希望を持てる『強い農林

は筆者が挿入した。

水産業』と『美しく活力ある農山漁村』を創り上げる。

【食料・農業・農村】
トピック／「農協改革」論の経緯を検証する―― 問われるこの国のかたち――

ＪＣ総研レポート／2014年 秋／VOL.31

17

食料・農業・農村 ト ピ ッ ク

・農業者、特に担い手からみて、農協が農業者の所得

は別のところで今回の筋道が用意されていたのではな

向上に向けた経済活動を積極的に行える組織となる

いかという疑念である。ありていに言えば一連の「農

と思える改革とすることが必須

協改革」論の裏側にゴーストライターなりがいたのでは

・また、高齢化・過疎化が進む農村社会において、必要
なサービスが適切に提供できるようにすることも必要

ないかという憶測であり、疑念である。ただし、これ
はあくまで筆者の“感想”である。

・農業者が自主的に設立する協同組織という農協の原
点を踏まえ、これを徹底することが重要
・また、農協批判を終息させ、今後は安定的な業務運
営が行えるようにすることも重要

いずれにせよ、一連の「農協改革」論は、官邸や規
制改革会議、農水省、与党といった出演者が、必ずし
も同じ目的で目線を合わせたのではなく、同床異夢の
形で規制改革の船に乗った、もしくは乗せられたといっ

改訂 2014 や規制改革実施計画と異なって、
「与党のと

たところであろう。ここで整理をしてみよう。

りまとめ」では、より具体的に「農協改革」論の目的が

官邸の思惑は、安倍総理大臣の発言にも明らかなよ

明確化されている。それが、
「特に担い手からみて、農

うに中央会改革に焦点があるようだ。それはメディア

協が農業者の所得向上に向けた経済活動を積極的に行

で大きく取り上げられた経緯も含めて、改革の目玉で

える組織となると思える改革」という一文であり、これ

あり宣伝材料としては格好であるからである。しかし、

をもってＪＡグループに対して、いわゆる“担い手”への

中央会改革の必要性を担保し得る検証はまったくと

積極的な対応の必要性を訴えている。もう少し踏み込む

いっていいほど見られないわけで、検証されていない

と、４つの提言のそれぞれの成果を求めるトーンは微妙

議論に対応するという相当な困難が予測される。いわ

に異なる。
「特に担い手からみて～」の一文は、
「必須」

ば小泉政権時の政治手法に近いところも多く、
「農協

とあり、相当に強いトーンが込められているといえよう。

改革」論というよりは時の政権の運営手法そのものに

同時に、
「農協批判を終息させ、今後は安定的な業

本質的な論点があるのではないだろうか。それは、集

務運営が行えるようにする」との文言が挿入されている

団的自衛権の議論や特定秘密保護法、防衛装備移転

点も注目される。必ずしも明示されているわけではな

三原則などの議論の過程にも表れており、この国のか

いが、
「与党のとりまとめ」では、すでに見てきた出演

たちが問われているともいえるであろう。

者とは異なる視点を有しているといえるであろう。それ
は「農協批判を終息させ」の文言に込められていると

次に規制改革会議の思惑である。その書きぶりなり

いっても過言ではない。すなわち、今回の一連の「農

筋道は「地域の農協＝単協の積極的事業運営なり、活

協改革」論の出演者は、官邸や規制改革会議、農林

性化・健全化 」という大命題を掲げて、ＪＡグループ

水産省、与党と幅が広く、さらにそれらの出演者が必

に改革を迫ったというところである。しかし、どうやら

ずしも同じ思惑にあるわけではないことが見て取れる。

大命題で掲げるいわば単協主権とでもいうべき論法の
実態は、あくまで以前から続く農協攻撃の形を変えた

９

「農協改革」論を整理すると何が分かるのか
．

18

だけのようだ。その内実は職能組合純化論であり、信
共分離論の一形態であり、また全農などに迫る株式会

もちろん、規制改革会議の答申以前にいわゆる中央

社化論の論理展開などは協同組合自体の否定にすぎ

会の改革案として「農協 70 年ぶり抜本改革」
（『日本

ない。そして規制改革会議の周辺に位置する人々の本

経済新聞』2014 年４月９日付）が先行した一件、さ

音は規制改革会議の答申から舌の根も乾かぬうちに出

らにはまったく議論されなかったにもかかわらず項目の

された「経済成長フォーラム」の提言にあるように、企

１つとして中央会改革が挿入されたという事実からは、

業の農業参入であり、家族農業の否定に他ならないよ

さまざまな憶測を呼ぶ。すなわち、農業ＷＧの議論と

うだ。すなわち、一連の「農協改革」論を利用したに
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こうした農水省の立ち位置が、結果として“なんで

すぎないといえるであろう。

もありのごった煮”という状況を生み出したともい
対して「与党のとりまとめ」に見るように、与党は

えるではないだろうか。そして、農水省に関してこ

一連の「農協改革」論の落としどころに奔走させら

こで指摘しておきたい点は、
「農業の『成長産業化』

れる結果となった。それは「農協批判を終息させ」

は結局のところ農協頼み」という書きぶりなり筋道

という一言を挿入せざるを得なかったところに明ら

を許してしまった点である。同時に食料・農業・農

や

ゆ

かであろう。ただし、政高党低などと揶 揄される

村基本計画との整合性を含めて、より農業・農村

ように、官邸なり官邸を背景とする規制改革会議

の現場に即した議論として交通整理をできなかっ

の議論に一定の配慮が必要とされたことは間違い

た点も、相当な課題であろう。2013 年 12 月に発

がない。その結果、農業ＷＧが提示した論点はす

表された「新たな農業・農村政策 」の政策決定過

べて残る結果となった。

程（もちろん、その内容もであるが）を含めて、農

もちろん、効率主義一辺倒かつ上から目線の「農
協改革」論に対して、ＪＡグループの自主的な検討

水省の立ち位置なりあり方といったことの本格的な
議論と検証が必要であるように思われる。

まで議論を押し戻したことは評価されるべきであ

いずれにせよ、今回の「農協改革」論は、その出

ろう。しかし、論点が残るなかでのその書きぶり

演者が同床異夢のまま規制改革の船に乗り、もし

なり筋道は、いわば両論併記とでもいうような中身

くは乗せられることで、結果として“なんでもありの

になってしまい、さらに対応を難しくさせているよ

ごった煮”
という状況を生み出したといえる。しかし、

うにも思われる。

ここまではいわば空中戦であり、これから（本稿執

整理すると、①いわゆる“担い手経営体”の育

筆時点 2014 年７月 24 日）がいよいよ中身の議論で

成なり支援が農業協同組合の第一義であり、②そ

ある。もちろんＪＡグループには、議論を丁寧に積

れを可能とし得る体制、言い換えると営農経済事

み上げて、その内実を豊かにする具体化の道筋が

業にその経営資源、より明確には人的資源を投入

求められている。そのためにも現状の“なんでもあ

すること、③人的資源を投入し得る体制のために、

りのごった煮”を整理した上で、
「食と農を基軸とし

連合会の体制も検討すること、さらには信用・共

て地域に根ざした協同組合」というＪＡグループが

済事業のあり方にまで踏み込まざるを得ない議論

掲げる姿を実現し得る議論が求められる。許され

となっている。他方で④「農村社会において、必

た時間は極めて短いが、いかに丁寧に現場からの

要なサービスが適切に提供できるようにする」との

議論を積み重ねていくかが重要であろう。

整理をしながら、准組合員の事業利用のあり方に

ただし、今回の「農協改革」論の構図は、単に

ついても検討することとなった。結果として“なん

農業協同組合陣営だけの問題ではない。一体的改

でもありのごった煮”ともいうべき状況に追い込ま

革という言葉でひとまとめにされた農業委員会、農

れ、それへの対応自体が困難化していることは否

業生産法人の議論ももちろんだが、改訂 2014 で

めないであろう。

議論された多くの中身、さらにはその策定過程なり

10

その出演者についても検証が求められるであろう。
．問われるこの国のかたち

さらには、同時期に進められた集団的自衛権の議
論など、今この国のかたちは鋭く問われている。あ

ところで、今回の出演者のうちで、最もその立

らためて政治のあり方を含めた“この国のかたち”

ち位置がよく分からなかったのが農水省であった。

にかかる国民的な議論が求められているのではな

というより、一連の議論で前面に出てくる場面は

いだろうか。

見られず、今回は完全に裏側に回ったようである。
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農業生産者の規模拡大と
経営ニーズへの対応
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

たかはし

よしはる

高橋 良晴

は23.8 ％へと低下しており、 代わって畜産が30.4％、

．はじめに

野菜が25.7 ％と上位を占めている（図１）
。

わが国の農業生産者の状況を見ると、 市場環境の
厳しさや高齢化による後継者難などを背景にさまざま

米のウエートの低下は、米価の低迷を反映しており、

な分化が見られる。 土地利用型農業の代表である米

農業の生産形態は、 社会・経済の変遷に応じて、
「米

麦中心の一般農家は、 自給的農家や土地持ち非農家

＋兼業」や「米＋米以外の作目」といった多角化・複

が増加する一方で、 農地の集積や法人化が進み、 事

合化が進展している。

業形態の拡大により企業経営者としての資質が求めら
（２）農家の変遷

れるようになってきている。
本稿では、 地域農業の担い手と目されるこうした土

昭和30年代以降の農家の変遷を見てみると、それま

地利用型大規模経営体について、 事業形態の変動が

での米麦を中心とする一般農家は、農業を志向する農

見られる東北や北陸を中心に状況を確認するとともに、

家群と、農業以外を志向する農家群に大きく分かれて

規模拡大の過程や対応課題について実態を取りまとめ、

おり、 それぞれの農家群ごとに、 さまざまに分化して

今後われわれＪＡグループがどのように取り組んでいく

今日に至っている注1）。
農業を志向する方向に進んだ農家では、 土地利用

べきかを考察するものである。

型の米麦や大規模畑作、 酪農・肉牛肥育などの他、

２

．多様化する農業生産者～農家の分化

土地節約型の施設園芸や養豚・養鶏など、
「脱稲作」
の動きも見られ、単に農業を行うというだけでなくプロ

（１）農業産出額の推移
わが国の農業総産出額に占める米の構成比を見ると、
1955年に52 ％と過半を占めていたものが、2012年に

注１）図２の出典と同じ
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意識を持つ農業経営者に発展してきている。

個別農家において、総農家数は2010年の2528千戸

一方、農業以外を志向する方向に進んだ農家は、兼

へ320千戸減少しているが、 これは販売農家が332千

業の安定度や農家の高齢化などに応じて、高齢専業や

戸減少していることによるもので、 自給的農家は12千

兼業農家、 自給的農家や土地持ち非農家などの経過

戸、土地持ち非農家は173千戸、それぞれ増加してい

をたどるケースが多く見られる（図２）。

る。

３

これに対して、販売目的の事業体の状況を見ると、
．
『農林業センサス』における農家構造の変化

（１）農業構造変動の地域分析

事業体数は、2005年の１万3742事業体から2010年の
1万9937事業体へと6195事業体増加している。 内訳
は、 法人化している事業体が3811事業体、 法人化し

こうした農家の分化による構造変化について『農林

ていない事業体が2534事業体となっており、法人化し

業センサス』
（以下センサス）で見てみると、2010年セ

ている事業体では、農事組合法人が1414事業体、株

ンサスにおける構造変化の特徴としては、①農家数の

式会社（含む有限会社 ）が2297事業体、 それぞれ増

減少傾向と土地持ち非農家数の増加傾向の強まり、

加している（表１）
。

②組織経営体および農家以外の農業事業体の全国規
模での躍進、 ③借地による農地流動化の加速、 ④大
規模経営体による農地集積の進展、などが挙げられ、
これらの動きは、わが国の主要な水田農業地帯である
東北、北陸、北九州の３地域で顕著に見られる注２）。
（２）農業事業体の構成
2005年のセンサスでは、
「農業事業体」は個別農家
（2848千戸）と販売目的の事業体（14千事業体）に分
けられ、個別農家は販売農家（1963千戸）と自給的農
家（885千戸）で構成されている（図３）。
（３）地域別に見た状況
販売農家数の推移を地域別に見ると、 農家数が最
も多い東北（305千戸）において減少数も最も多く（66
千戸）
、次いで、北九州（161千戸）の43千戸減、北陸
（125千戸）の37千戸減、などとなっており、東北、北
（図４）。
九州、北陸における農家数の減少が目立つ注3）
販売目的の事業体の推移を地域別に見ると、 東北

注２）安藤光義編著『農業構造変動の地域分析――2010年セ ン サ
ス分析と地域の実態調査』
（ＪＡ総研研究叢書7）農山漁村文化協会、
2012年（以下、
『農業構造変動の地域分析』）
注３）東北における販売農家の激減は、2007年の経営所得安定対
策の施行に向けて急ピ ッ チで設立された集落営農の構成員農家が土
地持ち非農家にカウントされているケースが少なからずあることが
影響しているものと思われる（『農業構造変動の地域分析』）
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が3371事業体で最も多く2010年センサスでは1056
事業体増加している。以下、北陸が2609事業体（829
事業体増加 ）、北九州が2433事業体（1483事業体増
2.0 未満

加）と続いている注4） 。

2.0～5.0

形態別に増加の推移を見ると、 北九州（989事業

5.0～10.0
10.0～20.0

体）と東北（610事業体）で、法人化していない事業体

20.0～30.0

の増加が顕著に見られ、これに対して、北陸では農事

30.0～50.0
50.0～100.0

組合法人の増加（481事業体）が多い。

100.0ha 以上

この結果、法人化している事業体における業態の構
成を見ると、東北と北九州では法人自体の割合が50％

北海道
東北
北陸
北関東
南関東
東山
東海
近畿
中国
四国
北九州
南九州
沖縄

と低いが、 法人における株式会社の割合は、 北陸の
44％に対して、東北は68％、北九州は62％と高くなっ
ている（図５）。
販売目的の事業体数の増加を地域別・経営耕地面
積規模別に見ると、 東北では20 ～ 100haの規模で増
加が見られる一方で、 ２ha未満における減少（202事
業体）が目立つ。規模別の構成を見ると、５ha未満の
割合が最も低いのは北陸の25％で、以下、北海道28％、

注４）北九州における販売目的の事業体の増加は、佐賀県において農

東北35％、北九州40％などとなっており、東北、北陸

業組織経営体への担い手の移行が急速に進展していることによる。

における販売目的の事業体の規模が他地域に比べて
拡大していることがうかがえる（図6）。

佐賀県では、圃場整備事業をきっかけとして、ライスセンターの地
域ごとに機械利用組合を前身とする営農組合が組織され、 利用農家
がこれに加入するという形態で農業構造の変化が進んでいる（『農業
構造変動の地域分析』）
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４

．規模の拡大と法人化の進展

いうことで、 規模拡大は借地を中心に行われているの
が一般的になっている。

センサスを見ると、 東北や北陸などで「販売農家 」

一方で、 作業形態においては、 転作作業受託の場

から「販売目的の事業体」へ農地集積の変動が進んで

合、 所得補償や転作率の引き上げなどの農業政策に

いることがうかがえる。 以下では、 こうした東北、 北

左右されるところが大きい。また、転作作物の栽培自

陸におけるヒアリング調査（表２）を踏まえて、土地利

体が、新たに農業機械を導入して畑作を行う必要があ

用型農業法人の事業規模の拡大の過程と取り組み課

る他、連作障害を引き起こすなど、技術的な負荷が生

題などについて取りまとめた。

じるため敬遠されがちで、転作田の部分だけ作業を受
託するというケースが多く見られる。部
分作業受託の場合、 農機が普及してい
るところではニーズはそれほどなかった
が、 採算性の低下による設備更新の見
送りや高齢化による負担軽減などにより
作業依頼が出てきている。
そもそも農地の売買や貸し借りは、ビ
ジネスとして頻繁に取引が行われるわけ
ではなく、 経営の合理性だけで拡大で
きるものではない。 農地の取得や作業
受託などは地権者からの申し出や指名
などにより、交渉の成否は評判など人間
関係によることが多いため、 信頼関係
の醸成が不可欠になっている。 作業受

（１）規模拡大のプロセス

託に際しては条件の良くない農地も含まれるが、こうし

規模の拡大には、 耕作面積の拡大と、 事業形態の

た依頼も引き受けることで、 地権者と受託者の間に信

拡大の２つのプロセスが見られる。まず、耕作面積の

頼関係が形成され、 地域の信頼を得て次の契約につ

拡大について見てみよう。

ながっていくケースは多いという。

耕作の形態は、①運営管理が全面的に耕作者に委
ねられる、自己所有（自作農地）あるいは借地（利用権

東北では、転作作業などの作業受託が多く、耕作地の

設定）という権利形態と、 ②指定された作業（育苗、

拡大のプロセスとしては、自作農地→ 転作田の作業受託

は しゅ

播種、刈り取り、乾燥調製、農薬散布など）を引き受け

（転作作物の栽培）→機械化が遅れている作業（部分作

る「部分作業受託」や、転作田において転作作物（麦、

業）の受託→（休閑地・休耕田などの全部作業受託）→

大豆、ソバなど）の栽培を任される「転作作業受託」と

高齢化による離農などで地権者の農地を全面管理［借

いった作業形態に大別される。

地：利用権を設定］、といった過程が見られる（図７）
。
規模拡大に伴う経営形態の変化を見ると、センサス

権利形態の場合には、農地を購入するか借りるかは、

に見られるように、東北では、法人化した場合には株

地代と農産物価格の比較や将来見通しなどにより、投

式会社になるケースが多く、今般のヒアリングでも、１

資効率の観点から判断が求められる。 現状では、 米

戸１法人による大規模化、転作作業受託から有限会社

価の下落などにより購入したのでは採算が取れないと

を経て株式会社化、 生産組合や農事組合を経て株式
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会社を設立する動きも見られた。
（２）耕作規模の拡大における取り組み
耕作規模の拡大に伴う最も大きな課題として、農業
機械への設備投資が挙げられる。
耕作規模の拡大には、 装備の充実によりある程度
までは対応できるが、徐々に機械が増えるわけではな
く、機械の作業能力に即して一定規模以上になったと
ころで、トラクターやコンバインなどが一式必要になる。
装備当初は設備過剰になるので、先行投資として将来
見通しなどの判断も求められる。
耕作規模が大きくなると、 故障したときなどのリス
クも大きくなり予備の農機も必要となる。 さらに、 機
械が増えれば設備投資だけでなく、 機械を操作する
要員として新たな雇用が必要になる。
会社化、などさまざまな形態において、個別農家から

これは言い換えると、 新たな設備投資を抑えること

規模拡大により法人化するといった変動がうかがえた。

ができれば人員も少なくて済み、生産コストを下げるこ

法人化の事由としては、資金調達や農地借り入れな

とができるということになる。いかに農機などを効率よ

どにおける信頼性の確保や、福利厚生の改善による雇

く使い、固定資産の回転率を上げるかが重要な課題に

用者（子どもの就農を含む）の生活の安定、などが挙

なってくる。

げられる。 法人化といっても１戸１法人による家族経
営を延長した形態も見られるが、 これが後述のように

水稲栽培について見ると、現場の調査では、価格と

事業形態の拡大が進むようになると、株式会社による

稼働時間を勘案してコンバインにおける稼働率の違い

企業経営へと進展している。

が重視されており、早生や超晩生など収穫時期が異な
る品種を組み合わせて、作業の平準化が図られていた。

北陸では、 区画整備や集落営農組織の普及などに

北陸では、米どころということもあって、水稲における

より早くから作業受託が進んでいるため、 総じて農地

品種の多様化が進んでおり、なかにはコシヒカリといっ

は飽和状態にある。高齢化の進展により５年後には再

たブランドにこだわらず、採算性を考慮して品種を選択

度農地の再編が進むといった見通しも聞かれたが、平

するケースも見られた（図８）
。

野部の水田地域では規模の拡大は一段落しているよう
で、ヒアリング調査では、石川県では、平野部から離
れた能登半島における耕作放棄地の開墾により、新潟
県では、 集落営農組織の比較的少ない中山間地域に
おける地元の信頼醸成により、規模拡大が図られてい
た。一方で、富山県では、ハウス施設などによる野菜
や果実といった米以外のプラスワンの栽培などが見ら
れ、 耕作規模の拡大よりも新商品の開発や販売形態
の多様化といった新規事業に取り組むケースが見受け
られた。なお、こうした事業に対しては、新たに株式
24
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作業など労働時間が多く、また、作業時期が偏って集

事業形態の拡大については、 生産規模の拡大や多

中する。このため、水稲栽培だけでなく、繁閑の季節

様化に伴う、自社ブランドの開発、販売先の開拓や食

が異なる転作作物を組み合わせることにより、 労働時

品加工への進出など、 新たな事業展開が挙げられる

間を平準化する取り組みが見られる。また、水稲栽培
における耕法の見直しにより、 植え付けなどの作業工
程の時間自体を少なくする取り組みも見られる。

（図９）
。
事業形態の拡大の背景には、米価をはじめとする市
場価格の下落による経営環境の悪化などがある。 耕
作面積の拡大は生産量を増加させるが、 売上規模の

東北では、転作のウエートが高いこともあり、水稲

拡大は同時に価格下落による減収リスクも拡大させる。

と小麦・大豆といった輪作の取り組みが多く見られ、

市場向けの生産だけでは経営が安定しないことから、

また、新たな水稲栽培技術の導入にも積極的であった。

このための方策として、生産体制の見直しだけでなく、

青森県では、耕作規模に占めるウエートは低いものの、

売上高の確保に向けた取り組みが必要になっている。

水稲直播による耕作面積が年々増加しており、岩手県

生産内容が多様化して新たな事業が展開すると、販

では、乾田直播耕法により、転作作物である麦を主体

売先の開拓や加工品の開発、地域雇用の拡大など、消

とする栽培のなかで水稲栽培を行い、農機を共通して

費者、非農家も取り込んで、企業としての経営判断、経

使用することでさらにコストを引き下げるといった取り

営手腕が求められるようになる。これからは、採算重

組みも見られた。

視の生産とB to B（企業間取引）の視点での販売チャ
ネルの拡大など、新たな経営視点も必要になろう。

東北では、 北陸に比べて農地集積の余地が大きい
こともあり、農機の大型化が進んでいた。この背景に

北陸では、規模の拡大に限界があることから、ブラ

は、集落ぐるみの作業受託への取り組みが活発なこと

ンド化や６次化などの付加価値を付けた販売への取り

が挙げられ、100ha規模の大規模な集積が実現してい

組みが多く見られた。コシヒカリに代表されるように米

た。 耕作する農地は自作農地の他、 借地、 転作田の

にブランド力があり、 地域によって価格格差があるた

作業受託など、 権利形態と作業形態がさまざまに入り

め、もともと自分たちで売ろうという意識が高い。しか

混じっているだけでなく、 作業を委託する側も、 兼業

し、 ブランド志向が強まり栽培が増えたことにより、

農家や土地持ち非農家の他、 転作組合や営農組合な

新潟県の特別栽培米などは、 米価の下落のなかで市

どさまざまな法人組織が混在していた。

場での価格差がなくなってしまった。 自前の販路の拡

家族経営における装備ユニット当たりの耕作規模は
20 ～ 30haが標準といわれるが、 今般のヒアリングで
は、作業の平準化や農地の集約化などにより、水稲中
心の事業体で50ha程度、 生産調整などによる転作作
物との組み合わせで100ha程度まで、生産規模の対応
を視野に入れているという印象を受けた。ただし、こ
うした大規模な農家法人においても、親戚の支援や地
域の「結（ゆい）」の精神による相互協力といった、慣
習による生産のフォローが見られた。
（３）事業形態の拡大と課題
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大や集荷業務への取り組みなどの背景にはこうした事

のなかには、営農生産者ニーズに即した営農指導に応

情がうかがえる。 さらに今回の調査では、 ブランドに

じるべく、階層別営農指導体制の設置が見られる。そ

こだわらず、安くても多く取れる米を組み合わせること

のなかで専門営農指導員として求められる能力は「高

により、一定所得を確保しようという取り組みも見られ

度で専門的な技術指導とマーケティング戦略に基づく

た。

マネジメント」および「営農指導員の育成、指導」など
と定められている。これまでの組合員などのニーズと異

５

．ＪＡにおける取り組みについて

なるため、対応には意識改革が必要であり、新たな人
材の育成や体制も求められる（図10）
。

（１）農業経営者へのアプローチ
農業生産が多様化し、米麦中心の一般農家が分化
しているのに対して、 営農経済渉外体制をはじめとし
てＪＡはどのように対応すべきであろうか。農家の分化
という視点で見ると、 農業以外を志向する農家群の
ニーズは比較的まとまりやすいが、 もう一方の農業を
志向する農家群は、プロフェッショナルであり、その
ニーズは経営課題へのサポートでもあるため、求めら
れるレベルは高くまとめにくい。また対応するための人
材の育成も容易ではない。
ヒアリングのなかでもこうした法人では、
「勝てる生
産者になるには、 経営ができる農業として、 会社とし
ての運営が求められる」
「ＢＳ／ＰＬ（貸借対照表／損

（３）新たな活動としての取り組み

益計算書）ぐらいは理解するのが当然で、事業利益や

東北だけでなく、各地で農業法人を中心とする大規

修正計画など、数値を読める人がいないと経営にはな

模経営が進んでいる。こうした経営体は地域農業を担

らない」
「迅速な責任を持った判断を下す必要がある」

う第一人者であり、 従前の組合活動の延長ではなく、

「生産現場の職員とその管理者だけでなく、 企業とし

相手の意見や要望を理解・吸収して、課題解決に向け

て事業全体を管理する、 経営者としての自覚のある人

た事業提案を行うなど、 新たな活動に取り組むという

材が必要になってくる」などといった企業経営を目指す

姿勢が肝要である。
新潟県の旧越路町では、 ＪＡと大規模経営農業法

コメントが聞かれた。
担い手農業法人の経営者の課題にマッチするには、

人との連携が進んでいるという注５）。 地域農業の振興

従前のＪＡの活動内容や体制だけでは対応は難しい。

に向けて、こうした農業法人との新たな仕組みづくりを

ＪＡにおける各事業の機能や感性を共有して、 それこ

検討することも活動の視野に入れる必要があろう。

そ総合的にアクセスすることが必要になっている。
（２）階層別営農指導体制の設置

注５）法人における米の出荷販売では、ＪＡの事業運営に影響を与え

地域農業の担い手である大規模農業法人への対応
は ん ちゅう

は、これまでの取り組み課題や目標と範疇が異なるた
め、現場でも対応に困惑が見られ、アプローチがなか
なかうまくできていないケースが見受けられた。
ＪＡにおける出向く営農指導体制への取り組み事例
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ないように工夫しながら、ＪＡの運営するカントリーエレベーター
を利用しており、 また、 肥料・ 農薬の購買についても、 法人へのヒ
アリングを通じてニーズを把握し、共同購入する肥料・農薬の種類
の選定にＪＡを反映させている（平林光幸『良質米産地における担い
手育成戦略の10年〈日本の農業—あすへの歩み−248〉』農政調査
委員会、2014年）
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女性にとっての
「ホワイト企業」とＪＡ
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

眠れる主婦は342万人！──ママの再就職
．
は難しいニッポン

くろ

ぎ

ひで

と

黒木 秀人

日からの実習を受けることから始まります。 期間中
は給料の代わりに国から１日7000円を上限に助成
金が支払われます。 企業は賃金を負担することなく、

2014年４月８日に放送されたNHK総合テレビ「首都

最長６カ月間、働きぶりを確認することができます。

圏ネットワーク」のなかで衝撃的な数字が紹介された。

（別な主婦の方はこの制度を利用して、 ある中小企

内閣府が２年前に出した「働きたいと思いながら現在

業の実習を受けました）この会社では、 これまで主

働いていない、 主婦と思われる女性の数 」の推計が

婦の採用は行ったことがありませんでした。 限られ

342万人もいるとのこと。
「日本では、 結婚や出産を機

た人数しか採用できない中小企業にとって、採用は

に、６割の女性が仕事を辞めています。そして、再び

慎重にならざるを得なかったといいます。 彼女は２

働きたいと思っても、再就職は簡単ではありません」
。

カ月の実習期間を経て、４月、この会社に正社員と

仕事をしたい側の就労時間や勤務内容などの希望と採

して採用されました。独身時代に経理で培った能力

用する側の不一致が大きな要因であろうが、 さらに、

を買われ、営業事務の仕事を任されています。子育

お互いに出会える機会がなかなかないことも原因にあ

てとの両立のため、 時間を制限しながら働いていま

るようだ。

す。 それでも会社は、 即戦力として高く評価してい

この番組では、 埼玉県に住む30代の女性が紹介さ
れていた。

ます。去年１年間で、この制度で2000近くの中小企
業が主婦のインターンを受け入れました。 実習を受

「10年間、大手化粧品会社で営業の仕事をしていま

けた女性の数は3200人に上ります」

した。子どもが生まれたのを機に、子育てに専念し

三菱UＦＪリサーチ＆コンサルティング「育児休業制

たいと退職。
（お子さんが幼稚園に入ったのをきっか

度等に関する実態把握のための調査（企業アンケート

けに）去年再就職を目指しハローワークに通い始め

調査）
」
（2011年度）では、過去３年間に正社員の中途

ました。 しかし、 子どもがいることを伝えると面接

採用の募集を行った企業について、正社員の中途採用

にも進めず、いまも採用には至っていません」

の採用基準として考慮される事項を見ると、
「一定期間

現在、 このような「眠れる主婦労働力」 に対して、

の継続的な就業が見込めること」が63.4％と最も高く、

中小企業庁は人材不足に悩んでいる中小企業と主婦を

次いで「フルタイムでの勤務が可能なこと」が58.4％で

結び付けようと、昨年春から「ママ・インターン制度」

続いている。 これでは、 乳幼児を抱えているママたち

を始めた。
「ママ・インターン制度」について、番組で

にとっては、
「正社員の門戸は完全に閉ざされている」

は次のように紹介していた。

と考えざるを得ない。

「２年以上企業で働いた経験を持ち、主婦をしてい

収入の面だけ考えても、 子どもがいる世帯では「子

る女性を『新戦力』と名付け、即戦力が欲しい中小

どもの教育費の備え」も意識する。ちなみに国税庁調

企業とマッチングする仕組みです。１日４時間、週３

査の2012年12月31日時点のサラリーマン男性の平均年
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収は25 ～ 29歳が367万円、30 ～34歳で431万円となっ

社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調

ている。夫の収入だけでは、
「今は大丈夫でも将来は

査（結婚と出産に関する全国調査）夫婦調査 」2010年）

不安 」と考えてもおかしくない。 だから、女性社員も
「一度就職したら、できるだけ長く働きたい」と考える
のが自然だ。
「女性の仕事は結婚するまで、 子どもが
生まれるまで」と考えるのは、もはやナンセンスなので
ある。今は、女性が安心して働き続けられる職場が光
を放つことになる。
国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向
基本調査（結婚と出産に関する全国調査 ）独身者調
査」
（2010年）によると、18 ～ 34歳の未婚女性の理想

（図２）
。
しかし、NHKの番組で紹介されるまでもなく、一度
辞めると正社員にはなかなか戻れない。

２

．ホワイト企業とブラック企業

いくつか質問をさせていただきたい。
「あなたの職場は、
『女子職員にとってホワイト企業』
ですか？」

とするライフプランは、 結婚や出産に関わらず就業を

「女子職員にとってのホワイト企業って、 なんのこと

継続したい「両立コース」
（30.6％）よりも、結婚・育児

だ？」 と思われた方もいるかもしれない。 それでは、

を機に一度離職し、家事や育児に専念した後就職した

次の質問。

い「再就職コース」
（35.2％）の割合が多いことが分か
る。 つまり、 離職せずに継続して就業できる制度より
も、安心して再就職できるような制度を求めている“未

「あなたの職場に勤務している女子職員は、 採用時
点からどのくらい勤務されていますか？」
全国のＪＡの職員の平均勤務年数は男性18.5年、女
性13.1年（農林水産省「総合農協一斉調査＜平成24事

婚女性”は多い（図１）。
実際には、第１子出産時の調査では出産前有職だっ

業年度＞」）で、女性の平均勤務年数が５年ほど短い。

た女性は70.7％で、出産退職した女性は43.9％、継続

つまり女性は男性より「早く退職している」傾向がある

就業は26.8 ％（出産前有職者の38.0 ％）となる（ 国立

ということである。しかし、女性の方が勤務年数が短
いのは、ＪＡだけの話ではなく、全国のどの会社でも
同じようである。 問題は、 これを「おかしいと思わな
かったこと、 今でも、 おかしいと思っていない人がい
ること」である。さらに、退職した女性たちが「本当は
もっと働きたかったな」と思ったか「やっと辞められる
よ」と思ったかは、企業の女性従業員の処遇の違いが
出るのではなかろうか。
「ホワイト企業 」について話を戻そう。 ホワイト企業
とは一言で言えば「社員を大事にする会社 」である。
例えば、このような企業である。
・企業、従業員個人がコンプライアンスを遵守する
・従業員の平均勤続年数が長い（著しく短くはない）
・長時間労働やサービス残業がなく、賃金水準は高い
・職場の人間関係が良好で、
「前向きな」コミュニ
ケーションが活発に行われている
・評価の透明性が高く、仕事の満足度が高い
・福利厚生やワーク・ライフ・バランス制度が実質的
に機能している
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・職場で実施する研修とスキルアップが合致している

と言った。 しかし、 そのＪＡの窓口担当は８割が女性

・国家／公的資格取得の援助制度がある

で、 独身者ばかりでもない。 子どもがいるママさん職

・経営者だけではなく、従業員もその組織で働いて

員はどう感じていたのだろうか。

いることに誇りや喜びを感じる

おそらく、多くの女性職員はこう思っていたはずだ。
「仕事だから」
「他の職員さんにも迷惑をかけるし、 ま

逆に、ホワイト企業の真逆の企業、過労死などの裁
判に出てくる企業ではこれらと正反対で、例えば、
・人材不足やコストカットにより、経験が浅くても大
量の仕事を与えられる

た、自分でうまく折り合いをつけて頑張ろう」。ＪＡの
多くの事業や仕事は、 目に見えないこのような職員の
頑張りに支えられている。個人のやりくりに依存してい
る部分が多くある。しかし、今までは、
「先輩もやって

・長時間労働やサービス残業が恒常化していて、低
賃金である

きたことだから。仕事だから」とやれてきたことが、今
後の職員もそうだとはいえない。 職員の意識や価値観

・パワーハラスメントやセクシャルハラスメントが日常
的に存在する

が変わる可能性がある。モチベーションの維持や向上
を狙ったことが、逆に、
「職場への不満足」
「仕事の不

・成果の横取りがあったり失敗の責任だけ負わされ、
評価基準も不明瞭である
・従業員への成長への支援、人材育成の風土がない

継続」など、彼女たちの意識下でボディーブローのよう
に効いてくるのかもしれない。
「やらされ感 」と言った
彼女の気持ちは本心だろう。

・従業員は早く辞めたいと思っている
などのようだ。このような企業は「ブラック企業」とも呼

以前、Kさんという女性職員が筆者と同じ職場にいた。

ばれている。 従業員というのは「誰でもいい」
「代わり

彼女は当時短大出の３年目で、通勤に２時間以上かか

はいくらでもいる」という考え方が臭う企業は、当然な

るのに、 毎朝、 誰よりも早く出勤して、 われわれにお

がら、就活する学生は就職先対象から外すだろう。

茶を入れてくれるし（筆者の職場では、 ある時期まで
毎朝、女子職員がお茶を入れてくれるのが「当たり前」

３

．ＪＡの女性職員の意識

だった）
、 いつも笑顔いっぱいで、 元気を絵に描いた
ような女性だった。その後彼女は20代のうちに退職し、

あるＪＡで、 窓口を担当する職員向けのカウンタ ー

学生時代にアルバイトをしていた千葉県のテーマパー

セールスのスキルアップ研修を担当した折、 受講者の

クに再就職した。あるときパーク内のレストランで彼女

女性（当時25歳独身）からこんな話を聞いた。

に偶然出会った。 まだ空いている時間帯だったので

「信用や共済の窓口ロープレ（ロールプレーイング ）

「Kさん、 元気だった？ 仕事はどう？」と聞いてみた。

コンテストには、 どこの支店も窓口の担当者が限ら

「うん、楽しいよ。黒木さんたちと仕事しているときは、

れているので、 毎年のようにどちらかの予選に出な

誰も褒めてくれなかったけど、 今はすごく楽しい」。

いといけなくなります。 私も、 一昨年は共済の予選

愕 然とした。 われわれの職場での彼女の仕事は「研

に出ました。昨年は信用の予選に出て、今年はまた

修参加者名簿の作成」
「研修資料の準備」
「お弁当の

共済の予選に出ることになっています。講師（筆者）

手配」などで、てきぱきこなしていく姿を見て、彼女だ

は、
『コンテストの出場って、仕事へのモチベーショ

から、仕事だからやれて「当たり前」と思っていた。だ

ンにつながりますよね？』とおっしゃいましたが、 小

から、彼女の仕事ぶりを「誰も（しかも何年間も）褒め

さい支店の職員は『そうでもないんだよね』 と思っ

なかった」のだろう。いつも笑顔の彼女がそんなことを

ているはずです。
『やらされ感』の方が強いかもしれ

思っていたなんて。パークでの彼女のはじけるような笑

ないです」

顔が心に痛い。

がくぜん

彼女は、
「まだ自分は準備や時間のやりくりはつく」
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４

．モチベーションとコーチングスキル

人のモチベーションを他人が上げる（あるいは高く維

のような上司・先輩がいる職場って素晴らしい」という
部下・後輩側の高い満足も期待できる、という優れも
の中の優れものである。

持する）ことは非常に難しい。 だから、 少なくとも部
下・後輩のモチベーションは「下げない」ようにしたい。

ＪＡの窓口職員向けのカウンターセールス研修のなか

そのための技術の１つに「コーチングスキル」がある。

で必ず伝えていたのが、
「お客さまには必ず質問するこ

前述のKさんの場合でも、われわれが「コーチングスキ

と」である。良好なコミュニケーションにとって「質の

ル」を知っていたら、彼女が期待していたコミュニケー

高い」質問は非常に大切である。

ションが取れていたら、われわれの職場を辞めていな
かったかもしれない。

ところが、カウンターセールスでは、商品内容を正しく
「説明 」しなければと思い過ぎている担当者が多い。

ちまたには、さまざまな名称のコーチングプログラム

研修中のロールプレーでも一生懸命に商品の仕組みを

があるが、基本的なスキルはあまり変わらないようであ

説明しようとする。実は、セールス時の説明一辺倒と

る。共通しているのは、コーチングには中心となる３つ

いうのは逆効果である。一方、優績といわれる窓口担

の重要なスキルがある、ということである。

当職員は、商品の説明前後に非常に良い質問を入れる。

まず、 人（部下や後輩 ）の話を「聴く」こと、 次に
「質問する」こと。これは上司や先輩が答えやアイデア
を一方的に提示するのではなく、部下や後輩の持って

例えば、
「これまでのご加入内容で気になっていたことはあり
ますか？」

いる考えを引き出すための質問をするということである。

「ここまでよろしいですか？」

質問の内容は、 将来的な取り組みへのヒントとなり得

「何か分かりにくかったことはありますか？」

るものが望ましく、 過去のミスや失敗の原因を問いた

質の高い質問はお客さまの考え方や価値観を聞いて

だすものではない。 ３つ目は、 職場や本人の成長に

いるものであり、 お客さまも自分のなかで整理でき、

とって良いと思われる言動や努力を「見ていて、 評価

自然とコミュニケーションに参加することができる。

し、褒める」ことである。

お客さまに「知識 」を聞いてはいけない、 とも伝え

コーチングの重要な狙いは本人の成長であるが、適

ていた。
「人身傷害保障ってご存じですか？」。オジサ

切なコーチングには上司・先輩の「人を育てる意識と自

ンたちはこんな質問、１発でカチンとくるわけである。

分の我慢 」が必要不可欠である。さらに「時間」もか

「ごちゃごちゃ言ってないで、説明だけしろ」
。だから、

かる。 しかし、 コーチングは本人だけでなく、 上司・

説明ばかりしようとするのだろうか。しかし、一方通行

先輩側の成長も期待できる。さらに、２次的には「こ

の説明ではお客さまの心は動かせない。
質問したらその後はお客
さまの話をちゃんと最後ま
で聞き続ける。 決して自分
の意見をかぶせたりしては
いけない（かぶせるとは、
相手の話が終わっていない
のにこちらが話し出すこと
である。頭の回転が良い人
は、待てずにかぶせる傾向
が強い）
。 皆さんの職場で
は上司は部 下に「 かぶせ
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ちゅう ち ょ

まうと、躊躇してしまうかもしれない。タイミングよく、

て」いないだろうか。
男性と女性は価値観が違う。クルマの世界では顕著

自分の言葉で褒めるのである。
「誰かがちゃんと見てい

に出る。例えば、男性がオーナーのクルマは、多くが

てくれる。正当に評価されている」と感じると、悪い気

タイヤまでワックスがきいていてきれいだ。一方、女性

持ちにはならないものである。人は「人の悪いところ」

は機械系に苦手なドライバーも多く、
「クルマは走れば

をけなしたり、悪い評価をすることには長けているが、

た

いい」と思っていたりするので、女性がオーナーのクル

「良い点 」を褒めるのはおおむね苦手だ。 また、 目立

マはおおむね汚れている（のを気にしていない）。タイ

つ行動や人、結果ばかりが称賛の対象になりがちであ

ヤの側面を見ればよく分かる。 女性の猛抗議もありそ

る。 一人ひとりの良い行動や結果に出ていないが地道

うだが「では、この１年間で何回エンジンルームを見た

な努力も褒めるべきなのである。褒めることなどやって

ことがありますか？」と聞くと、たいてい「見たことない

いる、 自分はちゃんと褒めている、 何をいまさら、 と

かな」と答える。なぜならば、
「クルマは動けばいい。

思われる方にはこう聞きたい。

調子が悪くなったらディーラーで見てもらえばいい」と

あなたの奥さまが作った料理を、食事後すぐに、
「お

思っているからだ。 一方、 男性はクルマはわが子のよ

いしい、君は料理が本当に上手だね、いつもありがとう。

うなものなので、ちょっとしたキズがついてしまっても、

感謝しているよ」と伝えているだろうか。ほら、褒める

女性では計り知れないほどのダメージを受けるもので

のって簡単ではない。

ある。 男性はそのような特性があることを事故処理の

「どうしたの、気持ち悪い。普段そんなこと言わない

経験から知った、 ある県のトップセールスの窓口職員

のに」と奥さまに言われそうな方は普段、 褒めていな

が言った秀逸なセリフ、
「車両保障を付けていると、心

い方である。
「１日１回でも褒めてみてください。１週間

の傷は治せませんが、 クルマの傷は直せます」。 お客

も続けると、部下も職場もあなたも変わっていくはずで

さまは思わずニヤリ「人の気持ちが良く分かってるなこ

す」とお伝えしたい。

の窓口さん」。優績者はお客さまと心が通じている。

厚生労働省「雇用均等基本調査（企業調査）
」
（2011

男性と女性の期待もまた違う。 男性は「聞いて、 答

年）によると、常用労働者10人以上の企業のうち、
「女

えを欲しがる」傾向が強い。 一方、 女性は「自分の考

性管理職が少ない（１割未満 ）あるいは全くいない管

えや悩みを聞いてくれるだけでも、 けっこうすっきりす

理職区分が１つでもある」企業は78.7％であり、そのう

る」らしい。 だから、 女性に対して「質問すること」

ち48.9％は、
「女性管理職が少ない／全くいない理由」

「 聞くこと」は男性が思っている以上に意味がある。し

として、
「現時点では、 必要な知識や経験、 判断力等

かし、自分の価値観を押し付けるような「こうした方が

を有する女性がいない」ことを挙げている。 駄目な企

いいんじゃないか」の「良かれと思ったアドバイス」は

業が言いそうな言い訳である。 小学校から大学、 会

女性にとっては微妙であって、あまり求められていない

社・組織への就職など、 どんなシーンを切り取っても

かもしれない。 女性の話を聞いているつもりでも、 結

女性の方が男性に劣っていることはなかったではない

局上司が「良かれと思ったアドバイス」を入れて話し続

か。 もし、 仮に差がついてしまったのなら、 もうそれ

けてしまうことが多いので、女性側は不満のままコミュ

は本人の責任だけではない。企業側は、将来を担って

ニケーションが終了する。

ほしい労働力として女性社員に「教育研修」や「責任あ

「褒める」こと、 もう少しかみ砕くと「自分はあなた

る仕事をさせる」など成長の機会をちゃんと与えていた

のことをいつもちゃんと見ている。あなたのおかげでみ

だろうか。さらに、上司は、普通に頑張っている女子

んなも生き生きできている。 だから、 あなたのことを

社員を日ごろから褒めていたのか。

高く買って（評価して）いる」ということを言葉や態度

2014年４月８日の『読売新聞』
「キャリアナビ」欄で

で伝えることである。これも、なんでもかんでも褒める

は、
「出産後も働く女性が増えていることを背景に、若

ということではない。褒める＝おべんちゃらと考えてし

手女性向けの研修に力を入れる企業が増えてきた」と
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いう記事を掲載している。

この本の冒頭に、
「2012年度の受賞企業のなかで

「妊娠、出産を機に仕事への意欲が停滞し、その後

も、特に『女性の活躍推進 』に力を入れている代表的

も能力を発揮できないままという女性は少なくない。

なところを、 女性にとっての本当の『ホワイト企業 』と

しかし、 出産前に責任ある仕事を担当し、 昇進を

して紹介します」 とある。
「女性にとってのホワイト企

経験した女性は、出産しても自ら早めの復職を望み、

業」
、この表現だけでも現在の少子高齢化や女性の早

その後も昇級・昇進を目指そうと頑張る。出産前の

期退職・ 復帰困難というさまざまな問題を解決する

働き方が、 後々の働き方に影響するんです」
（掲載

「素晴らしい何か」が発見できるのではないか、
「近い

された会社の人事部の管理者）

将来、 ＪＡの職場でも参考になる事例があるはず」と

これまでは、結婚や出産時期など、私的な領域に会

期待した。

社が踏み込むことはなかった。しかし、

この本には、表彰された職場と育児の両立支援制度

「出産後も働き続ける女性が増えたことで、会社側が

などの紹介とともに、仕事と子育てを両立させている8

結婚や出産も念頭に置いた人材管理をせざるを得な

人の「ママさん社員」の事例が掲載されている。彼女

くなってきた」
（両立支援事業会社の研修企画担当

たちの「現在の仕事内容 」と「勤務先の部門」を一部

者）

抜粋する（下線筆者挿入）
。

女性の働くモチベーションについて真剣に考えてい

①Ａさん 「全国の店舗から集まる売上のデ ー タを

る企業は、 今、 女性が昇進できる機会の提供を積極

集計し、 何が誰にどう売れているかを分析して課

的に行おうとしている。
「研修機会を与える」
「責任あ

題を抽出。 費用対効果を考慮しながら、 売場の

る仕事を与える」など、男性従業員なら当たり前だった

配置や陳列ツールの置き方、プロモーションの方

ことが、今後女性にも当たり前なこととして求められて

法などの戦略を立案する仕事です」
（資生堂・ 国

いく、 ということである。 女性を本当に大切な人材と

内化粧品事業部）

考えているなら、 多くの日本の企業は人材育成や人事
管理制度のイノベーションが必要であろう。

②Ｂさん 「商品開発のチ ームに属する中味開発者
やデザイナー、宣伝部門のスタッフの中心となり、
新商品の戦略を練ったという」
（サントリーホール

５

．
「女性にとってのホワイト企業」とは

ディングス・ＲＴＤ部 ブランド・マネージャー）
③Ｃさん 「……車種を軸として横断的に見て、どの

経済産業省は、2012年度から「女性が働きやすく活

ようなターゲットの人たちにどのようなメッセージ

躍しやすいホワイト企業」を10 0社選んで認定する「ダ

を伝えていくか、 戦略を練る仕事です」
（日産自

イバーシティ経営企業10 0選 」という事業を行ってい

動車・マーケティング本部）

る。
「ダイバーシティ経営企業」とは、
「女性や高齢者

④Ｄさん 「融資審査は書類を見るだけでお客さま

や障がい者、外国人といった多様な人材の能力を発揮

を判断するイメージがありますが、当社では審査

させて経営上の成果につなげている企業のこと」とさ

担当も、取引先企業を出来るだけ訪問しています」

れている。

（りそな銀行・Ｈ支店融資外為課）

この取り組みの受賞企業の制度などを『ホワイト企
業

女性が本当に安心して働ける会社 』
（文藝春秋、

⑤Ｅさん 「銀行間決済など情報インフラの『システ
ム開発』
」
（ＮＴＴデータ・法人コンサルティング＆

注）

2013年 ） のなかで紹介している。この取り組みの中
心的な担当（経産省監修）は、女性のキャリア官僚で
４児の母親である。ご本人も男性社会のなかで非常に
苦労しながら仕事と育児など自分の生活の両立をされ
てきたようである。
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注）経済産業省監修『ホワイト企業 女性が本当に安心して働ける会
社』文藝春秋、2013年。経済産業省の経済産業政策局経済社会政策
室長で、「ダイバーシティ経営企業100選」の担当者でもある坂本里
和さんが、優良25社を徹底紹介するなかから「正しい会社の選び方」
のコツを明かす
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マーケティング本部）

なく「財布」になってしまう。結果、企業がもうかって

⑥Ｆさん 「携帯電話の音声認識システムの開発」
（東芝・東芝研究開発センター）

いても、従業員は自分の職場のやり方に何かしらの疑
問を持つことになるかもしれない。 そのような職場に

⑦Ｇさん 「営業職員が営業しやすいように支援し

従業員は誇りや満足感を感じ得るだろうか。従業員が

たり、担当の法人事業主に保険を販売したり、あ

仕事に生き生きと取り組み、ずっと働きたいと思えるた

るいはクライアント商品を自社職員に営業するなど

めには、従業員をどれほどかけがえのない存在として、

多岐に渡る」
（第一生命保険・総合法人第五部）

本気で大事と思っているかの企業の本心が重要である。

⑧Ｈさん 「個人宅を中心にガーデンプランナー」

女性が安心して長く勤めたい、貢献したいと思える、

（グリーンライフ産業・ガーデンプランナー）

特に子育て世代の「女性にとってのホワイト企業」は以
下のような制度と、 実際にそれらが実施できる人材や

掲載されている８人の事例のうち下線を引いた５人の

コストをかけられる体力を持っている。

方は「顧客と直接顔を合わせない」内勤中心の仕事で
ある。④、⑦、⑧の方は「顧客に会う」仕事が含まれ
ていると考えられる。 事例に掲載された方々の職場の

①性別の違いで研修や仕事内容、 収入の差をつけ
ない

制度や環境などは、ＪＡの職場にそのままスライドでき

②結婚・出産・子育てなど個人のライフイベントにつ

るはずもなく、素直に優良事例である、と納得できな

いても、個人任せではなく、職場のセミナーなど

いかもしれない。 ＪＡでは一般企業と違い、 どんな仕

で考えさせる機会を設けてくれる

事についていても組合員や地域住民と顔を合わせて仕

③個人のキャリアデザインに応じた教育研修の機会

事をするのが基本にある。だから勤務時間ひとつ取っ

が提供され、経験やキャリアに応じた責任あるポ

ても、自分だけではコントロールしにくいことも多いだ

ジションに就かせる

ろう。上記優良事例のように純粋な内勤、自分のペー
スで仕事が完結できるのとは違う、 と思われてもおか
しくはない。

④勤務時間、 勤務場所など多様な働き方を選択で
きる
⑤男性でも女性でも育児に関わることが当たり前と

しかし、事例から学ぶことはできる。インタビューさ
れた方々は、 仕事と育児の（時間や体の）両立ができ

いう職場風土があり、職場に保育施設があったり、
男女とも育児休暇をちゃんと取得できる

る仕事環境にたどり着くためのキャリアを積めた女性

⑥産休・育休中はもとより、 子育て世代の子どもが

社員、 という見方もできる。 ご本人の努力はもちろん

原因の突然の休暇取得などにも理解があり、 代

のことであるが、職場がキャリアパスとしてそこへたど

替要員が用意できるとともに、代替要員の働きぶ

り着ける機会を与えてくれてきた、とも考えられる。そ

りも正当に評価する人事管理制度が機能している

ういう環境を提供できる企業が「女性にとってのホワイ

⑦育休中もちゃんと仕事に戻れるよう、 職場の最新

ト企業」の特長である。

情報の提供などの配慮があり、 育休後は復帰勤

「ＣＳ（顧客満足度 ）の向上」をうたう企業があるが、
ＣＳを向上させるためには「ＥＳ（従業員満足度 ）の向
上」が不可欠である。自分の仕事へのやりがいや職場

務できる仕事がある
⑧社員に甘いだけということではなく、 仕事の結果
に対する評価が公平・適正に行われる

への誇りがなければ、顧客に満足感を提供できるはず
がない。極論かもしれないが、企業側が従業員に「も

政府も成長戦略のなかで、
「女性の活躍推進 」をメ

うけること」だけを日々伝えていると、顧客はそのため

インテーマの１つに挙げている。近い将来に、ＪＡでも

の「手段」となってしまうだろう。 従業員の働く目的は

人材、特に女性に関する人事管理制度や職場風土を根

「賃金を得ること」ばかりになり、
「顧客」が「人」では

幹から変えるような改革を求められるはずである。
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精肉の消費は好調、
食生活と産地に思いを！
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

が明確になるなかで国内の生産状況についても言及し

．はじめに

てみたい。

2014年３月、ＪＣ総研は「畜産物等の消費行動に関

最初に、精肉の購入状況および価格動向を概観しよ

する調査結果 —2013年調査 — 」を「精肉の国産志向

う。総務省が公表している「家計調査」で購入数量の

が顕著に」と題して公表した。今回調査では、2011年

推移を見たものが表１である。前号でレポートしたとお

３月の東日本大震災に伴う原発事故以降、やや低下気

り、2013年は精肉３品目ともに前年を上回った。2000

味であった国産農畜産物の明らかな人気の回復傾向が

年と比較しても牛肉が減少しているものの豚肉、 鶏肉

見られた。図１は、精肉を購入するときに重視する点と

を合わせた３品目トータルでは、４㎏程度増加してい

して「国産であること」と回答した人の推移である。

る。直近の動向を見ると（表２）
、2014年１～５月の購

2011年に牛肉38.8％、豚肉46.8％、鶏肉48.8％と大き

入数量は前年に対し、 牛肉103 ％、 豚肉および鶏肉

く下降したが、2012年の調査以降は、 震災前の2010

109％と引き続き伸びを示し、平均価格も３品目ともに

年の水準まで戻り、牛肉でも半数を占めている。

前年を上回って推移している。特に、５月は牛肉320円

本レポートでは、精肉の消費行動について他機関の

（前年260円）
、 豚肉149円（同126円）
、 鶏肉92円（同

興味深い調査デ ー タなども参考にしつつ、 年齢層別

87円 ）と、牛肉および豚肉が大きく上昇した。2014年

（ 特に高年齢層）に考察していきたい。また、国産志向

６月26日付『日本農業新聞 』１面には「豚肉相場高止
まり」の見出しが躍り、
「豚肉が近年にない高値で推移
している。東京市場のこの１週間の平均価格は１㌔当
たり670円前後で、 前年の同時期に比べ４割高い。
……」と報じている。

２

「週の半分以上肉を食べる」
．
60代以上でも半数超

厚生労働省が公表している「国民健康・栄養調査」
から主要な食品群別摂取量を見
たものが 表３である。2012 年
調査結果を10年前の2002年と
比較すると、トータルで増加し
ているのは野菜類（2 74.6g）お
よび肉類（8 8.9g） で、 それぞ
れ1.8、14.7ポイント増加した。
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以上の伸びを示し、70代以上
は３割を超えている。
精肉の摂食頻度について、
年齢層別に前回調査との比較
を示したものが、図２である。
トータルでは、 週に半分以上
食べている人はおおむね６割と
なっている。40代以下の若年
層は「毎日」が２割に近づき、
「週の半分以上」を加えると６
割を超える。50代以上の高年
齢層はやや少ないものの１割が
「毎日 」と回答し、
「週の半分
以上」を合わせると半数に達す
る。 一方で、
「ほとんど食べな
い・分からない」は各年齢層と
もに５％を下回っている。
博報堂新しい大人文化研究
所が2013年９月５日公表した
「新大人研レポートIX」では、
「従来の“粗食高齢者”から“肉
好きエルダー”へ」と題し、
「60
代 男女の82 ％ が『肉料理 好
き』
、91％が『食べることが楽
しみ 』。
“高齢者＝粗食 ”はも
はや昔の話に」と高齢者の志
向が変化していると分析してい
る。さらに、
「団塊世代を含む
今の60代は……食べることを
楽しみ、 栄養バランスや健康
を考えた食事を志向するという
“現役生活継続スタイル”へと
大きく食生活が変化している」、
具体的な変化は、 ①肉料理好
き。野菜料理よりも上、魚料理
と同程度の好意度、 ②食べる
ことに楽しみ、 ③料理や食材
年齢層別に見ても、減少している食品群が多いなかで

にこだわった充実の食生活、④朝食の主食はこの10年

野菜類は若年層を中心に、 肉類はすべての年齢層で

でパンがご飯を逆転、と述べている。

増加した。 特に、 肉類では40代以上の年齢層で２割

一方で、厚労省が2014年３月28日に公表した「日本
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てみよう。図３は生鮮食材選びに
こだわるかを尋ねたものである。
「当てはまる」および「やや当ては
まる」と回答した人は、50代以下
では４割前後にとどまっているが、
60代では約６割、70代以上はお
おむね７割と高年齢層ほど強いこ
だわりが感じられる。
「 あまり当
てはまらない」
「当てはまらない」
との回答は60代以上では１割に
満たない。
「料理に関して、自分は手作り
派だと思う」かについて尋ねた
（図４）
。
「当てはまる」および「や
や当てはまる」が、トータルでは
はぼ６割を占めている。50 代以
下では半数程度にとどまり、60
代で３人に２人、70代以上では４
人に３人に上っている。
「あまり当
てはまらない」
「当てはまらない」
は50代以下では２割程度を占め
た。
具体的に「生肉を素手で触った
り、 下味を揉み込むのは平気 」
かを問うと、
「当てはまる」および
「やや当てはまる」との回答が各
年齢層とも６割を超え、60 代以
人の食事摂取基準（2015年版）」策定検討会報告書に

上では７割超と10ポイント高い。
「生魚の下料理は苦に

よると、 特に後期高齢者（75歳以上 ）が陥りやすい

ならない」 では、
「当てはまる」および「やや当てはま

「低栄養」
「栄養欠乏」について、老化に伴う筋肉量の

る」は50代以下では２割前後であるが、60代で４割、

減少（サルコペニア）はタンパク質の摂取量が足りてい

70代以上で半数と高年齢層ではあまり苦にしないよう

ないことに起因すると指摘している。前述のように高年

である。 一方で、 苦になるという人は50代以下では３

齢層でも精肉の摂食頻度は意外と高く、
「肉好きエル

割を超えた一方、60代以上では１割前後にとどまって

き ゆう

ダー」ばかりであれば杞憂となろう。前号で述べたよう
に、 肉を食べる機会の少ない人は比較的容易に摂取
できる牛乳を上手に使いたいものである。

いる。
このように料理について、50代以下と60代以上の世
代で意識やこだわりに差があるように思われる。 一言
いと

で言えば、 高年齢層は手間をかけることをそれほど厭

３

．料理に関しては、60代以上で強いこだわり

続いて、 料理に関しての意識について年齢層別に見
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２食以上が12.1％で、 外食・中食はしない人は６割を

消費税増税後の売上高も2014年４月105.0 ％、 ５月

超える。年齢層別では、若年層ほど外食・中食の回数

106.2％と好調である。

が増え、30代以下では半数以上が１食以上外食・ 中

2014年５月27日付『日本経済新聞 』では「
『肉食 』

食に頼っている。一方、60代27.8％、70代24.9％にと

メニュー

どまり、ほぼ４人に３人は外食・中食はしないと回答し

ランのハンバーグ、ステーキメニューの好調さを報じ

ている。６月に公表した「米の消費行動調査結果 」で

ている。

外食をけん引 」の見出しでファミリーレスト

は、夕食（７食）のうち1.32食が外食・中食であった。

生鮮食材選びにこだわらず、自分は手作り派ではな

ちなみに、
（一社）日本フードサービス協会が発表し

いという人は、総菜や調理済み食品の利用や外食で簡

ている市場動向調査で外食は、2013年１～ 12月ベース
の全体で売上高100.7％、客数99.9％に対し、ファミ
リーレストランが103.3％、101.6％と伸びが大きいようだ。

単に食事を済ませようとするケースが多いであろう。
昨今、ホ ー ムペ ー ジや雑誌などでいろいろなメ
ニュー提案がなされ、スーパーなどの店頭でも料理レ
シピの配布が行われている。手作
り派を増やすために、メニュー提
案と売り場を連動させ、関連食材
すべてを当該売り場に配置するよ
うな取り組みをもっと積極的に展
開してもいいような気がする。 こ
のなかに、カット野菜など手軽に
食べられる商品を組み合わせるこ
とも一案であろう。

４

国産へのこだわりは鶏肉、
．
豚肉、牛肉の順

精肉を購入する際、 国産・ 外
国産のどちらを選択するかについ
て尋ねたものが、図６である。国
産志向は年齢層が上がるにつれ
て強くなっている。ただ、品目に
よって差が見られ、トータルで「国
産しか買わない」は牛肉では３人
に１人、豚肉および鶏肉ではおお
むね半数を占めている。 年齢層
別には、 牛肉は50代までは３割
に届かず、70代以上で半数を超
えた。 豚肉は40代以下では３割
前後、50代以上ではおおむね半
数となり、70代以上は６割を占め
る。 鶏肉は、20代以下でも３割
を超え、50代以上では６割に近
づき、70代以上はおおむね７割
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となっている。

しつつあることがうかがえる。 特に、 豚肉と鶏肉が大

一方、
「外国産を買うことが多いあるいは外国産しか

きく増加し、３割に達した。
「なければ困る」を加えた

買わない」は牛肉18.6％、豚肉7.9％、鶏肉6.9％と牛肉

ポイントも３品目すべてが前回を上回っている。 輸入

が10ポイント高い。若年層が高いスコアを示し、牛肉

精肉は、
「なければ非常に困る」 および「なければ困

では60代以上を除く各年齢層で２割を超えている。こ
のように国産へのこだわりは鶏肉、豚肉、牛肉の順で
強い。当所調査では、オーストラリア産牛肉に「安全・
安心である」、中国産鶏肉調整品に「安全面が心配・
信用できない」というイメージを持つ人が多く、国産へ
のこだわりの強さに反映しているものと思われる。
国産、 外国産ともに買う人に外国産を買う場合の理
由を尋ねた。
「輸入国が安心できる国であること」は
トータルで牛肉36.4％、豚肉28.2％、鶏肉23.9％の順
となり、 年齢層が上がるにつれ、 スコアも増えている
（図７）。牛肉はすべての年齢層で２割を超え、70代以
上では半数を占めている。 豚肉は30代以下、 鶏肉は
40代以下では２割に満たない。 牛肉は豚肉、 鶏肉に
比べて外国産志向が強いため、
輸入国に対する安全性への関心
が高いようである。
ちなみに、
「外 国産 が 特 売に
なっているとき」 はトータルで牛
肉31.7％、豚肉30.5％、鶏肉27.1％
となり、豚肉、鶏肉では「輸入国
が安心できる国であること」を上
回っている。年齢層別には、牛肉
40代以下、豚肉60代以下、鶏肉
50代以下で上回っており、若年層
でより価格志向の強さがうかがえ
る。
各食材の位置付け、 重要度に
ついて尋ねたものが、図８、図９
である。
国産精肉は「 なければ非常に
困る」が牛肉16.7％（前回15.4％）、
豚肉30.1％（同26.4％）
、鶏肉30.8
％（同26.5％）と前回調査に比べ
上昇した。2011年の原発事故に
よる国産精肉への不安感の解消
38
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期連続で上昇した。 品目別でも、
全品目で前回調査から上昇し、
「米 」
「野菜 」
「 きのこ 」「果
物」
「牛肉」
「魚介類」では「３
割高を超える価格でも国産品を
選ぶ」とした回答が過去最高と
なり、 国産品に対する価格許容
度の高まりを示す結果となった。
また、政府は主食用米の過剰
生産を防止するため、 飼料用米
の増産へ誘導する政策を打ち出
している。 現実的には飼料用と
しての大量使用には輸送距離な
ど課題も多いが、家畜用飼料に
活用することで食料自給率の向
上に寄与するということである。
（株）日本政策金融公庫が３月28
日に公表した「平成25年度下半
期消費者動向調査」では、国産
の飼料用米で育てた畜産物に対
する認知度は４割である。 購入
経験は15.9 ％と２割弱にとどま
る」を合わせて３割に満たず、
「なくてもまったく困らな

るが、 ９割の消費者が購入意欲を示しているとのこと

い」は３割を超えている。

である。 さらには、 ４割以上の人が「割高でも購入し

年齢層別に見ると、国産精肉は大きな相違は見られ

たい」としている。食料自給率の観点はもちろん、 安

ないが、国産牛肉では「なくてもまったく困らない」が

心・安全やおいしさの面でのアピールはより一層求めら

若年層でやや多くなっている。一方、輸入精肉では、
「な

れよう。

ければ困る」という人は若年層で多く、
「なくてもまった

続いて、公益社団法人日本食肉消費総合センターが

く困らない」は高年齢層ほど多い。30代以下では「な

2014年10月に実施した「食肉に関する意識調査」の報

ければ非常に困る」および「なければ困る」を合わせて

告書から食肉の購買実態を浮き彫りにしてみよう。 喫

４割前後を占め、60代以上では「なくてもまったく困ら

食頻度が「週に１日程度 」 以上という人は、 牛肉で６

ない」がおおむね４割に上っている。

割、 豚肉７割、 鶏肉９割でいずれも内食のウエートが
高い。食肉に対するイメージでは、牛肉は「スタミナ源

５

割高でも国産を選ぶ……
．
（株）日本政策金融公庫消費者動向調査から

（栄養がある）
」 が61.8％とトップで、 次いで「筋肉や
骨をつくる」
「たんぱく質が豊富」と栄養面が、豚肉は

（株）日本政策金融公庫が2014年３月18日に公表した

「価格が手頃 」64.3％、
「調理しやすい」61.6％と価格

「平成25年度下半期消費者動向調査 」では、輸入食品

や調理の手軽さが評価されているようである。 鶏肉は

との関連で国産食品への価格許容度を聞いたところ、

「価格が手頃」74.0％とほぼ４人に３人が選び、次いで

「割高でも国産品を選ぶ」という回答が61.7％と、３半

「カロリーが低い」
「調理しやすい」の順で、 価格とと
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もにヘルシー志向をうかがわせる。
購入時の重視点は、 ３品目ともに「価格の手頃さ」

とも考えられる。
一方、豚枝肉価格の高止まりから小売価格を押し上

「原産国」
「鮮度」の順である。ただし、牛肉は他品目

げている一因はＰＥＤ（豚流行性下痢）の発生である。

に比べて、
「価格の手頃さ」のスコアが低い一方で「原

7月５日付『日本農業新聞』では農水省がＰＥＤによる

産国 」の注目度が高く、当所調査と同様な傾向を示し

国内肉豚出荷の12月への影響を4.7 ％減少するとの予

ている。年代別では、
「価格の手頃さ」は若年層ほど、

測を示したと報じている。 農水省公表によると、2013

「原産国 」は子育て世代の30代で高い。 高齢層では

年10月に７年ぶりに発生が確認され、 ７月20日現在、

「産地・銘柄」などが高い水準にある。

38道県、810農場、 死亡頭数34万7839頭にまで増え
ている。牛ではＢＳＥ（牛海綿状脳症）
、鳥インフルエ

６

．畜産の生産基盤は縮小傾向

「国産志向」 が強まっている状況で、 その生産を担
う国内の畜産農家の状況について概観してみよう。

ンザなどの疾病や近年特に増えている異常気象による
災害は個別経営そして産地を揺るがす大きな要因とな
り得る。
アメリカやオーストラリアなどの輸出国においても疾

農林水産省が2014年７月１日公表した「畜産統計

病や気象変動による生産性低下リスクは変わらない。

（２月１日現在）」によると、飼養戸数は全畜種で前年

ＵＳＤＡ（米国農務省）の資料によると、2014年１月時

から減少した。 特に、乳用牛は800戸（4.1 ％）、２万

点での牛の飼養頭数は干ばつの影響などで過去最低

8000頭（2.0％）、肉用牛は3800戸（6.2％）、７万5000

水準ということである。 ７月10日付『日本経済新聞 』

頭（ 2.8％）と減少幅が大きい。豚も300戸（5.4％）
、14

では「輸入牛肉、値上がり」としてその影響を報じてい

万8000頭（1.5％）と廃業戸数は５％を超えた。一方、

る。 また、 アメリカでは2013年４月に初めてＰＥＤの

採卵鶏、ブロイラーは飼養戸数の減少に対して、飼養

発生が確認され、急速に拡大している。

羽数は増加しており、 １戸当たり飼養羽数はやや増加
している。

前述の（株）日本政策金融公庫の調査によると、現
在の価格と比べて妥当だと思う価格水準を問う質問で

畜産・酪農を取り巻く環境は、飼養頭数の減少＝生

は、高値で推移している「卵」は「値下げが妥当」の回

産基盤の縮小に端的に表れており厳しさを増している。

答が前回調査より7.5ポイント上昇している。 消費者サ

後継者が確保できないことからの廃業増加はもとより、

イドでは、
「物価の優等生として安い卵が当たり前、肉

飼料高などが経営を圧迫し、 経営規模の維持・拡大

も牛乳も値上げは困る」という意識は強い。７月11日付

が困難になっていることも大きな要因と考えられる。
ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の交渉の行
方も不透明で、その影響なども非常に危惧される。

『東京新聞 』では「鶏卵価格高止まり『物価の優等生
返上』
」と報じている。ＪＡ全農たまご（株）が公表し
ているＭ基準値（㎏当たり）は、 昨年秋以降200円を

ＴＰＰの認知度を尋ねたもの
が、図10である。
「交渉内容や
参加したときの影響などについ
て詳しくあるいはある程度分か
る」と回答した人はトータルでお
おむね半数であった。30代以下
は５割に満たず、 最も多い70代
以上でもほぼ３人に２人である。
調査時点は2013年11月であるた
め、やや低いスコアとなっている
40
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Ｗ ｅ ｂ 調 査 食料・農業・農村

超え前年に比べて２割前後高く推移し、直近でも今年

一方、
「国産」への志向が高まっている昨今、国産の

５月204円（前年164円 ）、 ６月199円（同155円 ）と高

おいしさ、 安全性をよりアピールするとともに生産に関

水準が継続している。 昨年の生産調整実施による供

わっている農家の方々の厳しい経営実態、そしてひたむ

給量の減少が主な要因で、 飼料価格など生産費を考

きに頑張る姿を訴えていくことも求められよう。 ぜひ、

慮すると決して高過ぎるとは思われない。

その生産に携わる人に思いをはせたいものである。

また、大手乳業メーカーはチーズ、バターの値上げ

ＪＡグループでは、畜産・酪農に対する理解の醸成

を７月あるいは８月から実施すると表明した。雪印メグ

や国産畜産物の消費拡大のために2014年１月29日から

ミルク（株）のホームページを見ると、７月３日付で「家

３月31日に「がんばろう！日本の畜産・酪農」応援キャ

庭用チーズ商品

価格改定のお知らせ」としてリリース

ンペーンを実施し、
「あなたのおいしい！が国産を救う」

している。 これは、 離農などでの乳牛飼養頭数の減

と畜産農家・酪農家の頑張りや経営実態を消費者に分

少や天候不順による牧草の収量や品質低下などで生

かりやすく訴えた。消費者からの応援メッセージ（ＪＡ

乳生産量が減少していることに起因している。

全中ホームページより）を紹介して結びに代えたい。

４月には消費税増税があり、 食料品特に生鮮品の
値上げは家計を圧迫する。

「畜産・ 酪農家さんがこんなにも減少していることを
知り、ショックでした！ 国産のお肉の『安全・安心』

現在の畜産・酪農を含めて農業生産を取り巻く情勢

のイメージは、今までの日本の畜産・酪農家の方々が頑

について分かりやすく理解を促すような継続的な取り

張って築いてきたおかげだと思います。国産のお肉や牛

組みがより求められよう。

乳・ 乳製品を絶対に未来に繋いでいってほしいです！

つな

（10代 女性）
」

７

．最後に

昨今、少子高齢化の進展に伴い、消費を牽引するの
は高年齢層（シニア層）であり、大きなマーケットだとい
われている。例えば、高年齢層や単身層をターゲットに
りょう ら ん

弁当や総菜あるいは食材の宅配ビジネスが百花繚乱の
様相となっている。
厚労省が７月15日公表した「国民生活基礎調査の概
況」によると、平均世帯人数は2.51人で、単独世帯と夫
婦のみの世帯では49.7％と半数、高齢者世帯は23.2％
を占めている。今まで見てきたように、高年齢層におい
て週の半分以上肉を食べる人が半数に上り、 しかも手
作りにこだわりを持っている。また、安全・安心への関
心は高く、国産への志向がより高いことがうかがわれた。
『ＪＣ総研レポート』2013年秋号でも述べたとおり、
「日本型食生活」といわれる「ごはん」＋「主菜 」＋「副
菜」のバランスのよい食事を取ることが食生活の基本で
ある。筆者としては、手作り派が多く、食べることに楽
しみを感じるシニア層が、 健康的な食生活を営み、 そ
れが若年層、子育て世代につながっていくことを期待し
たい。
【食料・農業・農村】Web調査／精肉の消費は好調、食生活と産地に思いを！
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2014年度の食育事業について
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

か

と う

み

き

加藤 美紀

育に生かす取り組みに期待が高まっています。 また、
農林水産省・2014年度

食の情報が氾濫するなか、正しい食の情報を入手する

「学校給食地場食材利用拡大モデル事業」

場の１つとして学校給食の役割が重要になっています。

（日本の食魅力再発見・利用促進事業費補助金）

学校給食を通して未来の日本を担う児童が生涯にわた

に選定されました

り健康に過ごす食生活の知恵を身に付けるため、地域
が連携し支援していくことが不可欠です。

当研究所では、地域の食文化や食材の魅力を再発見

また、 生産者の学校給食への取り組みは、 児童へ

し消費拡大につなげる取り組みとして、 学校給食にお

の食育だけでなく、 保護者への食育にも効果的で、

ける地場食材の利用促進に向けた地域内流通の構築

地域農業への理解にもつながります。一方、地場食材

に関するモデル事業を実施します。

の販路の１つと位置付けることができますが、 需要拡
大につなげるための課題整理が不可欠です。

このたび、ＪＡ糸島および糸島市の協力を得て、農林
水産省・2014年度「学校給食地場食材利用拡大モデ

2. 事業の目的

ル事業」
（日本の食魅力再発見・利用促進事業費補助

本事業では、
「食のまちづくり」を進める糸島市をモ

金 ）に関わる公募に対し、企画提案書にて応募をした

デル地域とし、 学校給食への地場食材の活用に関す

ところ、事業実施主体者として選定されました。これを

る課題を整理し、 国内最大の農産物直売所「伊 都

受け、福岡県糸島市内の小学校をモデル校とし、学校

菜彩」を中心に、生産供給システムの構築や地場食材

給食における地場食材の利用拡大に向けた実証調査を

の利用推進に向けた連携体制づくりを検討します。 併

行います。

せて、地場食材や食文化に対する価値の向上・発展に

提案事業の概要は以下のとおりです。
１．事業の背景

い

さいさい

つながる学校給食のあり方について整理します。
３．事業の概要

2010年に公布された「地域の農林水産物の利用促進

（1）推進会議の開催

に関する法律」では、生産者と消費者との結び付き強化

（2）調査・検討、研修活動

や消費者の豊かな食生活の実現、 食料自給率向上へ

（3）メニュー・加工品などの開発

の寄与などを基本理念に掲げ、学校給食における地域

（4）学校給食への地場食材の導入実証

農林水産物の利用を促進しています。

本事業では、学校給食という地域の実需者のニーズ

児童を取り囲むライフスタイルや食環境は変化してお

に合わせた地域農業のあり方を検討します。 こうした

り、 学校給食の果たす役割も変わりつつあります。 朝

取り組みを通して小さな流通を発展させ、 地域農業が

食の欠食や孤食、生活習慣病の増加という食習慣の問

元気になる支援をしてまいります。

題が指摘されるなか、 学校給食を生きた教材として食
42
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置付けが低迷するなか、食を生み出す農業や生産者、
農林水産省・2014年度

食材の価値を伝え、農と食をつなげる食育は、消費者

「フードチェーン食育活動推進事業」
（国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金）
に選定されました

の行動変容に効果的であることが分かりました。
一方、 現在の食育活動は、 生産の場や食材提供の
場などで個々に行われていることが多く、内容も農業体
験、食材の調理・保存方法、栄養面と健康、食文化な

当研究所では、 食料の生産、 流通および消費の各

ど断片的に伝えるものが大部分です。消費者のより良い

段階における食育を推進し、消費者の健全な食生活の

食づくりを実現し、 国産農産物の優位性を伝えるメッ

実践や地域農業への理解を促進する取り組みとして、

セージ性の強い食育活動を行うにはフードチェーンでの

農産物直売所での食育活動に関するモデル事業を実施

食育を一連のものとして捉えることが不可欠です。

します。
2. 事業の目的
このたび、全国の大型農産物直売所の協力を得て、

本事業では、食と農の交流拠点である農産物直売所

農林水産省・2014年度「フードチェーン食育活動推進

において、農業、農村から消費、食文化すべてを伝え

事業」
（国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助

る食育活動を行い、地域農業の新たな価値を創造し、

金 ）に関わる公募に対し、企画提案書にて応募をした

地域の活力につながる食育活動の実践を目的に実施し

ところ、事業実施主体者として選定されました。これを

ます。

受け、 生産と消費の場が近く断片的な食育の情報をつ
なぐ役割が期待できる農産物直売所をケーススタディー

３．事業の概要

にして、 地場食材や食文化に対する価値を向上・発展

（1）推進会議の開催

させ、日本再興戦略に資する「日本人のルーツと伝統を

（2）調査・検討、研修活動

見直し、 新しい食文化の創造 」を目標にした地域の食

（3）各店舗における食育活動の実践

育活動のあり方について実証調査します。

（4）東京家政学院大学との連携による食育の実践

提案事業の概要は以下のとおりです。

（5）事業効果の検証

協力ＪＡ（ 直売所 ）一覧
以上を実施することで、 農産物直売所のさらなる発
展と国産農産物の価値の向上、地域住民と生産者の支
え合う関係づくりを図ってまいります。
１．事業の背景

＜本件に関するお問い合わせ先＞

昨年度、当研究所では「食材提供の場を活用した食

ＪＣ総研 基礎研究部

育実践活動事業（農林水産省補助事業 ）
」を実施し、

受託調査チーム

農産物直売所の食育が国産農産物の活用を促し、野菜

☎：03-628 0-7326

や果物の摂取量を増やす効果を確認しました。 食の位

Email：m-kato@jc-so-ken.or.jp

担当：加藤 美紀

【食育ソムリエNOW】2014年度の食育事業について

FAX：03-326 8-8761
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ＪＣ総研 第32回・第33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

とを正確に職員に教育していかないと、 職員は組合

画と連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換

員を主人公ではなく顧客として扱い始める。 事業体

する場として公開研究会を開催しています。 今回は

と組織体の分離がそこで起こってくる。 どんなセク

「今、 協同組合はどのようなアイデンティティの確立

ションに行っても、ＪＡ職員として共有できる職員規

を求められているか？

～事業環境や経営基盤の

範というものを持つべきだと思う。 従来のＣＳ運動

変化のもとでの協同組合運動の展望～」をテーマに、

は、銀行や保険会社、商社と同じように、あるいは

桃山学院大学名誉教授の津田直則氏を座長として

競争するために、商品知識向上だとか、挨拶マナー

2014年７月５日と７月21日の2回にわたり公開研究会

向上だとか、 目標達成の意欲をどう高めていくか、

（会場：明治大学）を開催しました。今号ではその概

というような教育しかしていない。 これだけでは協

要を紹介します。なお、個々の論考については当研

同組合としての基本的価値の実現にはつながらない。

究所発行の研究誌『 にじ 』 秋号（９月15日発行予

事業の縦糸に地域くらし活動を起点とした横糸を通

定）に掲載されていますので、そちらをご覧ください。

す必要がある。ＪＡ御殿場では、縦糸のＣＳ運動に
横串をさすべく、 ①あいさつで声を出す、 ②組合員
の声を聞く、 ③自分で考え声を出して行動する、 と

第32回公開研究会

いった「ボイス運動」を展開している。ボイス運動は
ＣＳ運動の上位概念を形成するものだ。

第32回公開研究会では、①「ＪＡにおける組織体

事業間の分化と統合、本・支店間の集権と分権、

と事業体との協同組合的統合」石田正昭氏（三重大

どちらかを取るのではなく両方の極大化を図る必要

学招へい教授）
、②「青森県百石町のホッキガイ漁の

がある。そのためには、各組織単位が自律性を保つ

『５そう１そう』という協業化の取り組み」 濱田武士

こと、これを可能とする柔構造のＪＡになることが求

氏（東京海洋大学准教授 ）、 ③「原発災害からの山

められる。チームプレーで支店を運営することが重

村の復興と『協同の任務 』」 早尻正宏氏（山形大学

要であり、支店長、地区選出理事の役割は大きい。

准教授）の３人の方から報告をいただきました。

支店協同活動が広がりつつあり、私も必要と考え
るが、それだけでは課題は解決しない。職員には、

１．
「ＪＡにおける組織体と事業体との協同組合的

それぞれの担当業務はあるものの、 自らの職責は、

統合」石田正昭氏（三重大学招へい教授）

自らに課せられた事業目標の達成にあるのではなく、
事業目的の基本を成す組合員（農家家族）の生活福

44

ＪＡにおけるＣＳ運動はCustomer Satisfactionで

祉の向上にある、 という認識が必要である。 支店

はなくCo-operative member Satisfactionだというこ

職員が一丸となって、この「目標」を達成しようとい
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うチームプレーこそが求められる。すでに、
「くらし

喪失や漁獲量規制による横流しの懸念が組合員同

の相談員」
「くらしのコーディネーター」などを設置

士の不信感を生じさせるといった課題・問題が起

し、横串をさそうとするＪＡが出てきている。

こったため、1970 年代には宮城 県山元地区が、

こうしたＪＡを創るためには、 学習活動の強化に

1978年には福島県磯部地区が漁船２隻を１隻に集

よる人づくりが重要である。 組合員力の向上（組合

約する「２そう１そう」を取り入れた。また、噴流式

員ガバナンスの確立・当事者意識の向上 ）が役員力

桁曳（多収獲が期待できる新漁法 ） 導入に伴い、

の向上につながり、
「組合員とともに歩む」職員の育

1980年代中ごろから北海道苫小牧地区、 釧路東部

成につながる。 こうした好循環を生んでいく必要が

地区、噴火湾地区で、1999年から青森県三沢地区、

ある。

百石地区、八戸地区でも「２そう１そう」が導入され

けたひき

ももいし

た。そして2007年から青森県百石地区では「５そう
２．
「青森県百石町のホッキガイ漁の『５そう１そ
う』という協業化の取り組み」 濱田武士氏（東京
海洋大学准教授 ）

１そう」に転換した。
百石町漁協の概要（2013年）は、組合員数196人、
うち准組合員３人、役員７人、監事３人で、購買・販
売・利用・指導・共済事業を行っており、主要漁業

ホッキガイは常磐から北海道の浅瀬の海に生息し

はサケ定置、ホッキガイ漁業、販売事業取扱高：2億

ているが、１日の操業回数、１日の漁獲数量を制限

3739万円、購買事業取扱高：2700万円、純資産合

するなどして操業ルールを厳しくしないと資源がすぐ

計：8766万円となっている。百石地区の「５そう１そ

に減少する。実際に資源枯渇を経験した浜もある。

う」までの経緯を見ると、1976年に百石町漁協内に

ホッキガイの資源管理型漁業の取り組みと協業化

小型船部会が設置されたが、 資源状況が悪化する。

の流れについて概観すると、資源が枯渇しやすいの

1985年に北浜海域ほっき貝資源対策協議会が設置

で漁獲量を抑制し、 その上で、 漁業収益の維持・

され、１日１隻の漁獲制限（現在：１日１隻100 ㎏）

向上を図るために、複数の船を集約・協業化して、

がなされる。1990年代にホ ッ キガイ単価が下落。

グル ープに分けて交代操業を行い、 漁場輪番制で

1995年に噴流式桁網を導入。1999年に「２そう１

漁場割り当てを行って水揚金をプールするという方法

そう」の協業化を実施。 燃油価格が高騰するも、

を取ってきた。しかし、技能格差による労働意欲の

ホッキガイ単価はそのまま。そして、2007年に「５そ
う１そう」へ転換した。
水 揚 金については、
「２そう１そう」の場合は
グループに送金していた
ため、
「５そう１そう」の
場合も、当初はグループ
に送金していたが、グル
ー プによってプ ー ル方
式が異なり、混乱も見ら
れたため、漁協から分配
金を組合員の口座に振り
込むようにした。
「５そう１そう」に転換
したことにより、 次のよ
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うなメリットが挙げられる。

つなげていくこと、国にも働き掛けていくことが大事

①資源管理の視点から漁獲量を増やさずに、コ

だ。 市町村の役割は住民の声を拾い上げて、 県、

ストを圧縮して、組合員の手取りを増やすこ

国へと伝える。そして、地域の課題の１つとして、除

とができた

染問題というのを捉えてほしいと思っている。

②高齢者と若手のグループ協業化を可能にした

危機のなかの協同組合の任務ということでは、森

③海難事故防止、横流し防止に貢献できた

林所有者の再組織化が大事になってくる。森林組合

④隻数を減らすことにより漁場での衝突事故防

が一番懸念しているのは、森林賠償が決まったら、

止に貢献できた

お金をもらって、森林管理が終わりとなってしまう可

⑤１日500㎏の枠内であるが、頑張って漁獲す

能性があることだ。 管理とか経営とかという意識が

れば手取りは増える。雇用を削ればさらに増

そもそも少ないなかでとどめを刺すのではないかと

える

いわれている。 その意味で、 もう一度どう結集する

⑥漁協の事業とグループの決算が一体化したこ
とにより、収支や手取り部分が透明化し、漁
協と組合員の一体化に貢献できた

かということを考えている。
森林組合は森林山村コミュニティーの再興に向け
て、 住民帰還の１つのよりどころになる必要がある。
都路町の避難指示が解除されたが、 住民があまり

「原発災害からの山村の復興と『協同の任務』」
３．

戻っていない状況のなかでどういう役割を果たせる

早尻正宏氏（山形大学准教授）

か。山間地域における定住権の保障のために、まず
は除染も含めて森林環境の保全をきちんとやってい

震災以降、森林政策の矛盾が出ている。国は人も

くことが必要だ。森林組合がその担い手になってい

山も見ないで計画を作るだけ。 県は山には向き合う

くということだ。 森林所有者という組合員がいる限

けれども、実際の現場にはちょっと遠く、県が作る

り、森林組合は逃げられないわけで、そういう存在

計画は実効性に乏しい。市町村は逆に人に向き合う

として、しっかり雇用創出をやっていくことだ。賠償

こうでい

が、拘 泥し過ぎてしまって山が遠くなっている。ま

で終わるのではなくて、そこから先、長い地域づくり

た、市町村には専門職員がいない。そのなかで森林

に向けて支援していく、そういった営みがあって、初

組合は役割を果たさないといけない。森林組合は協

めて森林組合は任務を発揮できるわけで、現にやろ

同組合としての性格が一番薄いといわれてきたが、

うとしている。 林業を再建し、 山村を復興して、 森

震災以降、重要な役割を果たしてきた。森林所有者

林を再生するということが使命になってくるだろう。

の協同組合として、森林賠償のよりどころになってき
た。 個人では請求することが難しいなかで、２年間
第33回公開研究会

東京電力と交渉して、なんとか決着まで持ち込んだ。
福島県田村市都路町の事例は、 山村地域から逃
げられない組織として、協同組合として、林業復権、
森林山村コミュニティーの再興、森林再生につなげ

元論と矛盾論」佐藤信氏（北海学園大学教授）、②

ていく核になっているということで、 これはＩＣＡ原

「パルシステムが日本の協同組合運動にもたらしたも

則の第７原則「地域への配慮」に関わってくる話だ。

の～個人対応配送型生協の成果と課題～」杉本貴

政府は、 福島森林再生に向けた除染を進め、 そ

志氏（関西大学教授）
、③「小規模生協は生き残れ

こで働く人に対してきちんと賃金を支払うべきだ。

るのか ～山間部と離島の事例から～」青木美紗氏

県は頑張ってきたと思うが、 試験場を持っているの

（奈良女子大学助教）の３人の方から報告をいただき

で、今後ともデータを集積して、分析、政策形成に
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１．
「協同組合をめぐる二元論と矛盾論」佐藤 信

得しなければ経営を存続できないが、剰余獲得を目

氏（北海学園大学教授）

的にすると協同の原理や理念が失われる。このこと
を一般に矛盾する存在という。地域市民生協の例で

協同組合研究では、 二元論と矛盾論の２つの系
譜が見られる。

いえば、 組合員と専従職員とは生協運営を媒介とし
て、 一方で安全で安価な商品提供を要求し、 一方

二元論とは、 協同組合の事業経営と組織活動を

で平和や福祉活動の強化を要求する。 生協職員は

切り離して捉える考え方であり、一方、対立・矛盾し

労働者として権利を主張し賃金引き上げなどを要求

がちな協同組合内部構造の対立物を統一しようとす

する。役職員は競争に打ち勝とうとし、事業経営に

るのが矛盾論である。これらの議論は古くから行わ

反映する。

れ、今もなお解決を見ていない。

これらの対立物は１つの矛盾を成すが、それは組

協同組合を論じるに当たり、先んじて確認しておく

合民主主義（組合員の声を聴き経営に生かす、民主

べきことがある。それは、協同組合は経済体制の一

的運営機関の活性化、組合員と専従職員との関係強

翼を占め、その比重や意味は経済体制とともに変わ

化）によって一応解決されている。

るものだ、ということである。 協同組合は時代の子

この際、組合員と職員は、互いに相手の立場に立

である。協同組合論は１つの体系を持った「学」で

ち、相手を理解することでつながりが深まっていく。

はなく、多面的、実践的で、中心課題は時代の変化

それによって、 組合員が完全に専従職員化したり、

に応じて変わるものだ、ということを前提にしなけれ

逆に専従職員が組合員化するのではなく、組合員は

ばならない。

組合員らしく、職員は職員らしく完成されていく。さ

生協のトップ層から、しばしば二元論的な見解に

らに言えば、 組合員が組合員として完成されるため

基づく発言が見られる。例えば、
「あえて生協らしさ

には、 対立する専従職員との相互浸透の関係樹立

へのこだわりを捨てるべき。 競争他者を上回って初

が必要である。つまり、商品の陳列方法、広告・宣

めて組合員満足を実現でき利用していただける」。あ

伝の仕方、 経理内容、 そして組合員要求内容など、

るいは、
「現代資本主義の暴走とつまずきが協同組

職員が学ぶべきことが、 組合員との交流によって一

合の新しい理念を与えてくれたが、理念だけでは存

層深まる。それによって、職員は、組合員の要求す

続できない。今は存在を保つことでその理念を保つ

るものを業務としてより遂行できるようになり、 生協

べきだ。そして存在は、
効率性を目指し常に革新
的である経営者によって
保たれる」。
私は、こうした意見の善
悪を問うつもりはない。
現実に責任あるトップが
こう考えている、という事
実を認識し、そう考える背
景・理由はよく分かる、
と思っている。
それでは、矛盾論の背
景には何があるか。
協同組合は、剰余を獲
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運営の専門家として完成される。逆に組合員は専従

業者に頼ることは自然なことでもあった。

職員の業務内容を深く理解することで、生協運営の

委託による個配の急成長は、 生協での労働につ

内実を知り、 組合員としての適切な意見を表明でき

いて新たな問題を提起した。第１は委託会社の社員

るようになり、同時に協同組合や小売業経営の専門

と生協職員の仕事にほとんど違いがなくなったこと。

家へ成長していくことも可能となる。

第２に生協職員数の減少。ある生協では「職員労働

二元論的理解による場合も、矛盾論的理解による

は３分の１に」といわれ「空洞化 」と称される。第３

場合も、協同組合の現実から論じる必要がある。ま

は、 委託先の会社（配送会社）の労働条件面。 長

た、それ自体が変化する存在ではあるが、協同組合

期間働くことを前提とした給与体系になっておらず入

原則に戻って論じることが近道と思われる。それぞ

れ替わりが激しい。 第４に組合員との顔の見える関

れの協同組合は構成員による深いコミュニケーショ

係を失うこと。

ンによって協同組合らしさを得ていくが、その「らし
さ」も多様なものになるであろう。

配送業界は若くて安い労働力に支えられている。
年齢が高くなれば続けられない仕事とされる。生協
の個配は安い労働力に支えられている。

２．
「パルシステムが日本の協同組合運動にもたら

生協は、 後に安全・安心な食品の提供などの使

したもの～個人対応配送型生協の成果と課題～」

命を得たが、 当初は、 労働者が正当に報われる社

杉本貴志氏（関西大学教授）

会の実現を目的として設立された。また、地域にお
ける最大の貢献は雇用の場の提供である。 その生

具体的な事例として、生協における個人対応配送
型（個配 ）を題材に、社会的目的と経済的目的のト
レードオフについて考えたい。
急成長を遂げ、注目度ナンバーワン生協であるパ
ルシステム生協は、かつて中小規模生協の連合体で
あった。今や都市型先進生協のモデルとされている。

協でこうした問題が起きているのである。
ここで申し上げたいのは、パルシステム生協は、社
会問題への関心が高く、全国的に見ても組合員活動
は活発なレベルにあり、福祉活動、コミュニティー事
業にも積極的であるという事実である。
さまざまな模索は始まっている。 契約職員の内部

成功要因は、個人のライフスタイルの違いに着目し、

登用、ワーカーズコープへの業務委託などである。

複数のカタログを準備したことなどであるが、 最も

また、Ｆコープ（福岡県）では、定時スタッフ（ かつ

他生協に影響を与えたのは、個配の実施であろう。

てのパート職員 ）とフルタイムスタッフの均等待遇を

かつて生協は班組織を重視し、 班単位での共同

掲げ改革を始めた。 組合員からもかつては「生協も

購入がほぼ全国の生協で展開された。しかし、この

リストラを」との声があったが、近年は「子どもを働

方式は専業主婦などが在宅していることを前提とし

かせられる生協に」との意見が出始めている。もと

ており、 環境変化により成立要件を欠くケースが増

もと流通業界は働く者にとって厳しい業界だが、
「日

え始め、職員による個配が検討された。しかし、職

本一働きやすい会社にしよう」という志を持った経

員による配送はコストが高い。 また、 メイトと呼ば

営者も出てきている。

れる組合員宅まで配送し、各組合員宅にはメイトが

働く者の格差拡大はわが国社会全体の問題であ

持参する方式も行われたが、メイトの抱える個別事

り、 生協が内部化し、 生協だけで解決できる問題

情により安定した配送が行われにくく、広がりを欠い

ではない。 それだけに正しい１つだけの答えがある

た。

わけではないだろう。それぞれの生協が新しい働き

こうしたなか、 パルシステム生協の前身である首

方を模索せねばならない。

都圏コープ事業連合は、 個配の外部委託を開始し
た。 試行錯誤のなかで始めるためには専門の配送
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３．
「小規模生協は生き残れるのか～山間部と離

約22.5％を組合員としており、
「地理的な離島はあっ

島の事例から～」 青木美紗氏（奈良女子大学助

ても命に離島があってはならない」をスローガンに掲

教）

げている。
終戦から８年後、1953年に奄美群島は日本に返還

1990年代以降、 生協は経営改善を図るべく大規

されたが、 群島内に医療設備はほとんどなかった。

模化・事業連合化を進めたが、 一方で50年以上の

1954年、前身の診療所が開設され、1990年には地区

歴史を持つ小規模生協が山間部や離島で活動を継

別の組織が合併し、現在の奄美医療生協となった。

続している。
さ

そ

1977年には１つの診療所の経営が悪化、 班会を

り

佐曽利消費生活協同組合は、 兵庫県宝塚市とい

積極的に開催し組合員に現状を理解してもらいつつ

う市域内ではあるが、西谷地区上佐曽利という田園

出資金を集めるとともに、 適正な経理システムを導

地帯、人口減少地帯を区域としている。同区域全世

入して危機を乗り切った。1983年にも当時の医療組

帯が組合員で、組合員数72人、総事業高1146万円

織の１つが累積赤字１億円に至ったが、 病床を埋め

（2011年度）。1960年、住民組織であった農事実行
組合を「生活物資の村への供給」 を目的として生協
に改組し設立された。

るなどにより３年で経営を建て直した。
同区域では１人暮らしの高齢者が増加、 地縁社
会も薄れつつあり、新たなつながりの構築が必要で

同生協は現在、日用買い回り品を中心に週６日、

ある。このため、近隣の離島への定期的な往診、医

９～17時の営業、全品が日生協からの仕入れによる

療講演会を行いながらの地域内巡回などを進め、

コープ商品である。職員は１人（時間給）であるが、

離島だからこそ必要で可能な「退院後までのケア」

園芸組合（同地区はダリアの産地）の職員と協力し、
高齢者には無料配送サービスを行っている。
近年、車で５～10分のところにコンビニ、大型スー

「顔の見える医療」を実践している。
班会を積極的に開催しており、125班で年合計
1000回以上の班会が開かれ、 年々増加傾向にある。

パーができ、商品価格は生協よりも安い。大型生協

健康チェックなどに加え、趣味の班会も行われ非組

の個配を利用する組合員も出てきた。2011年、解散

合員の参加もある。区域内にコープかごしまの支部

か存続かを問う全組合員アンケ ートを実施。6割の

があるため、 子育て中の組合員を対象に医療生協

組合員が「生協の店がなくてもやっていける」とした

の職員が講演を行うなど連携を模索している。

が、４割の組合員が「いざというときのために必要」

60年史の作成では、若い職員が先輩たちにインタ

とした。車に乗れなくなったら、歩けなくなったら、

ビューするなど、歴史・思いを伝えていこうとしてい

という不安が背景にあるものと思われる。 この結果、

る。

生協の存続を総会で決定、
「村を盛り上げる場」 と
して再出発した。

こうした事例から小規模生協存続の要因は次のよ
うに整理できる。すなわち、①地理的な特殊性（支

2012年店内を改装、木製テーブルと椅子を置き、

援が入りにくく、生協の必要性が高い）
、②経営の安

同地区の芸術家たちの作品展示、 地元情報誌の設

定、③解散危機などは必ずあるが変化への対応と組

置、品ぞろえの見直しなどを進め、
「人が集まる活気

合員参加により存続、④次の世代に伝えていこうと

のある場」を目指している。

する積極的な姿勢、である。

単年度の収支は黒字・赤字を繰り返し、安定して

小規模生協の持続のためには、目的を明確にし、

いるとはいえないが、過去の土地売却代金が組合員

地域や組合員に根差した事業・活動を行うことが重

資本となっており、経営を支えている。

要と思われる。

奄美医療生活協同組合は、 鹿児島県奄美市およ

（文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

び大島郡全域を区域とし、 同区域全人口12万人の
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「現場の業務に役立つ」
と好評です！
！
『人事制度関係セミナー』のご案内！
！
ＪＣ総研 経営相談部

人事コンサルチーム

ＪＣ総研では、ＪＡ全中と共催で、毎年、人事制度
関係のセミナーを定期的に実施し、多くのＪＡ・ＪＡグ
ループ関係者から参加をいただいています。
2014 年度も、現場で役に立つ基礎知識、実務習得
を含め、情報満載のセミナーを、下記のとおり開催し
ております。
人材育成、人事制度の運用を考えている方は、この
セミナーを計画的に受講し、日常の業務に活用してみ
ませんか！
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【人事管理】「現場の業務に役立つ」と好評です！
！『人事制度関係セミナー 』のご案内！
！
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【セミナー参加に当たっての留意事項】

（２）ＪＣ総研の会員になりますと、セミナー受講料が

（１）各セミナーのご案内は、各ＪＡ、連合会宛に文書

割り引きとなりますので、未加入の場合は、ぜひ

発送しておりますが、併せてＪＣ総研のホームペー

ご検討ください。ご加入いただける場合は、会員

ジでもご覧になれます。参加申し込みはホームペー

申し込み後に、セミナー申し込みをしていただきま

ジ（http://www.jc-so-ken.or.jp ）からのみとなり

すようお願いします。

ます。

●●●●●

人 事 管 理

なお、広域ＪＡ人事・労務対策研究会の会員と
は異なりますので、ご留意願います。
【人事管理】「現場の業務に役立つ」と好評です！
！『人事制度関係セミナー 』のご案内！
！
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休日振替と代休について
ＪＣ総研 経営相談部

「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
案」が先の通常国会で可決成立し、2016 年 1 月 1 日

労働法務チーム

話は変わり、休日振替と代休について簡単にご説明
します。

から施行されることになりました。この法律案は、国
民の祝日として新たに「山の日」
（８月 11 日）を加える
１.

ことを定めています。
改正祝日法第２条では、
「山の日」は、
「山に親しむ
機会を得て、山の恩恵に感謝する」としています。
また、祝日法では、

休日振替と代休

「休日の振替」は、就業規則などで休日として特定し
て定められ、
「 労働義務のない日」とされる日をあらか
じめ他の労働義務のある通常労働日と交換して「休日」
を「 労働義務のある労働日」とし、他の「 労働義務の

第３条 「国民の祝日」は、休日とする。

ある労働日」を「休日」として労働義務のない日とする

２ 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、そ

措置をいう、とされています。

３

の日後においてその日に最も近い「国民の祝

また、休日振替手続きの要件として、

日」でない日を休日とする。

①就業規則などで休日の振替措置をとる旨を定め

その前日及び翌日が「国民の祝日」である

る。

日（「国民の祝日」でない日に限る。）は、

②あらかじめ振り替えるべき日を特定する。

休日とする。

③振替日は被振替日を含む週から４週間以内の日と
する。

とされており、来年 2015 年９月には、敬老の日（ ９月の

例：所定休日の土曜日に出勤する必要があり、あら

第３月曜日〈９月 21 日〉）、秋分の日（９月 23 日〈水〉
）

かじめ、その次の火曜日に休日を振り替えることに

の間の９月 22 日（火）が休日になり、週休２日で、９月

する場合（表１）

19 日（土）、20 日（日）が休日と定めている職場の場合、
５連休になります。

この場合、土曜日の出勤は、休日割増賃金の支払い

各ＪＡなどの就業規則では、ＪＡ独自に決めた休日

はないことになります。

の他、
「『国民の祝日に関する法律』による祝日および

また、③については、次の週の火曜日に休日を振り

休日をＪＡの休日とする」旨を定めているところが多い

替えており、③は４週間を通じ４日以上の休日を与える

と考えます。

という意味であることから、条件を満たしているといえ
ます。
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一方、出勤した土曜日を含む週の労働時間が 40 時
間を超える場合、例えば毎日８時間勤務を行い、土曜
日までの６日間で 48 時間の勤務を行うとすると、土曜

労 ◆
働 ◆
法 ◆
務 ▶▶▶▶▶▶
◆

意相殺として、その規定どおり 0.35 の支払いで足りる」
（石嵜信憲編著『労働時間規制の法律実務』中央経済
社、2010 年）とされています。

日の勤務については８時間の時間外割増賃金が発生し
ます。
この割増賃金を回避するために、休日と振替日が同

３.

まとめ

じ週とする方法が採られることがあり、就業規則にお
いて「週」の起算日を土曜日としているＪＡなどがあり
ます。

実際には、
「振替休日」
「代休」を職員にしっかり取
得させることが大切です。忙しいがゆえに休日出勤に
なってしまいますが、後日取得すべき「振替休日」
「代
休」を取得できず、いつの間にかうやむやになるような

２.

代休

状況にならないよう、職員の勤務管理が大切です。

「代休」は、当初の予定の「休日」に休日労働をさせ、
その後、別の労働日を「休日」として休ませること、と
されています（表２）。
休日労働については、36 協定の締結と届け出、休
日労働の命令権の根拠となる就業規則が必要とされ、
また、休日労働については、３割５分の割増賃金が必
要になります。
そのため、1.35 の賃金支払い義務がありますが、
「就
業規則に、法定休日労働について代休を付与した場合
は、0.35 の割増分だけ支払うとの規定があれば、合

【労働法務】休日振替と代休について
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ファーマーズマーケットの魅力
について ～ＦＭ戦略研究会「運営改
善アンケート」調査結果から～
ＪＣ総研 経営相談部

ファーマーズマーケットチーム

ＦＭ戦略研究会には、現在 43 会員（43ＪＡ）が加

画されています。消費者参加型のイベントでは、農業

入していますが、店舗の新たな戦略を構築することを

体験や収穫体験を取り入れている店舗が最も多く、次

目的に、
「運営改善アンケート」を毎年実施しています。

いで、加工体験、フリーマーケットと続きます。食育

今回は、集客対策に関する調査結果のなかで、特
に注目すべき結果とポイントを紹介します。

や農業後継者対策を意識した取り組みも増えています。
生産者参加型のイベントでは、農作業現場の見学会や
店頭での農作業の実演会、野菜のオークションなどが

《ＰＯＰ》

あります。季節の野菜・果物の単なる大売り出しだけ

ＦＭ戦略研究会が毎年秋に実施する利用者アンケー
ト調査で、直売所の「農産物の調理・保存方法の説明」

ではなく、楽しいイベントが全国各地で１年中催されて
います。

「農産物の特徴の説明」を評価する声が多くあります。
店内に並ぶＰＯＰは、食育ソムリエを中心に従業員が
作成している場合と、生産者自らが作成し店舗に持っ

“ＪＡ直売所店長の皆さま、ＦＭ戦略研究会で、新
たな取り組みや戦略を一緒に考えてみませんか？”

てきて並べる場合とがあります。特に、生産者が作成
するＰＯＰは、手作りＰＯＰや農家直伝のレシピのよう
に、
“生産者の思い”にあふれており、最もインパクト
がある情報といえます。
《店内での試食》
店内での試食の実施方法には、簡単に無人の試食
台を設置している場合と、センターキッチン（ 試食コー
ナー）を常設し、食育ソムリエや従業員が商品の紹介
をし、食べ方や調理方法について説明する本格型があ
ります。2012 年度の運営改善アンケート調査では、従
業員が提供する試食を
「常時実施」
している割合が６％
だったのに対して、2013 年度の調査では 15％と倍以上
に跳ね上がっています。センターキッチンのある店舗で
は、試食の効果が売り上げに確実に結び付いていると
聞きます。
《イベント》
ファーマーズマーケットの目的は、地産地消です。
地場の特産品を売り込むためのさまざまなイベントが企
54
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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

基調講演Ⅰ「村による村のためのエネルギー」

めることを決 定
しました。 日本

「フリードリヒ・ヴィルヘルム・ライファイゼンエネル

の事故が、ドイ

ギー協同組合〜農村におけるドイツのエネルギーシ

ツのエネルギ ー

ステム転換の推進力〜」

システムに影 響

ミヒャエル・ディーステル氏（アグロクラフト社 専務

を与えたのです。

理事）

【報告】
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報告

●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

組合の理念をもう一度呼び起こし、 再生可能エネル

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
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注）１ユーロは約140円（2014年6月4日時点）

【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

ギーという新たな視点で捉え直したのです。 協同組合

ぶ理由として重要なのは、１人１票など民主的な構造

の理念は世界中にあり、理想的な経済的な組織づくり

です。 会員の協力がとても重要なので、民主的な意思

につながるものと私は確信しています。

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、
突出した答えの１つは「積極的にエネルギ ー転換に参

基調講演Ⅱ 「ドイツにおけるエネルギー転換」

加したい」
、もう１つは「地域に投資し、地域の価値創
造を推進したい」というものです。 協同組合の設立時

「〜再生可能エネルギー協同組合の役割〜」

の会員数は平均40人くらいですが、１年で５倍にもなり

アンドレアス・ヴィーク氏（ＤＧＲＶ＝ドイツ協同組

ます。 地域で一緒に何かをやろうという人々の意志が

合・ライファイゼン協会 ディレクター／エネルギー

強いことを示しています。

協同組合事務局長）
●ビジネスモデルと、協同組合で取り組むメリット
●エネルギー協同組合は個人参加が圧倒的

エネルギ ー協同組合のビジネスモデルは大きく分け

ＤＧＲＶは協同組合の全国組織で、 最高監査機構

て、太陽光発電、風力エネルギー発電、地域熱の３分

でもあり、 組合員の利益を代表してロビー活動、 コン

野です。フリードリヒ・ヴィルヘルム・ライファイゼンエ

サルティングなどいろいろな支援活動を行っています。

ネルギー協同組合が一番典型的なモデルで、太陽光発

ドイツには、 約8000ある協同組合の１割に当たる約

電で最も積極的な協同組合です。 地域の人々が集まり、

800のエネルギー協同組合があり、そのなかで20万人

資金を出し合って太陽光パネルに投資し、一緒にエネ

の人々が活動しています。

ルギーをつくり、出来た電気を売電するという仕組みで

エネルギー協同組合は５年くらい前から始まったばか

す。協同組合の約８割がこの形でスタートしました。

りですが、急増の要因として、再生可能エネルギー促

約150の協同組合がバイオガス設備を持ち、発電とと

進法によって、エネルギーを固定価格で20年間売却で

もに、 地域の世帯に熱供給しています。 このプロジェ

きるなど、 安定した枠組みができたことが背景にあり

クトは協同組合特有の民主的構造、つまり全員が平等

ます。 エネルギ ー協同組合の会員構成は90 ％以上が

で同じような形で参加する仕組みが重要な出発点です。

個人で、 多くの農業経営者が参加しています。 会員の

最後に、再生可能エネルギーにとっての協同組合の

３％ほどが銀行や企業、２％が地方自治体の代表など

メリットを７つ挙げます。 ①複数の参加者・関係者の

の参加です。

利益調整、 ②多くの市民の参加で幅広い合意形成、

会員の出資状況は最低出資単位が10ユーロで、平

③地域で価値の創出、④誰もが参加できるという社会

均 6 9 2 ユーロとなっています。エネルギー協同組合を

的な公正、⑤メンバー・地域のニーズへのきめ細かな

つくる場合、市民

対応、⑥組織としての安定性－－ドイツではエネルギー

に受け入れられる

協同組合で破綻したケースはありません。⑦持続的な

ことが 重 要 で、

法形態。協同組合は地域に根差して活動する企業の１

小規 模 出資を可

つであり、その仕組みを使ってさまざまなアイデアを拾

能にして広範な市

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

民が参加、 出資
できる環境をつく
ることが必要です。
さらに 協 同 組
合という形態を選

【報告】
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報告

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。
町内の金の流れを大学に分析してもらったところ、

焚きにしています。
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
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●市民協同出資による再エネ発電事業

【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

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。

●報告１

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。

大の課題だと思います。

エネルギー自治へのチャレンジとして、
「生活クラブ

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

【報告】
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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2022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。
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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

●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

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――」の
報告につきましては、
『ＪＣ総研レポート』2014年
夏号に掲載いたしましたが、同号では、本来掲載
すべき一部の講演内容が欠落していました。 これ
は同記事を担当した協同組合研究部の原稿作成上
の誤りであり、 関係者の方々に大変ご迷惑をお掛
けいたしました。心からお詫び申し上げます。
このため、 本号では、 欠落した部分を盛り込み、
改めて同記事の全文を掲載させていただきました。
ご了承ください。

【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総研レポート／2014年 秋／VOL.31
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私たちには、 毎日途切れることなく
小さな不具合や不都合なこと、 仕事上
の課題や負担などが降りかかってくるも

鈴木 丈織

私たちには、逆境に耐え、常に一歩
を踏み出す力があるからです！
あらゆる逆境に打ち勝つ力「逆境力」
を備えているのです！

のです。

られる過酷さです。そして乗り切らねばな
らないのです！

途中棄権や放棄はでき

ません。
結果、 予想を超えた実りを獲得できる

ときには、予想さえしたことのないア
クシデント、現状の活動を根底から覆

自ら最善の選択をなし実践し実効を求め

だから、それをさらに職場において、

のです。 それを基にまた、 得ただけの満

されてしまうような衝撃的な出来事にみ

仕事や日常の活動から磨き上げていく

足とともに次への豊かさに夢を馳 せて希

まわれることもあります。

ことが大切です。 その秘訣は、
「農の

望に満たされるのです！

せっかくの努力も継続を断念せざる

営み」から得られる知恵にあります。

を得なくなり、着手や打開策もひらめ

農に絶望はありません。 農は、 夢で

かず、心に絶望感のみが優先して蔓延

始まり、 苦悩と工夫を繰り返し、 必ず

してしまうのです。 不幸や不運を嘆き

喜びと希望で終わります。

たくなり、失望感や絶望感にも襲われ

営みにより培われる力なのです。
最終的には、すべてのマイナスを克服し
ます。 農に絶望はありません。 それが、

始まりは、 秋のたわわに実る収穫を

たりします。

まさに「逆境力（resilience）
」は、農の

「農の知恵」なのです。

夢見て、 現状のあらゆる環境や状態を
しかし、私たちは、
「今、この場、こ

チェックし、有り余る準備をしてその場

の状況 」 で堂々と誇りを抱いてよいこ

所に立ち、 一歩踏み出し種をまくので

とが１つあります。 それは、どのような

す。

「逆境力 」 を身に付けて実践的に活用を
試したいものです。

逆境といわれるなかにあっても、今のあ

しかし、環境は、好条件ばかりとは

なたは、それを乗り切り、克服して生き

限りません。 突発的に変化する天候悪

ている！

化での障害、激変する予測不能な生育

１つは、 予想不能であったり、 予想レ

不良などのアクシデントの連続です。

ベルをはるかに超えたアクシデントです。

打ちひしがれたとしても生きている！

その都度、 迅速に手を下さなくてはな

現在は、 社会も企業も複 雑に関わり

ストレスに苛まれているにしても、今、

りません。 何もせず見守るだけでは克

合って機能しています。 逆境の原因は、

服はできません。常に決断し、 工夫を

身近なものばかりではありません。 地球

し、少しでも良い結果を出そうとします。

の裏側の不況やとんでもない横槍によっ

という事実です。

生きている！
すべてを克服して、また克服しなが
ら、乗り切りながら生きているのです！
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農に触れるＪＡだからこそ、 全職員は、
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むしろ、自然との闘いです。しかも、

逆境には、２種類あります。

て牙城を揺さぶられることがあるのです。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（11）】農は、絶望しない！ 逆境力の知恵

グロ ー バル化によるとっさの対応や適

署があります。 その全体像を相関図に

④結果に対し常に陽転化して、よりよ

応が必須です。

して相互のつながりを理解しやすく整

い価値を創り出す

焦りと動揺にみまわれる逆境です。
２つ目は、 惰性により慢性化した、

理しておくことです。 相互利益や協力

「たのしい、うれしい、おいしい」そ

性、 未達の不利益も記入するのです！

して「今は、これで良かった！」とする

「発奮剤」になります。

ダラダラのマンネリ現象です。

ことです。どのような結果に対してもプ
ラスの価値を与えるのです。 結果に意

与えられた仕事を効率化、能率化の
意識もなくひたすらやっている単純繰
り返しのマンネリ化に陥ってしまいます。

②始業10分に今日の自分の仕事を中

味をもたせ希望を未来に結び付ける懸

心に全体の流れを確認する

け橋とします。
「好転剤」です。

マンネリ化を打ち破って改善への意

気が付くべき変化にさえ気が付けず、

識や最善策への意欲を創り出します。

⑤現状から達成ゴ ー ルに向かうため

与えなくてはならない影響さえ無頓着

自らも常に新鮮な感覚で仕事に取り組

に今すべき最善の着手を根拠を持っ

になってしまうのです！

みます。今日を盛り上げる「フレッシュ

て決断する

そのまま朽ち果ててしまいそうな、

剤」です。

蝕まれるがままの逆境です。

「今、 この場、 この状況 」 で、 自分
の個性や関わる方々の個性をそれぞれ

それらを克服する「逆境力」にも２種
の機能があります。

③課 題 達 成のための現 状の 推 進 力

に発揮させるには、 何から始めるべき

の変化を整理する
（＋）と抑圧力（−）

か？

現状を常に発展させるための戦術を
明確にさせてくれます。 優先順位を決

１つは、回復力

断させ、 変化への適応を確かなものに

被ったダメージからの素早い立ち直り

していきます。チームワークを現状に即

です。 どれほど深い傷を負ったとして

した方法で力を一方向に結集させる

も同じダメージに２度と倒されず打ち勝

模索しながらも最初の一手を決

めて開始するのです。 仕事や努力の停
滞や固定化を防ぐ「融解剤」です。
この５習慣は、 絶望を打ち消し「逆
境力」を培っていきます。

「起爆剤」です。

てる強度になる力です。 再生化が迅速
なのです。
２つ目は、 跳 返 力
どのようなマイナス現象も兆候
で察知すること。 ダメージを被っ
た瞬間に間髪を入れず予防策や
陽転化で跳ね返してしまう、 負に
強い気迫ある力です。 免疫力が
強力なのです。
「逆境力」を培う日常での５実践
を習慣化して備えておきましょう！
①課題別に仕事の関連性を図に整理
する
あなたに与えられた課題の一つひと
つには、 必ず目標の他に目的や関連部

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（11）】農は、絶望しない！ 逆境力の知恵
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企

画

総

ニーダーランダーＩＣＡ欧州地域事務局長を招聘
および役員の交代について
ＪＣ総研 企画総務部

１．ＩＣＡ欧州地域事務局長の招聘について

に組合員による所有と管理という、協同組合のま
さに根本的な原則を明確に攻撃するものである」

当研究所は、5 月 13 ～ 17 日の日程で、欧州の

「ＩＣＡの全面的な支援を約束する」という、ポー

協同組合における先進取り組み事例の調査研究

リン・グリーンＩＣＡ会長ならびにディルク・レー

で長年交流を行っている、国際協同組合同盟（Ｉ

ンホフＩＣＡ欧州地域会長の声明・書簡の発表に

ＣＡ）欧州地域の事務局長であるクラウス・ニー

つながりました。詳しくは、ＪＡ全中のホームペー

ダーランダー氏を招 聘しました。氏は、静岡県の

ジ（http://www.zenchu-ja.or.jp/wp-content/

ＪＡ静岡市にて総合ＪＡの取り組みの現地視察を

uploads/2014/06/up424.pdf ）をご覧ください。

しょう へい

行った他、ＪＡグループ全国機関の役員や当研究
所の役職員との意見交換、日本協同組合学会春
季研究大会で基調講演を行いました。
ＪＡグループ全国機関８団体の役員らとの意見
交換では、欧州金融危機後、協同組合の事業方
式は持続性が高いと評価されているとの話があり
ました。また、再生可能エネルギーで大きな役割
を果たす欧州の協同組合の動きとして、太陽光や
風力、バイオマスなど欧州には 4000 以上の組合
があり、既存の協同組合のなかでもバイオマス原
料や遊休地を提供し事業拡大する農協や、再生

２．役員の交代について

可能エネルギーを共同購入する生協もあることを
6 月 17 日に定時総会を開催し、２年ごとに再任

紹介していただきました。
また、来日中の 5 月 14 日に、規制改革会議の
農業ワーキング・グループから、
「中央会の廃止」

退任されたのは髙杉昇理事と米本雅春監事で、

や「全農の株式会社化」などＪＡグループの解体

変更は前監事の古関和則理事、前理事の日向志

につながる「農業改革に関する意見」が出され、

郎監事と和田寿昭監事、今回新たに就任されたの

自主・自立という協同組合の根幹に関わる不当な

は瀧幹男理事、内田仁司理事です。

政府の関与を目の当たりにすることとなりました。
帰国直後の 5 月 22 日に、
「これらの改革案は、特
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の方も含め全員改選されました。
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詳しくは、 当研究 所のホームページ（http://
www.jc-so-ken.or.jp/about/）をご覧ください。

【企画総務】ニーダーランダーＩＣＡ欧州地域事務局長を招聘および役員の交代について

務

編 集 後 記

稲刈りの季節がやってきた。今年の出来は？

ボジョレのように期待が膨らむ。そんな米好き編集子の周りで、

ここ３年の間に身近な人が２人農業に挑戦した。
１人は 20 年以上パートナーとして広告・出版業界で一緒に仕事をした写真家。母親介護のために故郷・九州に
Ｕターン、従兄弟に誘われて無農薬の米作りを始めた。その挑戦を見ていた近所の熟年農業者たちから「今年は
穫れても、来年は半減するぞ」と言われた。初年度は見事な豊作、しかも米粒が通常の1.3 倍もあろうかという大
物だった。２年目は予言どおり半減した。熟年農業者たちは草取りに翻弄される姿を見ていられず「△△という店
の○○という薬をこう使え」とアドバイスしてくれたが、意志を曲げなかった。米粒は通常の 0.8 倍ほどに小さく
なったが味わいは深くなった。今年も挑戦中という、収穫のおすそ分けが楽しみだ。
もう１人は、姪夫婦が後継者のいない叔父さんに請われて東北で始めた米作り。姪の連れ合いは以前から叔父
さんの農場を手伝っていたので、米作りへの造詣も深かった。旨いにぎりめしが食べたいからと「ササニシキ」に
こだわり、穫れた米を玄米で持ってきてくれた。早速精米、にぎりめしにしてほおばった。シルクのような滑らかな
あつ れき

食感に惹かれ、手はすぐに２つ目へと進んだ。しかし、２年目はなかった。農業へのこだわりが叔父さんとの軋轢
を生んだためだ。農業が嫌いになったわけではないので次の機会を探っているという。

新米の一つひとつに作り手の思いが込められている。その思いを想像しながら今年も新米をいただきたいと思う。
（編集スタッフ 加藤文英）
「女性力の活用」が声高に叫ばれている。しかし「活用」という言葉に、なんだか違和感を感じているのは私だ
けではないだろう。その２文字には、少子高齢化により不足しつつある労働力を、女性で穴埋めしようという意図
が見え隠れしており、本当の意味で女性の能力を生かしていこう、という意気込みが感じられないからだ。
私は全国各地の女性活動を取材させてもらう機会が多いのだが、そこでいつも感じることは、魅力的と思える
地域では、必ず女性たちが活躍している、ということである。女性たちが元気なところでは、地域全体に活気が
あって、女性活動が核となり新たな地域 興しが始まっている例がとても多い。取材をしていて、
「ここに住みたい
な」と私自身が感じることも多くある。地域づくりには、女性の力が不可欠なのだと思う。
アベノミクスでは、
「女性力の活用」に加えて、
「地方創生（ローカル・アベノミクス）
」が柱の１つに掲げられてい
る。それなのに、
「女性」と「地方」を結び付けた政策が打ち出される気配がない。これはとてももったいないこ
とだと私は思う。
そこで提案。
「ウーマン・ローカル・ＪＡノミクス」
（Women Local JAnomics）と銘打って、女性自らが、それぞ
れの地域から、ＪＡらしい地域づくりのアイデアを発信していくことはできないだろうか。ＪＡグループは今とても厳
しい状況に置かれている。しかし、だからこそ、ＪＡが地域で担っている総合力への理解を促すことが必要であ
り、その情報発信の１つのチャネルが「地域の女性たちに内在する力」から生まれるものなのではないだろうか。
女性力を「活用」するのではなく、地域の女性たち自身が真の女性力を「発揮」することが、今、求められてい
ると思う。
（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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移住者の地域起業による農山村再生

No.5

筒井 一伸・嵩 和雄・佐久間 康富 著 小田切 徳美 監修
田舎ぐらしや田園回帰など、活況を呈する都市から農山村への移住。本書は、農山村の立場か
ら、移住者“数”に惑わされない、農山村の新たな価値創造という“質”的な意義を、移住者による
「地域のなりわいづくり」の観点から探る。

「食」と「農」を結ぶ

No.6
心を育む食農教育

森 久美子 著
より安く、
より簡便に、
という価値観を優先した食生活は、輸入への極度の依存を呼び、安全・安
心を揺るがす危険をはらんでいる。地域に農業があることの大切さと、
「農」の営みに込められ
た「心」を感じとる力を育む食農教育へのアプローチを、年代別に具体例を織り交ぜながら提
案する。

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

ＥＵの直接支払い制度と日本への示唆

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著 星 勉 監修
本書の目的は、EUが導入した直接支払い制度の仕組みと変遷の過程から、我が国の水田農業
政策への示唆を得るとともに、我が国の水田農業の特質や農業構造から将来的な制度構築の
あり方について検討することである。

好 評 発 売 中 ！
！

企業の農業参入

No.1

No.3

地域と結ぶ様々なかたち

地域サポート人材による
農山村再生

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

No.2

再生可能エネルギー
農村における
生産・活用の可能性をさぐる

大学・大学生と
農山村再生

No.4

中塚 雅也・内平 隆之 著 小田切 徳美 監修

榊田 みどり・和泉 真理 著 鈴木 宣弘 監修
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