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秀則

2013 年の地方から３大都市圏への「転
出超過」が 9 万人となり、バブル崩壊後
の 1993 年から 95 年を除き、一貫して「転
出超過」が続いていることになります。
一方、元岩手県知事の増田寛也氏を座
長とする日本創成会議の報告は、26 年後
（2040 年）の日本の人口問題の姿を市区

インタビューしたところ、次のように説明
いただきました。

トを与えました。

に 3 万 110 人であった人口が 2010 年に
は 2 万 6501人に、10 年で 12％減少した。

し、2048 年には 1 億人を割り込むという

人口の減少は、地域の経済力の低下とな

推計のことは、よく知られているところで

り、市の財政力の低下、住民サービスの

すが、市区町村レベルで見てみますと、

低下となり、住みにくさをもたらす。空

事態の深刻さがより伝わり、また、地方

き家も増えている。
今のままでは、養父市の人口減少は止

とが分かります。
「消滅可能性都市」
とは、

められない。人口減少問題に対処するた

20 代と 30 代の女性が 2040 年に半減す

めには、地域の産業、特に農業が良くな

る市区町村と定義しており、その先さら

る必要がある。そして高齢者が働けるよ

に急激な人口減少が見込まれる市区町村

うにする必要がある。
耕作放棄地がどんどん増えている。か
つて 3000ha あった農地のうち、耕作面

「消滅可能性都市」の状況にある地域、

積は 1500ha しかない。荒廃農地を元に

すなわち急激な人口減少の局面に入って

戻すことは難しいが、農地は耕作されて

いる地域も存在しています。

農産物を生み出してこそ農地である。こ

こうしたなか、安倍晋三首相を議長と

の地域は、もともと経営規模が小さく、

する国家戦略特区諮問会議は、新潟市と

担い手が少なかった。また、集落営農も

兵庫県養父市を農業関係の国家戦略特

少なかった。

や

ぶ

区に選びました。

地元の農業者が農地を利用するのが本

このうち養父市は、
「中山間農業改革

来ではあるが、農地の荒廃スピードは速

特区」と名付け、 中山間地域を特区に

い。地域の外から農業者や企業を入れて

よって活性化しようとするもので、まさに

でもなんとかしたい。ＪＡにも期待して

深刻な状況に追い込まれている同じ悩み

いる」

を抱える全国の中山間地域の活性化の範
とする意図があります。
林芳正前農林水産大臣は、
「この特例

土屋 博

どういう考えを持っているのかについて、

市をめぐる環境は特に厳しい。2000 年

中山間地域では、現在でもすでにこの

ひろし

市の広瀬栄市長に、どういう事情があり、

という言葉を用い、社会に大きなインパク

のことです。

や

国家戦略特区の申請を行った側の養父

「全国の中山間地域のなかでも、養父

では、もっと早く深刻な人口減少となるこ

つ ち

る」と述べています。

町村レベルで推計し、
「消滅可能性都市」

将来の日本全体の人口が大きく減少

ＪＣ総研
代表理事理事長

していくということも、併せて期待してい

いくつかの企業から農業参入や農家レ
ストランなどの企画が持ち込まれている
ものの、養父市の国家戦略特区が十分

措置の活用によって、耕作放棄地の解

な成果を挙げることができるかどうかは、

消・再生が進む等々、この地域の農業振

現時点では未知数です。

興が図られますことを期待しております」

明確なのは、人口減少社会に向かうな

と述べ、さらに、
「農地中間管理機構を

かで、中山間地域の環境の厳しさが増す

はじめとした取り組みとこの特区による取

ことへの対策が養父市に限らず必要だと

り組みと合わせ技で、農業全体を活性化

いうことです。
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巻 頭 論 説 ①

人口減少対策を考える

││ 真の
﹁田園回帰 ﹂時代を実現するた
めにできること

2014年は、 わが国の将来を覆う社会的課題として
人口問題がクローズアップされた年だった。
本稿では、まずその火付け役となった増田寛也元総
務相らの手による一連の論文を「増田レポート」と総称
し、それが地域政策に与える影響を含めて内容を検証
したい。
一方、小田切徳美明治大学教授らは、
「増田レポー
ト」が「農村たたみ論」を誘導しているとして、その対
抗軸として、
「田園回帰」
（都市部から農村への若年層
を中心とした人口移動）の実態と可能性を主張する。
本稿の後半では、
「田園回帰」の実態の検証を通じて、
人口減少対策として今なすべきことを導き出してみたい。

１．
「増田レポート」をどう読むか
（１）
「増田レポート」の時代的背景
① 周到な計画性
ことの発端は、
『中央公論』2013 年 12 月号に掲載
された増田寛也元総務相らの手による論文注１）にあ
る。増田氏らは、2010 年からの 30 年間で人口の「再
生産力」を左右する「20 〜 39 歳の女性人口」が 5 割
以上減少する市区町村が 896（全体の 49.8％）に上る
との推計結果を示し、
「こうした地域は消滅可能性が
高い」と指摘した。
2014 年５月８日には、増田氏を座長とする日本創
成会議・人口減少問題検討分科会が記者会見を行い、
「消滅可能性が高い」とする市区町村のリストを掲げ

さ か も と

坂本 誠

て早急な人口減少対策の必要を指摘した。記者会見
の内容はマスメディアに大きく取り上げられ、以来「人
口減少社会問題」は日本の抱える最重要課題の１つ
として位置付けられた。９月には、政府の人口減少

まこと

対策の司令塔として内閣に「まち・ひと・しごと創
生本部」が設置され、11 月には「まち・ひと・しごと

全国町村会
総務部調査室長

創生法」が成立した。
元大臣経験者が関与しているとはいえ、民間の一

注１）増田寛也＋人口減少問題研究会「2040年、地方消滅。『極点
社会』が到来する」
『中央公論』
（2013年12月号）中央公論新社、
18〜31ページ
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研究会の発表がここまでの短期間に政府機関の設置

不安や閉塞感、焦燥感に訴えかけることに成功し、

や法律の制定にまで影響を及ぼすのは異例のことで

広く社会的影響を及ぼすに至ったといえるだろう。

あり、
その背後に霞が関や経済界をも巻き込んだ「周
到な計画」が潜んでいるとの指摘もうなずけなくは
注２）

ない

。

（２）
「増田レポート」の問題点
だが、
「増田レポート」の分析内容ならびに人口減少

②「増田レポート」への反響を生んだ時代的背景
とはいえ、いくら作り込まれた筋書きがあったと

問題への対応策として示す方向性には問題点も少なく
ない。

しても、社会にこの筋書きを受け入れる素地がなけ

① 推計結果が地域に及ぼす影響に対する配慮の不足

れば、
「増田レポート」がここまで反響を呼ぶことは

第１に、推計結果が地域に及ぼす影響についての配
慮に欠けている点が指摘される。

なかっただろう。
人口問題は決して新しい社会問題ではない。しか

日本全体の将来人口については高い精度の推計が

しこれまで農村の人口問題は、つとめて当該地域に

可能だが、市区町村ごとの将来人口の推計は、母数

おける「高齢化」の文脈で議論されてきた。1990 年

が小さい上に、社会増減（地域間の移動）に関する推

注３）

、2000 年代半ば以降

計技術が開発途上であるため、精度は低い。
「増田レ

「限界集落」という用語も、集落

ポート」は国立社会保障・人口問題研究所（以下、社

人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合を指標としてい

人研）の推計方法を若干修正して独自の推計結果を示

た。加えて、これまでは人口問題とはあくまで農村

しているが、根幹部分は社人研の推計方法と同じであ

におけるものであり、都市部にとっては「過密」の

り、精度の向上が図られたとは言い難い。

代初頭に大野晃氏が提唱し
急速に流布した

注４）

文脈で議論されることはあっても、どちらかといえ

「増田レポート」の問題は、そのような精度の低い推

ば「対岸の火事」だった。ましてや国そのものの持

計を基に、センセーショナルに「消滅可能性が高い」

続可能性に影響を与えるという認識はさほど強くは

と称して該当する市区町村のリストを示したことであ

なかった。

る。世論を喚起する意味で敢えてこうした方法を採っ

しかし、農村における高齢人口の増加はピークを

たのだろうが、リストが独り歩きしているのが現状であ

過ぎようとしており、むしろこれから高齢人口が急

る。これを危機バネとして将来に向けた対応策につな

注５）

増するのは、都市部においてである

。

さらに、
都市部と農村とでは「高齢者」
の態様がまっ

げる市区町村もあるだろうが、逆に地域の将来を切り
拓く意欲を失ってしまい、かえって疲弊を早めてしまう

たく違う。専兼問わず農家の多い農村では 65 歳に

市区町村もあるのではないか。

達したからといってすぐに生産現場から退くわけで

②「平成の合併」前の旧市町村単位の実態を見落とす

はなく、むしろ兼業先を退職して時間的な余裕がで

第２に、平成合併後の市町村単位で推計しているた

きた高齢者こそが地域の担い手として期待される。

め、旧市町村単位の実態を見落としている。

かたや、
都市部の高齢者は退職した途端に多くが「被
扶養人口」となる。これから高齢化する団塊の世代
が扶養される側に回れば、とてもその地域の福祉は
もたない。

注２）小田切徳美「『農村たたみ』に抗する田園回帰」
『世界』
（2014
年９月号）岩波書店、189ページ
注３）大野晃「山村の高齢化と限界集落」
『経済』
（1991年７月号）

以上のように、人口問題が農村に限らず都市部も
含めて国全体の行く末を左右するテーマとして問わ
れつつあるなか、
「増田レポート」は「消滅可能性都
市リスト」として「起こりうる未来」を掲示し、人々
が地域やこの国の将来に対してうすうす感じていた

新日本出版社、56ページ
注４）坂本誠「鳥取県における中山間地域集落問題と対応策の検討」
『TORCレポート』No.30（2008年3月）とっとり政策総合研究
センター、92〜115ページ
注５）坂本誠「人口問題と『過疎・高齢化』」
『農業協同組合経営実務』
（ 67＜2＞、2012年2月号）全国共同出版、16〜25ページ
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て著しいことを問題視し、対応策として
「地方から大都市への流出を食い止め、
大都市に出た若者を地方に『 呼びこむ・
呼び戻す』
」必要を指摘する。そしてそ
の手段として、
「選択と集中」の考え方の
下に「
『若者に魅力のある地域拠点都市』
を中核とした『新たな集積構造 』を構築
することを目指して、投資と施策を集中す
る」ことを主張する。
「増田レポート」と平 仄 を合わせるか
のように、
「集約」の論理をベースにした
政策が次々と示されている。
総務省は地方中枢拠点都市制度を打
ち出した。人口 20 万人以上の中核性を
持つ都市を「地方中枢拠点都市」として
指定し、圏域全体の経済成長を牽引し、
高次の都市機能を担わせるために財政措
表１として 2000 年から 10 年にかけての「20 〜 39

置を講ずるものである。国土交通省も、2014 年７月に

歳女性人口」減少率上位 20 市町村を示した。
「増田

まとめた「国土のグランドデザイン 2050」
（国土形成計

レポート」が平成合併後の市町村単位で集計している

画）において、複数の地方都市などがネットワークを活

のに対し、平成合併前の市町村単位で集計している。

用して一定規模の人口（おおむね 30 万人）を確保し、

また、
「増田レポート」は 2040 年の推計人口を基に検

高次の都市機能を担っていく「高次地方都市連合」構

討を行っているが、本表は実績値である。

想を打ち出している。

表によれば、上位 20 町村はいずれも「平成の合併」

２つの政策に共通しているのは、都市への「集約」

を行った「旧町村部」である。合併によって新たな自

を通じて周辺地域を支えるという論理である。すなわ

治体の一部となった「旧町村部」において、わずか 10

ち、両者とも機能を都市という「点」に集約した上で、

年間で「20 〜 39 歳女性人口」が６割以上減少すると

「点」から派生する「線」
（ネットワーク）を介して「面」

いう深刻な人口減少問題に見舞われている様子が分か
る。

を支える国土構造を想定している。
同様の論理は、農山村における集落対策にも適用

平成合併後の市町村単位で人口減少を分析して対策

されつつある。総務省の過疎問題懇談会は、基幹集

を講ずるのは、
「旧町村部」における問題の実態を見落

落への機能集約と周辺集落とのネットワーク強化による

とし、対策を誤る可能性がある。ましてや人口減少対

「集落ネットワーク圏」構想を示している注６）。国交省も、

策として市町村の再編が促されるようなことがあれば、

「小さな拠点」づくりと称して、同様の構想を上述の「国

新たな「旧町村部」を発生させ、かえって地域の疲弊
を加速させかねない。
③「集約」の論理とその広がり

土のグランドデザイン 2050」に書き込んでいる。
国土政策の系譜を振り返れば「集約」の論理は目新
しいものではなく、三全総の期間を除いて常にスタン

第３に、
「増田レポート」が人口減少への対応策とし
て示している「集約」の論理である。
「増田レポート」は、人口減少が特に地方圏におい

4

注６）総務省過疎問題懇談会「過疎地域等における今後の集落対策
のあり方に関する中間とりまとめ」、2014年7月22日公表
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ダードであり続けたともいえるし、農村政策においても

に登場したのは 1970 年ごろとされる注８）が、登場時

「基幹集落」の考え方自体はこれまでにも存在した。し

から 90 年代にかけて、農村政策は公共事業による産

かし、農村政策のなかにここまで明確に位置付けられ

業基盤整備と雇用創出に依存してきた。特に 90 年代

たことはこれまでになかったことではないか。

は、景気対策や UR 対策として多額の公共事業費が

さらに気に掛かるのは、農村地域における政策にも

農村部に注ぎ込まれた。しかし、財政問題が顕在化

かかわらず、主導しているのは国交省や総務省であり、

し、その対応として行財政改革が進められた 90 年代

農林水産省の影が薄いことである。農水省も「基幹集

末以降、公共事業費は一気に絞り込まれた。図１から

落」を設定して集落のネットワーク化を図る方針を打ち

は、こうした財政出動の変化が農外所得・農家所得に

出し、来年度予算の概算要求に「農村集落活性化支

ダイレクトに影響を与えている事実が確認できると同時

援事業」として盛り込んでいるが、国交省や総務省の

に、財政出動による雇用創出に傾斜してきた農村政策

後追いの感が拭えない。

の限界を見て取ることができる。
こうした従来の財政依存型の農村政策を代替補完す

（３）農村政策研究に投げ掛けられた２つの課題
①「集約」の論理の農村政策への適用をどう評価するか
この状況は、農村政策研究にも２つの課題を投げ掛
けている。

るものとして「内発型むらづくり運動」の農村政策への
適用が試みられてはいるものの、雇用面・所得面で代
替補完するには至っていない。
しかも、
「内発型」の「運動」であるが故に、地域の

第１に、
「集約」の論理を農村政策に適用することに
対する評価である。

置かれた状況や課題などに応じてその発展形態も多種
多様であり、ただでさえ少ない「成功事例」から汎用

「集約」の論理の国土政策への適用（地域拠点都市

的な理論や方法論を導き出すのは至難である。
「成功

を中核とした新たな集積構造の構築）に対しては、
「農

事例」とされる限られた事例を政策担当者や研究者が

村たたみ」につながりかねないとして農村政策研究

収集してはいるが、その多くが事例報告の域を抜け出

者

注７）

からも批判の声が上がっているが、
「集落ネット

ワーク圏」
「小さな拠点」など農村政策への適用につ
いてはどう評価すればよいだろうか。
ネットワークを介して周辺地域を支えることが前提に

しているとは言い難い。
結果的に農村政策の体系はいまだ確立されず、政策
評価の方法や基準も定まらないまま、毎年のように事
業を組み替えながら試行錯誤を続けているのが実状で

なっているから問題ない、もしくは機能的な集約であ

あり、それを尻目に打ち出されたのが「小さな拠点」

れば問題ないという考え方もあるだろう。しかし、
「小

や「集落ネットワーク圏」構想ともいえる。

さな拠点」づくりを打ち出した「国土のグランドデザ

このように行き詰まり感を見せている農村政策は、

イン 2050」には、
「まず、
『サービス機能の集約化・高

その必要性も含めて論じる時期に差し掛かっていると

度化』を進め、交通ネットワーク及び情報ネットワーク

いえる。同時に、これは農村政策研究の存在意義が

で住民と結ぶ」とともに、
「その後、一定の時間軸の中

問われる事態であることを研究者は自覚すべきだろう。

で、誘導策等により『居住地の集約化』を進める」と
の記述がある。
「集約」の論理の導入が農村地域にど

２．
「人口減少社会」に立ち向かうためのヒント

のような影響を与えるのか、注視が必要である。
②農村政策研究の必要性が問われている

では、 われわれは何を目指せばよいのだろうか。 残

第２に、農村政策研究の必要性が問われている事
態であるとの認識が必要である。
農村における兼業化と混住化の進行により、農村
政策が農業政策と区別された政策分野として本格的

注７）小田切徳美、同注２、193〜196ページ
注８）吉田俊幸「農村政策試論 」『地域政策研究 』（第1巻第3号、
1999年3月）高崎経済大学地域政策学会、295〜298ページ
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された紙幅で、 人口減少社会における農村政策のあり

の全体像を示すデータがいまだ存在しないことを認め

方について検討してみたい。

た上で、傍証としていくつかのデータを示しているが、
そのいずれもデータの取り扱いに問題がある。

（１）
「田園回帰」論の検証−−その実態と可能性
①実証の乏しい「田園回帰」傾向

例えば、 周防大島などでは「若者の移住増により人
口社会増加を実現した」としているが、根拠として引用

まず、検討の入り口として、小田切徳美氏の主張する
「田園回帰」論について検証しておこう。

している『中国新聞』の記事は、社会増（年齢層区分の
ない一括集計） と若者の移住が目立っているという役

「増田レポート」における推計は、
小田切氏注９）は、

場担当者の達観評価を併記しているのみで、 若者の移

近年起こっている若者を中心とした都市部から農村への

住が実際に増えているかは明らかにされていない。現実

人口移動、 すなわち「田園回帰」傾向を過小評価して

には、 周防大島の若年層はいまだ社会減注11）であり、

いると指摘する。そして、
「増田レポート」が人口減少対

増加しているのは60代前半の定年退職組である。

策として指向する「集約」の論理に基づく農村からの撤
退戦略は、
「田園回帰」による農村再生の芽を摘みかね
ないと批判する。
しかし、
「田園回帰」を「傾向」として評価するには、
あまりにも実証が乏しい。小田切氏

6

注10）

も「田園回帰」

注９）小田切徳美、同注２、196〜198ページ
注10）小田切徳美、同注２、198ページ
注11） 住民基本台帳人口デ ー タを用いて直近5年間（2008〜
2013年）のコーホート増減率（表２注参照）を分析した結果によ
る
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また、 鳥取県への移住者が増えたとしているが、 根

ロックは流入を減らすかもしくは流出（マイナス）に転じ

拠としている鳥取県発表データは、 県の相談窓口を経

ている。皮肉にも、
「田園回帰」傾向はむしろ2000年代

由して県内に転入した人数と自治体の窓口担当者が転

に入って一気に萎んだと解釈せざるを得ない。

入受け付け時に「移住 」と判断した人数をカウントした
ものである。 実際には、 移住者の割合が高いとして列

要因として考えられるのは、同時期の地方における雇
用情勢の急激な悪化である。

挙された町村では、 若年層は社会減である。 ふるさと

公共投資の削減に伴う建設業の縮小撤退、 製造業

回帰支援センターの相談件数が増えたというのも、 相

の流出（賃金の安いアジア諸国への工場流出、 工場三

談窓口が東銀座駅前からよりアクセスのよい有楽町駅

法の廃止・緩和による工場の大都市圏回帰）に加えて、

前に移転したことや、 相談員や展示を置く自治体の数

ホワイトカラー層の受け皿であった市町村や協同組合が、

が増えたことを考慮していない。自治体による誘致活動

統廃合や行政改革・機構改革により採用を大幅に縮小

に対する認知度が高まったとの評価はできるかもしれな

した。こうして、2000年代に入って地方における雇用の

いが、 これらのデ ー タのみで若者が進んで農村に向

受け皿が急激に収縮し、 その結果、 若年層が大都市

かっていると評価するのは厳しい。

圏、とりわけ東京に留まらざるを得なかったと推察され

②「田園回帰」の実態

る。

「田園回帰」傾向の確認を続けたい。 まず国勢調査
を基に全国的な若年層の人口動態を確認してみよう。
若年層（20〜30代）のブロック間の人口動態の長期
注12）

こうした結果を踏まえれば、2000年代に採られた「改
革路線」は、地方における雇用創出の視点を欠いてい
たと言わざるを得ない。
「増田レポート」 の示す「消滅

を見れば、高度経済成長のただ

可能性都市リスト」は、2000年代に採られた「改革路

なかにある60年代は地方圏からの流出が著しいが、70

線 」という名の「選択と集中」 方針が今後30年継続し

年代以降は地方圏への還流が確認できる。10代から

た場合の「起こりうる未来」ともいえる。

推移を示した表２

20代にかけては雇用や高等教育機関の選択肢の少ない

一方、 個別の自治体単位で見ると、 一部に「田園回

地方圏から選択肢の豊富な都市圏への大規模な他出が

帰」傾向が確認されるのも確かである。市区町村ごと

発生するが、こうして他出した層も30代に差し掛かると

に若年層（ 2 013年３月末時点で3 0〜3 9歳 ）の直近

地方圏へのＵターンを検討する。表からは、70〜90年

５年間（2008〜2013年）のコーホート変化率を分析し

代にかけて地方圏は若年層のＵターンを一定程度吸収

た結果を図２に示した。 スペースの関係で西日本の一

できていたことが観察される。

部地域のみの図示になっていることをお許しいただきた

ところが、2000年代に入るとその流れは逆転する。
東京都が流入（プラス）に転じる一方、他のすべてのブ

い。
この図によれば、 山間部や離島でも若年層の流入が
見られる自治体がいくつかあり、
（西日本
においては）その多くが島根県・宮崎県
に集中している。 両県以外でも、 例えば
徳島県上勝町は、 周囲の自治体が10 ％

注12）ある年度の20歳代は、10年後は全員30
歳代になっているはずなので、10年間に人口の
移動（死亡・ 転出入 ）がなければ増減はゼ ロとな
る。 この世代の死亡率は10年間で１ ％未満であ
り、その幅を超える増減は転出入によるものと見
なすことができる
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以上減らしているなかで10.8％の伸びを記録している。
上勝町も含めて、後にあらためて紹介する自治体におけ

ミクロ的現象からマクロ問題の解決につながるヒント

る若年層の増加状況を別表に示した。

を抽出する手法はあり得るが、 個別の自治体単位で発

③「田園回帰」の政策への適用をめぐって

生しているミクロ的現象を、東京への一極集中というマ

以上の分析の結果、個別の自治体単位では「田園回

クロ的な問題の解決にそのまま当てはめようとするのは

帰」傾向は確認できたが、 全国的にはむしろ「田園回

いささか無理がある。それでもなおかつ「田園回帰」傾

帰」とは逆に東京への一極集中傾向が進みつつあるこ

向を全国的な動向として主張するのは、 東京への一極

とが明らかとなった。

集中というマクロ的問題から目を逸らし、根本的な解決

加えて指摘すれば、図３に示すように、島根・宮崎の

とは程遠い弥縫策を容認してしまうことにつながらない

両県は10代から20代にかけて進学・就職期の県外他出

か。

が顕著な県であり、 その反動として20代から30代にか

④「田園回帰」の可能性

けて比較的大きな流入が見られるものの、10代から20
代にかけての流出を埋め戻すには程遠い。
「田園回帰」
先発地域としてよく引き合いに出される注13）島根県の動
向は、こうした背景も含めて理解する必要がある。
以上を踏まえて、
「田園回帰 」の政策への適用をめ

8

ぐっては、次のような指摘ができよう。

では、
「田園回帰」は空想に基づく空論にすぎないの
注 13）2014 年 7 月 13 日に開催さ れ たＮＰＯ法人中山間地域
フォーラムのシンポジウム「はじまった田園回帰 ―『市町村消滅論』
を批判する―」でも、「田園回帰」の事例として、主として島根県の
事例が紹介された
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らのフィールドを「都市」
「農村」の二者択一で選ぶと考

か。
そんなことはない。いまだ実態は十分に伴っていない

えるのは禁物である。小田切氏の指摘するように注15）、

ものの、
「田園回帰」に対するニーズそのものはマクロ的

人々の「農村」を見る目がいまだ部分的にではあるにせ

現象として高まりつつある。

よ変化しつつあるのは確かだろう。であればこそ、むし

内閣府が2014年に実施した世論調査では、 農山漁

ろこれからの世代は「都市」
「農村」という二項対立か

村地域への定住願望を持つ都市住民の割合は、2005

ら自由な立場で自らのフィールドを選び取っていくことに

年に比べて、大幅に増えており（2005年：20.6％→2014

なるし、そうなるべきではないのか。

年：31.6％）
、特に、これまで他の世代に比べて農山漁村
地域への定住願望が少なかった30代（17.0％→32.7％）
、
40代（15.9％→35.0％）において顕著な伸びが確認され
注14）

る

。

（２） 今、 なすべきこと−−真の「田園回帰 」 時代を
目指して
今後、
「田園回帰」に対するニーズが増していく可能

その大きな要因はライフコースの多様化にあると考え

性が高いとすれば、
「田園回帰」を定着させていくため

られる。労働市場の変化（非正規雇用の増加、終身雇

の課題は、ニーズを実際の行動（=移住・定住）につな

、 家族形態の変化（未
用制度・年功序列賃金の弛緩 ）

げやすくするための環境づくりである。

婚化・少子化）が進み、就職して安定的な所得を確保

そのためには何をすればよいのか。先ほど、個別には

し、 結婚して家族を持ち……というこれまでの世代が

「田園回帰」傾向が確認できる自治体があると紹介した

前提としてきた標準的なライフコースが失われつつある。
その結果、多様な生き方を自らつくり出す必要が求めら

注14）内閣府の実施した2014年調査の正式名は「農山漁村に関

れる時代が到来しつつある。そのなかで、自らのライフ

する世論調査」（2014年６月実施）、2005年調査は「都市と農山

コースをつくり出すフィールドとして、
「農村」に属する地
域を志向する人々が今後増えていく可能性は高い。
ただし、これから「田園回帰」を志向する人々が、自

漁村の共生・対流に関する世論調査」
（2005年11〜12月実施）。
ここでいう「都市住民 」とは、 自身が都市的地域に居住していると
理解している人を指す
注15）小田切徳美、同注２、199ページ
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が、 それらの自治体が定住者の誘致のために行ってい

上策も講じるなどした結果、 現在では島外からも進学

る取り組みにヒントがある。本節では、図２にて30代の

者が集まるほどとなり、学校の存続どころか学級の増設

顕著な流入が確認できた４町村の取り組みを紹介しな

にもつながっているという。美郷町は、医療費助成や保

がら、
「田園回帰」の受け皿づくりのために必要な要素

育料の軽減、延長保育や学童保育の充実確保はもちろ

を整理してみたい。

ん、妊婦健診や不妊治療への助成、40歳以下の転入や

各自治体の取り組みの詳細を記すだけの紙幅はない
が、概括すれば、４町村の取り組みは大きく２つのテー

設けるなど、徹底的な子育て支援を講じている。また、

マに整理することができる。

海士町と同じく公営塾も開設している。

① 経済面の受け皿づくり

住宅の確保について、海士町では、町営住宅の新設

第１に、経済面での受け皿づくりとして、起業支援や

に加えて、空き家を定期借家権により町が借り受けて公

第３セクターを活用した産業振興・雇用創出策の展開で

費で改修した上でＩターン者に貸し出し、賃料で改修費

ある。

を補塡するという空き家リニューアル事業に取り組んで

島根県海士町と美郷町では、町行政が資金・資本の

いる。美郷町は40歳以下の子育て世帯を対象にした町

提供を含めた積極的な起業支援を行っている。海士町

営住宅の建設を進めている。入居者が間取りを選択で

では、水産加工の起業を志す若者に対して、国の補助を

きる上、25年間住み続ければ敷地ごと無償で譲り受け

受けながら町施設として加工施設を整備するなど、行政

ることができる制度となっており、 これまで９年間に33

としては大胆な支援を行っている。 美郷町では、 毎年

戸が建設され、154人の定住につながっている。

起業コンテストを実施し、入賞者には事業計画のブラッ

③各自治体の取り組みが意味するもの

シュアップのためのアドバイスや起業資金の助成（上限

第１に、
「田園回帰」の受け皿としての雇用の場づくり

1000万円 ）など起業に向けての支援を行っている。 そ

の主体や手法のあり方を考える上で、 若年層を中心に

の他、起業家育成のための研修制度も設けている。

定住者を確保しているこれらの町村において、 自治体

また、宮崎県諸塚村、上勝町、海士町では、第３セ
クターを積極的に活用して雇用創出を図っている。

行政が積極的に地域経営に関わりながら産業振興や雇
用の確保を図っている点は、示唆深い。

諸塚村では、林業・シイタケ・茶業・畜産など村内の

これまでは地域ごとに組織されたＪＡ・漁協・森林組

諸産業を複合的に担う第３セクターが若年層を中心に29

合など協同組合や商工会など経済団体が、地域内の農

人を雇用している。 上勝町では、 つまもの事業で有名

林漁家や事業者の育成、 農林漁家や各種事業者相互

な株式会社いろどりをはじめとして５つの第３セクター

の連携を通じた地域内の経済的循環の活性化、地域外

が設立されている他、海士町でも第３セクターが水産加

とのさまざまな取引や交渉のマネジメントやサポートなど、

工や製塩など地域資源を活用した新規事業に取り組ん

地域経営の母体を担ってきた。しかし、これら経済団

でおり、いずれも若年層、Ｕ・Ｉターン者の雇用の受け

体は、相次ぐ統廃合や合理化に伴って地域における存

皿になっている。

在感を薄めている。 ４町村ではそれに代わって自治体

② 生活面の受け皿づくり

行政が地域経営の母体を担いつつあるといえるだろう。

第２に生活環境面での受け皿づくりとしての子育て・

自治体行政が積極的に経営や投資を行うことについ

教育環境の整備ならびに住宅の確保である。 ここでは

ては、公益性と収益性のバランスの確保や、経営責任

特に海士町・美郷町における取り組みを紹介する。

の所在の明確化やチェック機能の確保など、 種々の問

子育て・教育環境の整備について、海士町は、町内

10

結婚・就職・出産などに対する実質的な給付金制度を

題を孕むことも事実だが、だからといって自治体行政に

にある県立高校の存続のため島を挙げて高校改革に取

よるこうした取り組みを排除することは現実的ではない。

り組んでいる。 地域との連携による地域学習への取り

むしろ問題点の解決に向けた検討と実践を進めるべき

組み、習熟度別少人数教育や公営塾の開設など学力向

だろう。また、ＪＡをはじめとした経済団体については、
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その役割がいま一度問い直されている局面であることを

アポケットを補うものといえる。産業振興や雇用政策の

自覚する必要がある。

みならず、そこに暮らし続けることのできる生活環境を

第２に、 生活環境の確保策としての子育て・教育政

整えるという、公的セクターが行うべきことを行うべくし

策や住宅政策は、 実はこれまでの国の政策においてエ

て行ったことが、定住者の確保につながったのではない

アポケットとなっていた分野である。

だろうか。

子育てについてはこれまでの家族福祉依存型からの
脱却が進みつつあるが、 教育に関してはいまだ費用負

④ 居住地にかかわらずイコールフッティングな社会の
実現を

担を含めて多くを家庭に委ねている。ＧＤＰに占める教

「田園回帰」論の問題点として最後にもう１つ指摘して

育機関への公的支出の割合はＯＥＣＤ諸国のなかで日

おかねばならないのは、 都市から地方への流動ばかり

本が最下位、 高等教育に係る支出に占める公的負担の

を善として強調している点である。大学進学率の都市・

注16）

地方間格差の拡大など、地方の若者が都市に出て行き

住宅政策も、これまで建設需要を喚起する経済政策

づらくなりつつある現状に照らして、ややバランスを欠い

としてしか捉えられず、福祉政策における位置付けは不

ているといわざるを得ない。若年層が都市に出て行くこ

十分であった。そのため、政府の住宅政策は中間層の

とは悪いことなのか。 都市に未来はないのか。 いや決

持ち家取得の促進に傾き、 賃貸住宅や中古住宅（空き

してそのようなことはないだろう。

割合もワーストクラスである

。

家）に関する政策はごく限定的なものにとどまってきた。

「田園回帰」時代を実現するために、遠いようで一番

こうした政策体系は、 終身雇用・年功序列の賃金シ

の近道は、居住地にかかわらずイコールフッティングな

ステムなどに支えられた進学・就職・結婚・住宅取得・

社会の実現を目指すことではないか。 すなわち、 都市

出産育児・
（子弟の）教育という標準的なライフコースを

部でも農山漁村でも、平野部でも山間部でも離島でも、

前提として成立していた。しかし、その前提が崩れつつ

生活スタイルは異なれども、その土地で暮らし続けるこ

ある。

とができるような、そして次の世代がその生まれた境遇

これまで家庭が高額の教育費用を賄い続けられたの
は、終身雇用制と年功序列の賃金システムが、子どもを

にかかわらず自らの可能性を切り拓けるような、憲法が
本来掲げる理念に沿った社会づくりである。

高等教育機関に通わせる中高年期に高賃金を保障して

既成概念を改める作業を伴うだけに、困難で長い道

きたからである。しかし、今やその前提は通用しない。

のりが予想される。 しかし、 それが実現したとき、 国

農村の家庭は、伸長する農外所得で教育費を支えて

土政策は二項対立を超えた新たな展望を切り拓き、

きたが、 前掲図１で確認できるように、 農外所得は近

人々は「都市─地方」
「都市─農村」の二項対立から自

年減少の一途をたどっている。 所得水準が相対的に低

由な立場で自らのフィールドを選び取るようになるだろ

い地方が、 高等教育機関への自宅通学が可能な都市

う。そしてそのとき、われわれは真の「田園回帰」時代

部に比べて、より多くの教育費を負担せざるを得ないと

を迎えることになるだろう。

いう社会的矛盾ともいえる背景も相まって、大学進学率
の都市・ 地方の格差は近年拡大の一途をたどってい
る注17）。
また、これまで持ち家取得が一般的であり得たのは、
終身雇用制と年功序列制のシステムによって長期にわた
るローン返済が可能だったからだった。 しかし、 労働
市場の流動化により、 持ち家を断念せざるを得ない
人々が増加している。
海士町・美郷町の取り組みは、こうした国の政策のエ

注16）ＯＥＣＤ「図表でみる教育(Education at a Glance）
2013年」
注17）
「大学進学率、地域差が拡大

東京急伸72％ 5県は40％未

満」
『朝日新聞』
（2014年10月15日朝刊）
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巻 頭 論 説 ②

空き家再生・継業・交流

︱︱ 農山村への移 住をめぐる住まい
となりわいの展望

１．農山村への移住の活発化は
起こっているのか？
「田園回帰」や「田舎暮らし」といった動きが活発化
してきている。このことは、農山村をはじめとする地方
圏への移住のサポートを行うＮＰＯ法人ふるさと回帰支
援センターへの問い合わせ件数の増加（図１）からもう
かがえるが、その状況を「移住者数」として統計的に把
握することは難しい。そこで次のようなデータを示してみ
たい（表１）
。これは 2010 年と 2013 年の住民基本台
帳から算出した数値注１）である。2010 年に比べて 2013
年の人口が増加した市町村は全国で 542 あり全体の約
30% であるが、そのうち過疎地域注２）は 20 市町村で全
体の約１% と極めて少ない。一方、転入者数に目を向け
ると 2010 年に比べて 2013 年の転入者数が増加して
いる市町村は全国で 573 市町村（約 33%）と人口増加
をした市町村と同程度の割合であるのに対して、過疎
地域では 192 市町村で約 11% に当たる。図２を見ると
分かるとおり、転入者数が増加している市町村は都市
圏ではなくむしろ地方圏で広がっており、過疎地域を
はじめとする農山村では人口増加は進んではいないが、
新しい住民の流入は少なからず進んでいることがこの
数字から読み取れる。

つ つ
い

く
や す と み

か ず の ぶ

ま

お

筒井 一伸

さ

か ず

佐久間 康富

かさみ

嵩 和雄

このような社会的な流れを受けて、都市から農山村
への移住が政策的トピックとしてスポットライトを浴びて
いる。2014 年９月に政府によって設置された
「まち・ひと
・
しごと創生本部」
（本部長・安倍晋三首相）の基本方
針では「魅力あふれる地方を創生し、地方への人の流
れをつくる」とうたわれるなど、政策的にも新たな段階
にあるといえよう。しかしながら一部で広がりつつある、
都市から農山村への移住に対して、 数 的な意味での

鳥取大学地域学部
地域政策学科
准教授

大阪市立大学
大学院工学研究科
講師

特定非営利活動法
人１００万人のふ
るさと回帰・循環
運動推進・支援セ
ンター副事務局長

人口増加のみを過度に期待をする昨今の傾向に、筆者
らは少なからず危惧している。人口増加は結果であっ
注１）2011年及び2012年は東日本大震災に起因する人口移動の
影響が大きいため、震災前の2010年と本稿執筆時点で最新のデー
タである2013年の2カ年の単純比較として算出した
注２）過疎地域自立促進特別措置法における「過疎地域市町村」と「過
疎地域とみなされる市町村」を過疎地域とした
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て、そのプロセスを顧みず人口統計のみに目を向け続け
る行政担当者と接すると、農山村再生に向けたこの小さ
くはない追い風を断ち切ってしまうのではないかと不安
にならざるを得ない。農山村への移住政策を軽率に人
口増加政策として位置づけることは、農山村への移住と
いうことの本質的な意義を見失う恐れがある。
筆者らは、
「まち・ひと・しごと創生本部」の発足と
（偶
然ではあるが）期を同じくして移住者による農山村での
なりわいづくりに着目した小著『移住者の地域起業によ
る農山村再生』注３）を 2014 年９月に世に送り出した。そ
こでの一貫した視点は移住やなりわいづくり
（地域起業）
に対する 質

的な意義である。本稿ではその視点を

確認しつつ、残された課題、特に住まいに関わる問題や、
移住やなりわいづくりの局面に関する論点について整理
をする。

２．移住者の住まいに関する課題
（１） 全国の空き家の概況と農山村での
課題
2014（平成26）年７月、住宅・土地統計
調査の速報が公表され、空き家率が13.5％
と過去最高になった。統計での「空き家」
は総住宅戸数のうち居住世帯があるもの、
一時的使用・建築中のものを除いたもので
ある。人口減少局面にもかかわらず、総住
宅数は増加し（５年間で5.3%増）
、新築数
約500万〜 600万戸（今回の速報で正確な
数字は判断できなかった）を超える820万
戸の空き家がある。 これら空き家のうち、
別荘などの二次的住宅、賃貸・売却用のも
のを除いた、 特に利用が定まっていない
「その他の住宅」の適正管理と利活用が課
題となっている（図３）
。
空き家の課題については国土交通省の講

注３）筒井一伸・嵩和雄・佐久間康富著、小田切徳
美監修『移住者の地域起業による農山村再生』
（ＪＣ
総研ブックレット No. ５）筑波書房、2014年

14

ＪＣ総研レポート／2014年 冬／VOL.32 【巻頭論説②】空き家再生・継業・交流 ――農山村への移住をめぐる住まいとなりわいの展望

演資料にまとまっている（図４）
。 空き家の対策は空き

者が住むのにふさわしいかを明らかにするため間取りを

家の状態・課題に応じたものが求められる。 各地でい

調査する。移住希望者の問い合わせがあった際には、

わゆる空き家管理条例の制定が増え、固定資産税減免

すぐに空き家の紹介はせず、 田舎暮らしの動機・将来

の特例措置の見直しなどの課題解決の検討が始まって

設計を聞き、田舎暮らしのルール、今後の手順を説明

いるが、 農山村においては、
「その他の住宅 」のうち

する。必要に応じて、短期滞在施設（移住検討者・興

「健全」なものを、移住者の住まいのために十分有効活

味のある人対象、１〜７日間）
、生活体験施設（移住希
望者・空き家改修の際の仮住まいなど、1カ月〜１年間）

用できないことが一番の課題である。
都市住民が移住を希望しても、町や村が建設・管理

を紹介する。 また、 移住者に対して地域の理解のため

している公営住宅はすでに入居者で満室であることが

に地域散策、 農業体験、 古民家改修体験、 田舎で起

多く、 地域で増えつつある空き家も、 物件自体は多い

業するためのビジネス講演会などを開催している。

が、所有者の事情で賃貸物件として流通することは多く

こうしたプロセスを経て、移住の決心がついた人のみ

ない。しかし、空き家所有者にも事情がある。所有者

に空き家を紹介している。 電話での物件照会はすべて

の日常的な生活拠点は都市部に移っても、盆暮れには

断っている。
「家と人を結ぶわけではなく、 地域と人を

墓参りに来る、庭先の草刈りに定期的に来る、家族の

結ぶのが目的」だから、
「まず来てもらって、 田舎暮ら

荷物がまだ片付けられずに置いてある、 などの事情が

しの実感」を持った人だけに空き家を紹介している。

ある。所有者にとっては農山村の住み慣れた思い出もあ

全国で多くの空き家バンクの事例が広がっているが、

る住まいであるため、他人に貸すことは簡単ではない。

すべての情報を公開し移住希望者と空き家所有者が直

一方で、 使っていない住居は傷んでいくため、 地域の

接やりとりをする形態ではなく、 紀美野町の事例のよう

ためになるならと移住希望者に対して賃貸してくれる空

に中間支援組織が介在することはポイントの１つであ

き家所有者もいないわけではない。

る。空き家所有者にとって空き家を貸すことは、どんな

移住希望者の希望と空き家所有者の事情の両者を理

移住希望者なのか、 空き家を適正に管理してくれるの

解した上で、 所有者に賃貸を依頼する中間支援の働き

か、地域に迷惑を掛けないかといった不安が付きまとう。

が重要になる。

直接やりとりをするとそのリスクをすべて空き家所有者
が負わざるを得ず、結果として空き家が賃貸物件にはな

（２）空き家の賃貸物件化に果たす中間支援の役割

らず、 物件情報が集まらなくなる。 しかし、 中間支援

和歌山県紀美野町では、自治体職員と地域のＮＰＯ

組織が介在することで、 地域に対するある程度の理解

「きみの定住を支援する会（以下、支援する会、2006年

を得た人が空き家の紹介を受けることになり、空き家所

設立・2010年法人化）
」が協働して移住希望者・移住者

有者にとっては中間支援組織とリスクを分け合って空き

の支援に取り組んでいる。 移住希望者と農山村住民の

家を貸すことができる。両者の事情を理解していること

注４）

両者の事情を理解する中間支援組織が活躍している

。

が重要になる。

支援する会では、定住支援活動、地域活性化事業、
宣伝、 交流会の開催、 短期滞在施設の管理、 空き家

（３）賃貸物件として流通しやすくするために

の調査・測量、地域説明会、定住後の相談といった移

また、空き家の賃貸物件化には所有者の家財・荷物

住者を支える一連の事業に取り組んでいる。 特に、 住

という課題もある。こうした空き家の課題の解決の糸口

まいの問題については以下のような取り組みがある。

を探るため、 後藤春彦らは、 空き家を借り上げ居住者

まず、地域の将来を考え、地域住民に対して移住者
への理解と空き家の利活用の必要性を説くため、 和歌
山大学の教員とともに地域の現状を説明して回る。そし
て、空き家の提供があった場合には、どんな移住希望

注４）
（特非）きみの定住を支援する会、
http://www3.plala.or.jp/kiminoteiju/index.html、2014年10
月20日閲覧
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が課題であるといえるが、所有者
にとっては長年住んできた生活拠
点でもあり、その対応は難しい。
むしろ、その意識を前提とした対
応が検討されるべきである。例え
ば、 ルームシェアのように空き家
の相互利用を前提とした対応が想
定される。家財の共有についても
住まいの相互利用を前提とするこ
とで、所有者は居住者に日常の管
理作業を依頼することができ、居
住者は農山村での低廉な生活拠
点が得られる。
不動産信託を活用して空き家再
生に取り組む（一社 ）大阪府不動
産コンサルティング協会副会長の
米 田 淳 氏は、こうした所有者の
家財を空き家の一室などにまとめ、
部分的に不動産物件として貸し出
しをする「パーシャル賃貸」とい
の住環境への意識変化、居住者と利用者の意識の相違

う考え方を提案している注７）。 所有者は家財をすべて片

に関する調査を行った注５）。

付ける、 処分する心理的負担が少なくなり、 賃貸物件

2006年９月、山梨県早川町Ｍ集落の空き家への居住

として流通しやすくなることが期待されている。 これは

希望者に、研究協力を依頼した。居住者には日誌の作成

山梨県早川町Ｍ集落での居住者と空き家所有者の意識

を依頼し、空き家の住環境や地域社会に関する事柄や

の相違から導き出されることとも同じ考え方だといえる。

意識を把握し、その後、所有者と居住者にインタビュー

農山村のいくつかの地域ではこうした事例も散見されつ

を行い日誌の内容を補足した注６）。
結果、居住者の住環境に関する課題としては、水道

注５）佐久間康富・ 遊佐敏彦・ 後藤春彦「居住実験による空き家所

管の破裂、カビ・虫・ゴキブリの発生、ボイラーの故障

有者と利用者の意識の相違に関する研究：空き家の管理・利活用に

といった住宅設備に関するトラブルが確認された。 居
住者と所有者の意識の相違については、所有者の空き
家利用、草刈りなどの空間管理に課題があることが分
かった。所有者にとってはこれまでは「自分の家」だっ
たため、草刈りなどの管理作業、集落行事への出席の

577 〜 578ページ
遊佐敏彦・ 佐久間康富・ 後藤春彦「居住実験による地域住民と空き
家利用者、 地域住民と空き家所有者の関係性に関する研究:空き家
の管理・利活用に関する研究 その3」
『日本建築学会学術講演梗概集
E-2』2008年、579 〜 580ページ
注６）早川町は1996年に日本上流文化圏研究所を設立（2005年

際に、しばしば所有者の訪問があった。所有者の家財

にＮＰＯ法人化）し、地域資源の再評価、住民活動への支援や担い

も多く残されており、 居住者には戸惑いがうかがえた

手の育成などに取り組んでいる。空き家の利活用に際しても、同研

（図５）
。
農山村における空き家の利活用を促進する前提に立
てば、空き家に対する所有者の「自分の家」という意識
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関する研究 その2」
『日本建築学会学術講演梗概集E-2』2008年、

究所が中心的に取り組んでいる
注７）大阪府不動産コンサルティング協会『不動産信託手法による
ニュータウン空き家再生事業に係る調査研究』（平成23年度

長期

優良住宅等推進環境整備事業＜空き家等活用推進事業＞）2012年
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つある。 その他、 賃貸に際して期間を限定したり、 設
備投資が不要な居住以外の用途で空き家を活用する事
例もある。 こうした空き家所有者の心理的負担を軽減
させることが、 空き家の賃貸物件化を促すための１つ
の方策といえるであろう。
（４）空き古民家の再生から農山村の再生へ
こうした中間支援の働き、 住まいの相互利用を前提
とすることで空き家の利活用の１つの糸口となることが
期待されるが、 空き家の利活用は空き家単体から集落
を中心とした農山村の再生へと可能性が開けている。
「集落丸山」は兵庫県篠山市における空き家を宿泊施
設として再生させた事例である。2008年当時、 丸山集

になり、結果として地域コミュニティーの再生につなが

落は、５世帯19人、12戸のうち７戸が空き家だった。住

ることが期待されている。

民と専門家による話し合いを半年で14回重ねた結果、

運営は、専門家集団・まちづくり会社の（一社）ノオト

「集落の暮らし」を体験する滞在施設を設けることとな

（当時・
〈株〉プロビスささやま）と集落の人たちが設立

り、2009年３棟の空き家を活用した宿泊施設が整備さ

したＮＰＯ法人集落丸山が中心となり設立されたＬＬＰ

注８）

。
れた （写真）

（有限責任事業組合 ）が担っている（図６）
。10年間の

時代を経て住民に改変された空き家を、 かつてあっ

事業期間を設け、 ＬＬＰが空き家など所有者から物件

たように改修する一方、 風呂・トイレ・キッチンなどの

を無償貸与してもらい、集落住民・市民などから寄付・

水回りは現代のライフスタイルに合わせて改修した。 そ

出資・役務を提供してもらう。事業で得られた配当を空

こでは裏山で捕れるイノシシやシカ、 地域で採れる野

き家など所有者、集落住民・市民などに還元するととも

菜などが提供される。しめ縄作りをはじめとする生活文

に、10年間の事業期間終了後、改修された空き家は空

化をテーマとしたワークショップにより「集落の暮らし」

き家など所有者に返還される（図７）
。空き家の改修に

が体験できる。空き家の再生だけでなく、地域の食、

は、国や県の補助金、所有者負担、銀行融資を活用し

地域の暮らしやなりわいが再生され、人が行き交うよう

ているが、 必要となった投資を、 地域の食、 なりわい
を活用した事業運営により、10年間で回収し、 事業期
間終了後は元の空き家所有者に返還される選択肢が用
意されている。 空き家の再生を手掛かりにした集落の
再生が意図されている。
以上のように、 空き家の利活用のために賃貸物件化
を進め、 空き家再生を中心とした移住者の受け入れ、
農山村の再生につながることが期待されている。

注８）
（一社）ノオト代表理事 金野幸雄「空き家活用と地域再生」、
h t t p : / / w w w .47n e w s . j p /47g j / l a t e s t n e w s /2013/04/
1436010.html、2014年10月20日閲覧
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３．移住促進における「交流」と「継業」の意義

を立てていくかというなりわいの局面の２つの軸を掛け
合わせて総合的に暮らしを捉える図式を提示してみたい

（１）住まいとなりわいの２つの軸−−暮らしの見方

18

（図８）
。

筆者らは2013年７月から2014年５月にかけて、 地域

まず、 住まいの位置を農山村に移すか否かによって

のなりわいづくりに取り組んでいる４人の移住者へのイ

「交流」と「移住」に整理することができる。約40年の

ンタビュー調査を行った（表２）
。この結果を基にして、

歴史を持つ都市農山村交流はさまざまな形態が行われ

都市住民が農山村に移住して生活を構築していくありよ

てきており注９）、特に農業体験や田舎生活体験、グリー

うを理解するために、住まいの位置と、どのように生計

ンツーリズムなどがそれにあたる。地域のなりわいづく
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りの局面の連続性については５つの局面に整理すること

農山村交流を積極的に行っている。 つまり都市地域と

ができる。
「体験 」と「研修」は、
「就業 」
、
「継業 」
、

の積極的な「交流 」は移住者の受け入れをスムーズに

「起業」する前の局面として生活となりわいを「体験」す

行っている農山村に共通して見られ、むしろ「交流」を

る場合と、なりわいの枠組みを「研修」にて学ぶ場合と

仕掛けない限り、移住者を含むヨソモノをどう受け入れ

に、その滞在の目的で整理できる。
「就業」
、
「継業」
、

るのか、その受け入れのノウハウは農山村の地域コミュ

「起業」は、移住後になりわいに携わり生活の基盤をつ
くるものであるが、なりわいの枠組みに対する移住者の
関わり方によって整理できる。
ここで注目をしたいのは「交流」と「体験」
、
「研修」

ニティーには蓄積されていかないのである。
ところで2009年に始まった総務省の地域おこし協力
隊に対しては、 ３年間の任期終了後に引き続きその地
域に住み続けてくれることに大きな期待が集まっている。

の関係である。
「交流」を経験したＢさんとＤさんはなり

これまでに隊員の約６割がその後も住み続けるという大

わいにおける「体験」は経験しているものの「研修」は

きな数字があるものの、 任期後に隊員が住み続けな

経験していない。 それに対して「交流 」を経験せずに

かった農山村にとっては無駄だったのであろうか。先の

移住をしたＡさんとＣさんはなりわいの「研修」の局面

筆者らの考えに従えば、 農山村側の受け入れノウハウ

を経験している。つまり農山村らしい生活（田舎暮らし）

の蓄積は確実に進んでいるのであり、そのノウハウを活

の志向が強い移住者にとっては地域での生活やなりわ

かして新たな移住者受け入れ活動に進むことが望まれ

いを体験する「交流 」が重要な局面である一方、 農林

る。 図司直也氏によると地域おこし協力隊をはじめ地

漁業などに就きたいというなりわいの志向が強い移住者

域サポート人材の本質は任期終了後も住み続けるという

にとっては移住後の「研修」が重要な局面といえる。も

点ではなく任期期間中の地域協力活動にあるとする注10）

ちろん、なりわいづくりにおいて「交流」の果たす役割

が、農山村側に立てばその受け入れ経験こそがノウハウ

が少ないわけではなく、 むしろメニ ュー化された「研

の蓄積プロセスであって、任期終了後に隊員が去った後

修」に比べて自由な発想でのなりわいづくりを進める入

も地域に残る財産なのである。
小田切徳美氏によると、 以前より「交 流 」が「定住

り口となる。

（移住 ）」への入り口であったがそのギ ャップが大き
（２）交流から移住へのススメ−−農山村側の受け入
れノウハウ蓄積に向けて

かったのも確かであり、地域おこし協力隊などの地域サ
ポート人材の取り組みがそのギャップを埋める階段をつ

ここで「交流」と「移住」の関係について考えてみた

くっているとする注11）。 農山村側の受け入れノウハウの

い。 農山村への移住希望者にとっての「交流 」は、 生

蓄積という観点でも、都市農山村交流から地域サポー

活拠点を構える「移住」の前に地域コミュニティーとの

ト人材、そして移住というプロセス（図９）を踏むことが

関係を築いて、スムーズに生活をスタートさせる上で意

重要であり、都市農山村交流と地域サポート人材のベス

味があり、そのことが移住後のなりわいづくりにも結び

トミックスから移住者受け入れの体制がつくり上げられ

付く。 しかしながらそれ以上に移住者を受け入れる農

るのである。

山村にとって「交流」は意味がある。農山村の多くは高
度経済成長期からの過疎問題を通じて人の流出を社会
現象として経験してきたが、 外部からの人材（ヨソモ
ノ）が入ってくる経験は意識的に「交流」を仕掛けるこ
とで初めて生まれる。 先に表２のＢさんやＤさんのよう
に自身が「交流」を経験している地域ばかりでなく、自
身が「交流」を経験していないＡさんやＣさんが住む福
島県二本松市東和地区や鳥取県大山町においても都市

注９）都市農山村交流の変遷については、 筒井一伸「地域自立の政
策」、小田切徳美編『農山村再生に挑む：理論から実践まで』岩波書
店、2013年、55〜79ページを参照
注10）図司直也著、小田切徳美監修『地域サポート人材による農山
村再生』
（ＪＣ総研ブックレットNo. ３）筑波書房、2014年
注11）注10に所収の小田切徳美「〈私の読み方〉若者と地域との関
係構築」55 〜 62ページ
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そこで農山村での継業を考えていく上で、 小商いを
キーワードにその継業の対象を考えてみよう。伊藤洋志
氏によると小商いとは、 なりわいをつくるために少しの
元手と体一つで始める個人の事業注14）とされ、またなり
わいとは特別な才能を必要とせず、 生活の糧を得なが
ら同時に自分の生活を充実し得る仕事注15）であるとする。
つまり生活と一体化した個人事業に近いものが小商いで
あり、農山村での衣食住のさまざまな要素に関わるもの
が継業の対象となる。 例えば集落の商店（食品・生活
雑貨店）や移動販売などもその対象になるであろうし、
地域活性化策の一環で作り上げてきた農産物直売所や
農産物加工場、農家レストランなども後継者不足にさい
（３）継業と小商い−−なりわいを引き継ぐ視点

なまれていることから考えると引き継ぐ対象になり得る。

次になりわいの局面のなかの「継業」に注目してみよ

もちろん農林水産業や炭焼きや木工芸などの伝統産業

う。 筆者らは前著『移住者の地域起業による農山村再

なども対象であるが、 重要なことはありのまま引き継ぐ

生』において、移住者によるなりわいづくりの一形態と

のではなく、移住者のヨソモノ視点を最大限活用して、

して継業を提起した。 継業とは農山村にすでにあるな

新しい価値を上乗せした小商いにつくり上げていく点に

りわいの経営基盤を引き継ぎつつ、 移住者のヨソモノ

ある。

視点で地域資源の再価値化と再活性化を目指すことで

伊藤洋志氏は小商いの工夫の特徴からグループ分け

ある。筆者らの考え方に類する議論は、中小企業にお

、
をしている注16）が、そのうち「ものづくりを進化させる」

ける後継問題にも見られ、
（株）帝国データバンクの調査

「遊び心が仕事を生む」
、
「既存のモノに価値を見出す」
、

注12）

によると国内企業の３分の２に当たる 65.4 ％が後

「地域のなかに役割を見つける」といった工夫は農山村

継者不在であり、後継者がいない企業のキャッシュを

における継業にもあてはまる観点であろう。地域の個性

生む力（売上高事業価値比率）は低いとされる。つまり

が注目されるなかで、少し発想を柔らかくして地域の資

後継者は単に世代交代という意味だけではなく、 現在

源を眺めてみると、 それぞれの地域に適した小商いの

進んでいる事業の価値にも影響するのである。 これら

可能性を見出すことができるのである。

の課題に対して、奥村聡氏は筆者らが提示した継業に
も近い「リノベーション起業」という概念を提示してい
る注13）。 主として後継者がいない企業を想定し、 その
企業が持つ資源（技術や知名度、 人材など）を引き受
け、整え、そして再活用することで新しい価値を作り直
すことを提唱している。このリノベーション起業の対象
となる会社は、 高度に組織化・制度化された大手企業
よりもむしろ地域に根付いている「小商い」が向いてい

実態調査（2014年７月29日公表）」、http://www.tdb.co.jp/
report/watching/press/p140706.html

2014年９月19日

閲覧
注13）奥村聡『今ある会社をリノベーションして起業する―小商い
実践 のすすめ』ビジパブ、2014年

るとされる。 小商いは仕事が属人的で、 仕事の中身が

注14）伊藤洋志監修・ 風来堂編『小商いのはじめかた―身の丈に

仕組み化されていないため、 普通は他人に引き継がせ

あった小さな商いを自分ではじめるための本』東京書籍、2014年、

たりしにくいが、リノベーション起業では、先代との人
的なつながりで事業を継承していく面があるので、柔軟
に引き継ぐことができるとする。
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注12）帝国デ ー タ バ ン ク「特別企画： 後継者問題に関する企業の

７ページ
注15）伊藤洋志『ナリワイをつくる―人生を盗まれない働き方』東
京書籍、2012年、28ページ
注16）注14の８ページ
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４．移住希望者とのよりよい関係に向けて

重要なことはさまざまなランキングの順位（数値）に一喜
一憂することなく、 移住者受け入れの 質 的な意義を
踏まえた地域づくり戦略を考えていくことである。 その

本稿では、 農山村への移住をめぐる住まいとなりわ

ためには、 住まいとなりわいの両面から総合的な課題

いの展望を探る観点から、空き家再生、
「交流」と「移

検討を行うこと、 実際の生活やなりわいが垣間見られ

住」の関係、そして「継業」の展開についてその論点を

る都市農山村交流と地域サポート人材を活用しつつ受

整理した。本稿での議論は前著『移住者の地域起業に

け入れノウハウの蓄積を進めることが必要である。昨今

よる農山村再生 』 の課題を踏まえているので、 両者を

の移住政策の隆盛に流されがちであるが、 地域づくり

併せて読んでいただくとより理解が進むものと思われる。

は時間がかかるプロセスであることを改めて認識して、

さて、本稿の最初では「農山村への移住の活発化は

あせらず確実に進めていっていただきたい。

起こっているのか？」 との問いに対して現状の検討を

前著『移住者の地域起業による農山村再生 』でも述

行ったが、 最後に「移住希望者が目を向ける地域と

べたとおり、都市から農山村への移住の勘所は、移住

は？」という論点について整理をした上で本稿を締めく

者と農山村住民とが協働する新しい価値創造であり、

くりたい。 次の表を見てもらおう（表３）
。2010年から

筆者らが提唱する 質 的意義はここにある。そのため

2013年までの都道府県別の移住希望地と地域ブランド

の「場」づくりとして都市農山村交流の果たす役割は大

注17）

力のトップ10を示したものである。地域ブランド力

きく、図９で示したプロセスの上に移住者との協働によ

の順位はほとんど変動がないのに対して、 移住希望地

る農山村再生が生まれるのである。

の順位は年により大きく異なる。つまりイメージに起因す
る地域ブランド力と移住希望地とは別の要因が影響し
ていることがうかがえ、 地域ブランド力があるからと
いって移住希望地に選ばれるわけではない。 逆にいう
と地域ブランド力が必ずしも高くない地域でも、移住希
望者に選ばれる地域になることは十分に可能である。

注17）地域ブ ラ ン ドとは、 元々は農産物などに地域名を冠してイ
メージを統合しアピール効果を強めたり、相乗効果を高めたりする
ものであったが、近年では地域名そのものが持つブランド力として
捉えられる傾向がある。ここでは『地域ブランド調査ハンドブック
（各年版）』（ブランド総合研究所）に所収されている、消費者が各地
域に抱く魅力を数値化した「魅力度」を地域ブランド力とした
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ＪＡの総合事業を考える
－－有識者放談会①
ＪＣ総研 基礎研究部

１

伊藤

．ＪＡの「総合事業」を考える

しないと、国民の皆さまや規制改革会議のメンバーの

今日の農協改革にかかる議論では、ＪＡグループが

ような人たちには理解されないのではないか。私がい

進める自主的な改革の向こう側で、規制改革会議を代

つも言っていること、そのキーワードは内部取引です。

表とするいわゆる農協攻撃が見られる。その議論の実

農家は営農があって、営農と生活は一体のものです。

態は総合農協の解体であり、信共分離論が本音といっ

農業に関する経営と家計が寄り集まって助け合ってい

たところであろう。それは実態を直視しないばかりか、

こうということでできてきた組織がＪＡです。従って、

一部の人々にとってのみ都合の良い議論でしかない。

農業経営や家計といったことに資するための事業、活

そこでＪＣ総研では有識者を招いて、ＪＡの総合事業

動をやらなければいけない。そのなかには運動も入り

について率直に議論していただく放談会を２回にわたっ

ます。運動も活動も、そして事業も入る。運動や活動

て開催した。その内容を今号と次号の２回にわたって

が延長してくると最終的には事業になります。

紹介させていただこう。今号では、10 月５日に実施し

これが個別の専門農協なり専門組織に分かれてしま
うとロスが出るわけで、ワンストップが必要なのです。

た第１回放談会の内容を紹介する。
第１回放談会には滋賀県立大学増田佳昭教授、元

そのワンストップをやるためにいろいろな事業が要請さ

愛知中央会専務伊藤寿治氏、長野農協地域開発機構

れるのであって、単純に営農だけではなくて、生活関

西井賢悟主任研究員にご参加いただいた。聞き手はＪ

係のなかには金融も共済も、Ａコープなどの生活事業

Ｃ総研理事比嘉政浩。

も入ってくる。今のところ組合員の皆さんから要請され
※以下、敬称略

．総合事業のキーワードは「内部取引」

比嘉

お忙しいなか、お集まりいただきましてありがと

うございます。本日はＪＡの総合事業の意義について、
皆さまに自由にご議論いただきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
増田

ている事業はだいたい出そろってきています。
それぞれの事業を個別にやったのではロスが非常に

２

総合農協だということは、金融事業をやってい

るということですよね。総合農協形態が大事だというの
は、その議論自体がもうちょっと攻めにならないだろう
か。金融事業を一緒にやっているというと受け身にな
るけれど、総合農協というと攻めになりませんか。

22

なぜ総合農協なのかということをしっかり主張
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多い。内部取引にすれば、利益も外に出ないし、資金
も外に出ないから中で回せる。一言でいうと内部取引
で回していけば外へ出ていく資金、利益は最小限に抑
えられる。積立金も含めて農協に利益が貯まるわけで
す。日本のＪＡの総合事業の源泉はそこにあります。現
に戦後、総合農協でずっとやってきた結果、世界で評
価されるような内容になってきているではないかと思い
ます。
増田

産業組合法ができて、直後の第１次改正のとき

に信用事業とそれ以外の事業の兼営が初めて認めら
れた。これはなぜかというと、事業ごとに個別にやっ

【食料・農業・農村】
トピック／ＪＡの総合事業を考える――有識者放談会①
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ていたらとてもではないが面倒くさくてどうにもならな

いうことであれば、経営責任はなんら問われないで済

いからです。そこで今言われたような範囲の経済とい

むはずです。

われる話ですが、１つの経営のなかでやったらいいの

増田

ではないかということで認められるわけです。そういう

れの協同組合が責任を負うということだから、そこで

歴史的な経過を今までずっと引き継いでいるわけです。

判断すればいいのではないでしょうか。要するに法的

今、伊藤さんが言われた論点はいくつかありますが、

な規制から見て違法でない限り組合員の合意の下で運

協同組合としての経営判断については、それぞ

１つは経費の節減です。複数持つことによる経費の節

営すればいい。

減ですが、これは当然効果がある。

伊藤

農協攻撃をしている人たちが言っているのは、

もう１つは資金の効率利用ですよね。資金がある程

株式会社では金融業は兼営できない。不動産業を兼

度運用できる、地域に投資できる、資金が地域内で

営できないし保険業も兼営できない。そういうことが

効率的に活用できるという論理があります。

イコールフッティングでないという理屈です。

３つ目はおそらくお金が地域のなかでぐるぐる回って

しかし、ＪＡは組合員が寄り集まってつくったもので、

外へ出ていかないという点です。利益が戻ってくるとい

その事業の実態は内部取引です。自分たちの家計の

うことですね。しかも、その戻ってきたお金を地域内

なかから積み上げているのだから、株式会社がやって

でまた活用できるという論理がある。

いることとは趣旨が違うわけです。そういう意味で国と

自分のところでやれる範囲は自分のところで

伊藤

して総合農協という、いろいろなことが兼営できるよう

やって、丁寧に積み上げて、それから連合会へ行く。

に認めてくれているわけです。それでなんの弊害があ

そのなかで有効活用して利益を上げ、最終的に組合員

るのかというのが言いたいところです。

のところへ返すということをやれればいいはずです。

増田

協同組織としての特殊性というか、協同組織で

成り立っている部分がいつの間にか無視されてきたわ

３

．地域を支える総合農協の仕組み

けです。
金融資本主義といわれる現代経済における金融部門

資金の有効活用、地域内の有効活用、あるい

の高生産性と高収益性、他方での第１次産業部門や

は利益の地域内での還元みたいな話は、範囲の経済

流通経済部門の低生産性と低収益性という日本経済

性に限らないけれど、大事な論理だと思います。今回

の構造的特質が、総合経営であるＪＡのなかでミニチュ

は農業振興のために総合農協の形態が必要だという論

アサイズで再現されているだけです。純粋に利益だけ

理をつくることを考えていますが、それだけでは収まら

を考える企業なら不採算部門は撤退するが、そうしな

ない部分もあるのではないか。今、伊藤さんも言われ

いのは「農業」
「協同組合」だからであり、構造問題

たけれど、地域との関係みたいなことをもう少し考えな

に目をつむり、農業部門の自立を強制することは愚挙

いといけません。

であると思います。

増田

いろいろな事業をやっているなかで、この分で

念のために調べました。１人当たりの労働生産性が

もうけてここへ投資する、ここへ補塡するということを

どのぐらいか。2014 年のデータですが、農業は１人当

経営責任のなかでやってどこが悪いのか。株式会社

たり労働生産性が 258 万円。卸・小売りが 470 万円。

だって経営責任のなかで当たり前にやっているわけで

金融・保険業の労働生産性が 1294万円（図１参照）
。

す。これはすぐれて経営の問題です。

総合農協はこういうものをひっくるめて持っているので

伊藤

ほ てん

株式会社は株主総会を通ればいいけれど、ＪＡの

す。それに営農指導を含めたら営農指導はほとんどゼ

場合は総代会で諮って組合員の了解をもらう。つぶさ

ロだから。そういう部門を１つの経営のなかに持って

に報告して認めてもらえれば経営的になんら問題はな

いて、高生産性・高収益性部門から低生産性・低収

いでしょう。トータルとして剰余が出て配当もできると

益性部門への補塡を組合員合意で再配分しているとい

はか

【食料・農業・農村】
トピック／ＪＡの総合事業を考える――有識者放談会①
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う仕組みなのです。それに文句を言われることがある

ではないでしょうか。農業振興も入っているけれど、必

のかというのが今のお話なわけです。ちなみに電気・

ずしも農業振興だけではなくて、総合農協という組織

ガス・熱供給・水道業は 1420 万円です。

があって初めてその事業体のなかで地域を支えている

伊藤

もうけた後のお金がどうなっているか。そこが

４

．准組合員をどのように考えるか

するか、投資に回るか、行員の高給に回るか。それし

西井

組合員の合意といっても、そこから准組合員が

かないわけです。

排除されているというのが気になります。准組合員は

問題です。
増田

24

のではないでしょうか。

銀行などの金融業の場合、高収益は内部留保

ところがＪＡは、収益性の低い部門も職員を雇って

信用共済事業の利益に貢献しているわけだから、その

事業を維持するわけでしょう。営農指導部門も抱える

上での営農事業への分配を組合員の合意の下で行うな

わけでしょう。それで組合員にサービスしているわけで

らば問題ないだろうと思います。そこが弱点というか、

す。そうやって考えると、ＪＡ自体が雇用を維持してい

そこを超える論理を考えないといけないと思います。

る効果がものすごく大きくて、これをバラバラにしてし

端的に思うのは、准組合員も含めて、私たちは農を

まったら単独ではもたないと思います。金融事業を持

中心とする地域社会をつくろうとしている。だから、金

つことによって地域での雇用を支えている。よその世界

融事業で上げた利益は暮らしという側面からも還元し

では大変もうかる仕組みができているけれど、その大

ていく。例えば直売所とか福祉の面とかにおいてもき

変もうかる仕組みをそのまま使うのではなくて、地域経

ちんと還元していって、トータルとして地域のなかで自

済のサポートに使っているのが総合農協の経営の実態

分たちの生み出した利益を使っていく仕組みをつくって
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いるのですよと。そういうことを言わなければいけない

にはっきりさせなければいけないでしょう。
「地域農業

のではないかという気がします。

の応援団」だということなのでしょうか。

自分たちがＪＡを利用することがその地域のた

西井 明確に位置付けているＪＡもどんどん増えていま

めになるという意味での漠然とした共感は多少なりとも

すね。特に加入を進めるのに当たりＪＡあるいは地域

准組合員にあると思います。

農業の応援団という位置付けで。こういったフレーズ自

増田

例えば農業が盛んなＪＡでは、営農事業の利用

体は最近のＪＡ全国大会決議にも入ってたと思います。

者が金融事業の利用者でもあり貯貸率も高い。その半

増田 それを、准組合員の加入申込書に明記すればい

分以上は農業融資です。そういう意味ではきちんと自

い。加入申込書にＪＡの趣旨を理解し、地域農業を支

己完結できている。こういったＪＡはいいけれど、一方

えるという文言を入れておくといいのではないでしょう

で大規模化して准組合員が増えたようなところでなぜ

か。

総合事業体でなければならないのか。単に農業経営と

西井

家計を一致させていくというようなことだけでは、難し

営農指導費に充てることを了解するということですよね。

いのではないかと思います。

増田 それは総代会で通せばいいのではないかと思い

西井

准組合員は、多くのＪＡで議決権がないわけで

伊藤

具体的には自分たちが利用した事業の利益を

ます。そして総代会の議決権を検討すればいいのです。

す。准組合員が役員になることができるといっても、ほ

そこはもう法改正を求めたらいい。その代わり准組合員

とんどがそういう格好ではないわけです。だから経営

については地域農業について理解し、地域農業とＪＡ

にも関与できないし、決議にも、意思決定にも関与で

の応援団であることを認めて加入してもらう。方向性と

きない。だから、そういう方々についてもＪＡの事業は

しては総代会、総代の構成とかそういうことも含めてど

こうだとか、折々に座談会をやるなり、代表者を呼ん

こかで議論をした方がいいですね。

で話すなり、いろいろなところでＰＲするし、組合員代

今、われわれは「農業を守るためにＪＡが大事です」

表も出す。そういうことは努力しなさいと。ＪＡではそ

みたいな論理だけで議論しているけれど、併せて地域

ういうことをやってきています。

社会を守るために総合農協が必要だということを並行し

規制改革会議が出している論点として、営農経

て主張していかないと駄目だと思います。僕は、農業

済事業の利用者と金融事業の利用者が分離していると

振興という目的は当面の優先目標だと思っています。し

いう論理があります。営農経済事業の利用者と金融事

かし、長期目標として地域社会を支えるためにＪＡはど

業の利用者が一体であれば、
「総合利用＝総合事業」

うあるべきかという論理を併せてやっていかないと駄目

という日本の農業の構造に合った総合農協形態である

だと思っています。

増田

ことが意味を持つけれど、これだけ分離してしまった

もう少し言うと、1999 年に食料・農業・農村基本法

ら総合農協である必要はないのではないかという論理

ができた。農林水産省は農業だけではなくて農村も政

が入ってくるわけです。これに対してどう反論するかと

策の対象として明記したのです。ところが農協について

いう話です。准組合員も応援していますという実態を明

はその後にどういった記述となったのか。2001 年に農

らかにしないといけないと思います。そういうガバナン

協法を改正しましたが、農協法のベクトルと基本法の

ス改革も併せて提案することが必要だと思います。

ベクトルが完全に股裂きになった。農協が実施できる
列挙事業の第一番を営農指導にした。だから、農業と

５

．地域を支えるためにＪＡはどうあるべきか

増田

准組合員について、もう少し深めてみましょう。

准組合員をいきなり総代にしますみたいな話でいけるの

地域を裂くのは駄目だという話を併せて言っていかない
と駄目だと思います。そういうときにＪＡがどういう役割
を果たすかというのも併せて主張できるような論理をつ
くっていく必要があると思います。

でしょうか。准組合員の位置付けみたいなことを論理的

【食料・農業・農村】
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６

．協同組合に求められる柔構造

今回の農協改革で政府の方針に批判的な新聞記事
が久しぶりに出ています。全中が反論をまとめたという

話が変わってしまうかもしれませんが、私がい

記事ですが、そのなかで、中央会が単協の自主性を損

つも言っていることにアメーバー理論というのがありま

ねているというが、単協の自主性を損ねているのは行

す。アメーバーは生体として常にバラバラで、一つひと

政であるという意見がＪＡの代表者から出ているという

つが自由に動いている。ところが危機になると、これ

報道です。

伊藤

がグッと集まって１つの生物体みたいな格好で動きま

今回の規制改革会議は提言の基本路線が、
「中央

す。これがまさにＪＡグループだと認識しています。ア

会が単協の自主性を損ねている、あるいは連合会が単

メーバーのようにグッと固まったときにＪＡグループの

協の自主性を損ねている」という論理できているから、

結束力を高める。通常時、ＪＡはそれぞれが地域で

それに対して、そんなことはない、損ねているのは行

頑張る。これが柔構造の組織です。

政だという反論が出てきている。そもそもどこが損ね

協同組合という組織形態として剛構造の組織は合わ

ているのかという話から始める必要性がありますね。

ない。柔構造の組織で、一つひとつが自由に動けるよ

伊藤

うにしておかないとまずい。だから、協同組合に中央

ないということでしょう。組合員が決定できる権限の範

集権などというものがあるのがおかしい。アメーバー

囲に経営資源を置いておかなければいけないというこ

だからグループとしてまとまればいい。何かのときにカ

とです。

チッと固まってパッとやる。終わったらサーッとそれぞ

増田

れが自由になっていくという組織形態にしないとまず

いるのだから。

いと思います。

経営の決定権は単位農協に置かなければいけ

そういうことです。規制改革会議でそう言って

の導入の議論は中央集権化だという論理です。これに

７

ついてはあまり議論されていないと思います。

増田 総合事業であることで、
さまざまな農業をサポー

増田

今言われたことは、今回の代理店方式（※）

．協同組織を必要とする日本農業

トできるという実態があります。気になるのは、日本の
（※）
「代理店方式」にかかる与党の整理：

農業の構造の議論です（図２参照）
。独立自営で協同

すでにＪＡバンク法に規定されている方式（単位農協から農林

をまったく必要としない法人経営がどんどんできてきて

中金・信連へ事業譲渡を行い、単位農協に農林中金・信連の支店・

いるような日本農業論が蔓延しているけれど、実はそ

代理店を置いた上、農林中金・信連から単位農協に相応の手数
料等を支払う方式）
の活用を積極的に進めることとし、農林中金・

まんえん

うではないでしょう。日本の農業を量的に支えている

信連は、農協の判断に資するよう、この場合の手数料などの水

のはＪＡに結集している農業者ではないでしょうか。そ

準を早急に示すものとする。
（下線は筆者挿入）

れはおそらく家族経営が中心であり、かつ部会に結集

出典：
「農協・農業委員会等に関する改革の推進について（平成
26 年６月）」自由民主党農林水産戦略調査会・農林部会、農
業委員会・農業生産法人に関する検討ＰＴ、新農政における農
協の役割に関する検討ＰＴ、公明党農林水産部会

しているような人たちでしょう。
その実態を無視して日本の農業の将来は語れないと
思いますが、最近の議論では「農業経営が大規模化す
ると自ずとＪＡから離れていく」
という議論がまかり通っ

協同組合が中央集権してどうするのですか。上

ています。ある農業経済学者の論文を読むと、ＪＡは

意下達はいかんと言われながら、まさに上意下達じゃ

偽装農家の集まりとか、事実と異なることを書いてい

ないですか。

る。こんな実態はまったくないわけです。日本の農業

伊藤

増田

まさにそうです。連合会を肥大化してどうする

のという話でしょう。連合会が窓口に単協を使うのか
という話で、そんなばかなことがあるかと思います。
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一部の農業経済 学者
もそうですが、
ミスリー
ドを意図的にしている
ものだから、そこをス
パッと斬るようなフレー
ズはないかと思ってい
ます。
西井

規 模といって

も、 先ほどの大 規 模
小売業という相手先を
考えたら、１億～２億
円の販売額を持ったと
ころでも、部会は必要
だと思います。何億に
なったから部会はいら
なくなるという話では
ない気がします。実際
にとあるＪＡの部会で
は、 ５億 円、10 億 円
の人が部会に入ってい
るわけです。品目の特
性という特殊性はある
かもしれませんが。
増田 実態を知らずに

場に対応できるような規模ではとてもないというリアル

議論している皆さんを連れて見せてやりたいものは青

な認識ですよね。個別農家が全国規模の大規模小売

果市場です。市場のダーッと並んだ箱、段ボールの箱

業と取引できるかという話です。

はみんなＪＡです。つまり日本の農業は、まさに部会が

伊藤

北海道に行けば多少あるかもしれないけれど、

支えているわけです。協同組織があって初めてあなた

愛知に来ればそれほどの大規模な経営の農家はまった

たちの生活も支えられているという話でしょう。一部

くの例外ですよ。かなり大きい 200ha 以上をやってい

の生産者が高い農産物を売っているかもしれないけれ

る人だってＪＡの部会に入っています。農事組合法人

ど、そうした一部の事例で社会が支えられているわけ

になっても、自分のところだけで単独でできないから、

ではないですよと。これがリアルな実態認識です。

やはりＪＡへ集まってくれるわけです。
るわけですが、そういう人がまったくいないような論調

８

ですよね。しかもＪＡに集まる農家は兼業農家だといわ

増田 日本の農業を支え、日本の食生活を支えている

増田

ほとんどが部会に集まって農産物を出荷してい

．わが国の食と農を支える生産部会

れますが誤った認識ですよね。実態を見ると部会に集

のが生産部会だ、協同組織だというところをもう少し

まっている組合員の多くは専業農家です。そこを何か

考えてみましょう。

ミスリードしているのではないか。マスコミもそうだし、

伊藤

部会では一定の品質の目揃いをやって出してい

【食料・農業・農村】
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こうとしています。特別の場合以外は個人で出す方が

施設だって必要だし、投資も必要だし、代金回収機能

安いです。部会に出して、目揃いして、信用あるブラン

も必要です。

ドとして出した方が高いものだから部会に出荷されま
い。多少は出るけれど、それを大々的にやるかやらな

９

．生産部会を支える総合農協

いかだけの話でして、部会を通した方が有利に売れる

伊藤

専門農協だってＪＡの組合員ですよ。部会が大

から、まずそっちへ行きます。

きくなったものが専門農協になっているようなもので

す。ただし、外へ出すのがまったくゼロということはな

米はちょっと特殊ですが、シェア全体を見ると

す。専門農協をつくって独り立ちさせることを考えるよ

園芸とか畜産は基本的な仕組みとして部会共販でしょ

り、総合農協のなかの部会を拡充強化していろいろな

う。協同組織を否定したら、部会共販を否定すること

対応をしていく方が安心であり、安定的であり、いろ

になるのだという論理をまず押さえる。現実にＪＡと部

いろなことがやれるのではないでしょうか。何も専門

会という協同組織が、農業の生産・販売を担っている

農協でなければならないという理由はないわけです。

ことについてはちゃんとした認識が必要だということ。

部会だって同じことをやれるわけですから。

増田

その上でもう１つ、米をどうするか、どう考えるか。
集落営農とかであるけれど、協同組織であるというの

いろなことを決めていきます。どこへ出荷するか、どう

は明らかです。

いう規格にするか、そんなことを部会で決めていくわ

伊藤

米だって個人で売る人はごくわずかです。作る

けだから、はっきりいって専門農協となんら変わりはな

のは自由に作れるけれど、個人で売ってそれなりの収

いのです。

入を上げるとなるとなかなか難しい。インターネットで

比嘉

やっている人もいるし、個別に売っている人もいるけれ

こで決めていい。そしていざとなったら経営としての安

ど、一般論としては大勢の人はそういうことをやれない。

定感はＪＡが支えている。これはいい方法ですよね。

そうすると、そういう人はＪＡに集まって共同販売が必

自分たちである程度決められるし、経営の安定感は

要となります。

あって、施設投資とかそういうことも可能になっていま

増田

もう１つは農業構造をどう見るかという話ですよ

分権的にというか、権限を明確にしながら、そ

すと。
大きな部会は、そこでちゃんと事業計画があっ

ね。担い手といってもそれぞれの個人が大規模小売業

伊藤

を相手に販売できるような大規模農業者になるわけで

て、いろいろ細かい取り決めもあって、予算があって、

はない。大きくなってもなんらかの組織的な生産販売

決算をやって、役員もつくってやっています。

体制に関わらなければできない人たちばっかりでしょ

増田

う。

けだから。それがガバナンスの現実ですよね。
「専門農

実際には部会は部会としてモノを言っているわ

全国チェーン相手に販売できるような規模の人

協のような部会というのがＪＡのなかにあって、その人

は、ほとんどいない。総合事業と絡めていうとどうい

たちが自主的に物事を決めて、それをＪＡがサポート

う議論になりますかね。専門農協で結集して売る。信

する仕組みで動いているのです」と。部会といっても

用事業を伴わなくても、それはそれで部会をつくってと

なんのことか分からないから、専門農協のようなもの

いう話になりませんか。

という言い方が分かりやすいと思います。あなた方が

比嘉

伊藤

経営が不安定なところへ出して代金を取りはぐ

言っているようなことはいっぱいあるのですよと伝える

れたらどうするのか。そんな危ないところにみんな乗っ

必要があります。

ていきますかね。不安定さというのがあったら農家は

比嘉

安心して乗ってはいけません。

というのはなんで求められるのでしょうか。

増田
28

部会には規約があって、そこで意思決定をしていろ

まとめて売っていくには、選果場だって、流通
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を経由して戻ってくる。投資も伴う。
その上で、
「部会が法人化して、自己で資産を持っ

員がやっているけれど、そういうところもあります。
増田

今の話を聞いていると、むしろ生産部会が

て、営農施設を持ってやればいいじゃないか。そ

日本農業を支えているということですね。その部会

うなったら経済事業を含めて専門農協が総合農協

を支えているのは総合事業で、リスクとか支援ま

から分離して、その結果として総合農協本体は信

で含めてあるという議論がまず前提にあった上で

用農協になるのではないのか、金融農協になるの

ということになってくるでしょう。

ではないか」というような議論があったときにどう

伊藤

するか。

だからやってもらえばいい。部会も大きくなると、

専門農協は専門農協で立派にやっているの

みんな法人化してＪＡの外へ出るかといったら、

エリアを広くやる場合には専門農協でないと、ＪＡ

現実には外へ出ない部門もいっぱいあるわけです。

のエリアだけではやれない部分があるから、そう

ドイツの総合農協はだんだん事業部門を外へ出し

いうときには専門農協を立ててやるしかないです。

たりして形態上切り離していった。ところが今回は

比嘉

まったく逆のことを言っているでしょう。本体を経

とは営農指導員であったり、農業投資だったり、

済農協にして、残りを連合会にやらせると。現実的

組合員の農業経営のリスクとかを総合的にカバーで

にも論理的にもおかしいと思います。本体から農

きるという議論が立つという話になるでしょう。

業部門がスプリットアウトするのはまだあり得るけ

増田

れど、逆はないだろう。本体から金融事業が切り

が分かりやすく示されればいいのではないかという

離されて、本体が代理店化するなどというのは非

話だと思います。

常に分かりにくい、あり得ない展開だと思います。

伊藤

10
比嘉

そうだとすると総合農協であることというこ

日本の農業をＪＡが支えているという構造

それが１つは部会に結集してもらって、これ

で有利販売ができるし、それから、これはいろい
．多様な協同組織を内包する総合農協

現実の話、なぜ部会が成り立っているので

ろ批判があるけれど、肥料、農薬を安く仕入れて
分けるという機能があると。そういうことは当然支
えているわけです。

しょうか。営農というか、販売・購買事業から出

増田

たわけでない収益でもって、選果場が建てられ、

いて、あと生活事業とかお金の動く事業があるけ

販売・購買事業から出た収益でないもので営農指

れど、その上にいろいろな活動組織をいっぱい描

導員が雇用される。現実はそうだから部会が成り

く。人の組織を描いて、こっちに金の動く事業。Ｊ

立っているわけでしょう。部会は総合事業じゃない

Ａが対外的に見えているのは、外の人に見えてい

と支えられてないですよね。

るのはこの事業部分だけなんです。組合員の活動

増田

特に営農指導員が関わっているのはそうで

ポンチ絵を描くならば、下に金融事業を描

組織の部分がなんにも見えてない。でも、事業と

すね。そこの人件費、誰が持っているかといったら、

組織があって初めてＪＡはＪＡたり得るわけです。

部会は持ってないですから。法人化したら、それ

今の話でいうとそのなかに部会がある。ＪＡ本体

を「自分のところで持て」と言われるでしょう。あ

に組織がいっぱいくっついているわけです。

るいは、農協から
「利用料を出せ」と言われるでしょ

比嘉

う。それを負担してまでやれるかどうか。

部会です。

伊藤

現に大きな部会は専属の職員を雇っていま

増田

そのうちの１つが生産部会であり、作物別
部会が、しかも品目ごとにあるわけです。

す。大産地の部会はものすごい部会だから、そう

大きいところは離れかかっていたりするわけです

いうところは専属の職員を嘱託で雇っています。Ｊ

が、なかには近いところもある。そうやって初めて

Ａの職員とは別です。ほとんどのところはＪＡの職

ＪＡという姿になっているわけですが、ここの議論

【食料・農業・農村】
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をまったくしていない。規制改革会議などは何も知ら
ない。ここに専門農協的な組織がいっぱいあって、そ
れが独自に一定の自治を持ってＪＡと関係を持ちながら
やっている。それをＪＡは支えているというリアルな実
態認識が求められますね。
比嘉

ふ らん き

孵卵器の役割、育てる役割も持っているのです。

新しい作物を導入するとか、今から育てるという役目を
やってきた。これはプラットフォームがないとできない。
できあがったものはもしかしたら自分で回り始めるかも
しれないけれど。
伊藤

それは大いにあると思います。部会に入ってい

る人たちは販売だけではない。販売はほとんど自分で
やっているけれども部会に入っているという人も多い。
なぜかというと、自分たちの仲間からいろいろな情報
を仕入れる、本体の経営に役立てるような技術などを
仕入れるために入ってきているわけです。
日本農業賞をもらった養豚屋さんだけど、自分で店
を持って、バーベキュー屋をやって、いろいろなデパー
トへ出荷して、少し高いけれど結構売れるわけです。
それでも養豚部会に入っていますし、ＪＡの理事もやっ
ています。他の事業も利用している。ＪＡに一部は出
荷するにしても、他はかなり自分の裁量でやっている
のです。そういう人も部会のなかに入ってきているわけ
で、みんながみんな逃げているわけではないのです。
増田

むしろ専門農協的な機能を含めて総合農協は

運営されているのだとはいえませんか。それを支えて
いるのは信用事業があるからだというような論理です。
農業投資も積極的であるというのは、まさに営農指導
も含めて部会を支えているわけです。
部会論をやったらＪＡを批判する人は反論できないと
いうか、分かっていないでしょうからある意味で空回り
になってしまうけれど、そこのところは実態認識の最大
のギャップだと思います。
こ ばやし はじめ

構成：ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員 小林 元
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おいしいご飯をおいしく食べよう！
米の消費動向調査結果〜 2014年調査〜から
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

ば

けんいち

筆者がスーパーを回っても1500円台（５㎏袋）の値札

．はじめに

「採算割れの概算金

と り

鳥羽 賢一

が非常に目についた。ビジネスパーソンが昼食で食べ
稲作継続できぬ恐れも」

（９月17日付『日本農業新聞』論説）
「新米、関東産の下げ大きく」

る定食２食分で、農家や卸業者の悲鳴が聞こえるよう
である。
今回レポートでは、当所調査を中心に米の消費実態

（９月26日付『日本経済新聞』）

を明らかにし、産地（生産）の取り組みや流通の動向を

「在庫だぶつき消費落ち込み

踏まえ、消費拡大の視点を考察したいと思う。

米価記録的な暴落」

（10月２日付『東京新聞』）
米どころ秋田県の『秋田魁新報 』は、10月１日付社
説で「コメ概算金下落

稲作の今後探る契機に」と題

２

．おいしいご飯を……産地の取り組み

し、
「生産者の事情で市場価格は決められないが、主

産地サイドの動向を品種面から見てみよう。 米穀機

食であるコメの生産維持に一定の費用が掛かることに

構が2014年７月31日に公表した「平成26年産うるち米

ついて消費者側も理解を深める必要があろう」と述べ

の品種別作付動向（速報 ）
」によると、 作付割合上位

ている。新米の季節である９月以降、新聞紙上では米

20品種は表１のとおりである。 上位５品種は前年順位

の在庫水準の高まりと米価の暴落を報じる記事が目

と変動はなく、５位以降では順位の入れ替えが見られ

立った。

る。
『ゆめぴりか』は昨年に引き続き順位が上がってい

農林水産省は９月26日、2014年産水稲の作柄概況

る。

（９月15日現在）を公表した。 全国の作柄は作況指数

一方で、 新品種の開発は目覚ましく、 産地としても

101で平年並みとなり、 予想収穫量は789万9000ｔと

生き残りを懸けた取り組みとなっているようだ。例えば、

生産数量目標（765万ｔ）を25万ｔ程度上回ることにな

滋賀県は同県で開発された新品種『みずかがみ』につ

る。2013年産も民間在庫水準が高く、 ６月末時点で
は222万ｔに積み上がった。
（公社）米穀安定供給確保
支援機構（以下、 米穀機構）が余剰米を35万ｔ買い入
れたものの過剰感の解消にはほど遠い。さかのぼれば、
2012年産米の価格が需給への不安感から上昇した。
消費は減退し在庫を抱える状況が発生し、需給バラン
スが崩れ現在に至っているのであろう。2014年産は生
産者に支払われる概算金が大幅に低落し、 出回り始
めた新米の小売価格は前年に比して１～２割安いよう
で、新潟産『コシヒカリ』でも2000円割れも出ている。
【食料・農業・農村】Web調査／おいしいご飯をおいしく食べよう！
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いて、2013年169haから2015年には2000haまで加速

が特Ａの評価を獲得し、品種数は15となっている。当

度的に生産拡大し、 近江米の中核品種に育て、 近江

所調査で「今後食べてみたい・食べ続けたい品種」を

米全体のブランド力向上につなげるとの基本方針を示

尋ねたものが、図１である。 上位３品種は前回調査同

している。 また、
（独 ）農業・食品産業技術総合研究

様①『コシヒカリ』
、②『あきたこまち』
、③『ひとめぼ

機構は2014年９月５日付で、
「高温下でも品質が優れ、

れ』の順で、
『コシヒカリ』の人気が群を抜いている。

良食味で多収の水稲新品種『恋の予感』を育成」とプ

今回初めて選択肢として加えた『ゆめぴりか』は、上位

レスリリースした。 西日本で広く栽培されている『ヒノ

にランクインし４人に１人から選ばれた。
『ササニシキ』

ヒカリ』と同じ中生品種で登熟期の高温に強いという。

は栽培面積が大きく減少しているものの５位と根強い

広島県で奨励品種に採用される予定で2016年度には

人気があり、 北海道の品種である『ななつぼし』は大

2000haの作付が期待されている。

きく躍進した。その他の品種では、
『つや姫』を選ぶ人

（一財 ）穀物検定協会が公表した2013年産米の食
味試験結果では、38産地品種（前年度は29産地品種）

32
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ブランド確立への地域の取り組みの一例として、 北
海道では2009年に産地および関係機関で「北海道米
の新たなブランド形成協議会 」を組織し、
『ゆめぴり
か』をはじめとする今後の極良食味新品種の新たなブ
ランド米の確立に向けて取り組みを始めた。栽培基準
やタンパクの基準値などのルールを定め、同協議会で
認められた『ゆめぴりか』には認定マークが添付され
ている。 このような取り組みは、 各産地で行われてお
り、山形県の『つや姫』はマーケティングも含めての成
功例といえよう。

３

．米へのこだわり、高年齢層は「おいしさ」

米に対する消費者の意識を年齢層別に焦点を当て、
当所調査から浮き彫りにしよう。 米を購入する際のこ
だわりについて尋ね、 年齢層別に示したものが図２で

く、30代以下では１割に満たない。産地、精米年月日

ある。価格帯を選択する人がトータルで６割を超えた。

も同様な傾向を示している。図３は価格帯以外のこだ

価格を第一の判断基準とし、 品種、 産地、 精米年月

わりへの理由を尋ねたものである。
「おいしいと思うか

日が続くものの２割に満たない。今回調査で新たに選

ら」がトップでトータルでは半数を超えた。年齢層別に

択肢として入れたブランド米は５％であった。年齢層別

は高年齢層で高く、70代以上では７割に近いが、20

に見ると、 価格帯は50代以下では７割前後を占め、

代以下は４割未満である。 次いで、
「信頼・信用でき

60代以上はおおむね半数にとどまっている。一方、品

るから」
「安全・安心だから」が続き、 年齢層ではそ

種は6 0代25.0％、70代以上29.7％と高年齢層ほど高

れほど大きな差は見られない。高年齢層ほどおいしい

【食料・農業・農村】Web調査／おいしいご飯をおいしく食べよう！
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ものを食べたいという意識が強いといえよう。
主に購入する米の価格帯について尋ね、年次別推移
を示したものが表２である。1700円未満の購入比率
が25.0％から31.4％に上昇したのは小売価格水準が下
がったことによると思われる。 価格帯が購入する際に
最も重視されることの表れであろう。 購入価格帯につ

た、若年層ほど価格へのこだわりが強く、所得が低い
ことや米の銘柄への関心が薄いことが要因として考え
られる。

４

75歳以上８人に１人に……変わる世帯構成・人
．
口構成

いて年齢層別に示したものが図４である。
「1500円未

前述のとおり、年齢層別に消費や購買行動に差が見

満」
「1500 ～ 1700円未満」の低価格帯は若年層ほど

られる。 本項では世帯構成、 人口構成の変化を概観

購入比率が高い。2000円未満の購入比率は、20代以

してみよう。 国立社会保障・人口問題研究所の「日本

下で65.3％、30代・40代でもおおむね６割に達してい

の世帯数の将来推計」
（2 013年１月推計）によると、

る。 一方、2000円を
超える価格帯は、 高
年齢層になるほど高く
なる。
図５、図６は米の価
格が上がったあるいは
下がった場合、購買行
動に変化なし（ランク、
量ともに変えない）と
する割合を年齢層別に
示したものである。 米
の 価 格が上 がった場
合の方がランクや量を
変える人が多い。５㎏
当たり3 0 0円を超える
価格上昇では各年齢層
とも変化なしとの回答
は３割程度にとどまっ
ている。一方、下がっ
た場合は、500円以上
の下げでも全年齢層を
通しておおむね半数は
変化なしと回答してい
る。これは、消費者は
価格を念頭において、
値下げの際にはワンラ
ンク上の米を選ばず、
安く買おうとする意識
が強いのであろう。ま
34
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単独世帯の一般世帯に占める割合は2010年32.4 ％か

ク（株）では、2 014年９月よりテトラ・トップの70 0mℓ

ら2035年では37.2％に、夫婦のみの世帯は19.8％から

容器で成分調整牛乳『雪ミルク』を発売した。ターゲッ

21.2 ％に増加する。 また、 世帯主が65歳以上の世帯

トは２人以下世帯である。また、キユーピー（株）では、

の占める割合は2010年31.2 ％から2035年には40.8 ％

2013年に最も売れ筋のマヨネーズ50 0ｇ容量を450ｇ

に、単独世帯である割合は30.7％から37.7％に上昇す

容量に変更している。大きなきっかけは同社調査で、

ると推定している。

500ｇを使いきるまでに平均約34日掛かっていることが

総務省統計局が９月14日に公表した「統計トピックス
№84」では、65歳以上の高齢者人口（2014年９月15日
現在推計）は3296万人、総人口に占める割合は25.9％

分かったことだという。 ちなみに同社は開封後おいし
く食べられる期間を30日としている。
米穀機構が2014年８月８日に公表した「米に関する

で、75歳以上も12.5％と８人に１人となっており過去最

調査レポート

加工米飯の動向」によると、無菌包装

高である。

米飯（パックご飯）は、容量200ｇが85％と大勢を占め

また、同省の労働力調査から女性の就業状況を見る

るが、180ｇ以下の少量パックの伸びが著しい。 その

と、専業主婦世帯は減少傾向を示している反面、共働

主要購買層は50 ～ 60代の主婦、次いでシルバー層と

き世帯は増加している。2013年では専業主婦世帯745

のことである。

万世帯に対し、共働き世帯1065万世帯と４割以上多く
なっている。

ここで、 家庭で１回に炊飯する量を見てみよう。 家
族人数別に示したものが図７である。４人世帯までは

このように世帯構成は高齢・単身世帯および女性の

２～３合がおおむね６割を占めている。単身あるいは２

就業により共働き世帯が増加し、食生活もますます変

人世帯では数食分を保存しているということである。

わっていくであろう。

炊いた後、きちんと冷凍保管すればそれほど食味が落

世帯人数減少や高齢化に対応するために、 食品業

ちないが、そのまま放置すると食味が低下する。また、

界ではさまざまな動きが出ている。既報のとおり、乳業

購入した米の保管についても同様なことがいえよう。

業界では（株）明治の900ｇキャップ付き容器の『明治

単身、２人世帯では購入後の保管期間が長くなり、常

ブルガリアのむヨーグルト』、森永乳業（株）はテトラ・

温では食味低下が避けられない。おいしい銘柄米を購

トップの720mℓ容器『プレミル』に続き、雪印メグミル

入してもおいしさが味わえないことにもなる。最近高年

【食料・農業・農村】Web調査／おいしいご飯をおいしく食べよう！
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齢層を中心に人気がある高機能の少量炊き炊飯器やア

に満たず、
「まったく作らない」が６割を超えている。

イリスオーヤマ（株）の３合パックの取り組みは、おい

年齢層別に見ると、
「週に１回以上」は50代以下で３割

しさ追求の一環であろう。

を超えるが、60代以上では２割に届かない。
「まったく
作らない」は60代以上で７割を超え、本人、配偶者の

５

定年退職や子どもが独立してお弁当を作る必要が少な

．若年層は内食志向？

くなったことの表れであろう。属性別に見ると、主婦は

１週間のうち家庭で炊飯したご飯を食べた食数（朝、

「週に１回以上 」 が40.8 ％、
「まったく作らない」 が

昼、夕）について、属性別・年齢層別に示したものが

45.3％である。50代以下では、
「まったく作らない」は

表３である。概観すると、単身層は既婚層に比べて少

４割に満たず、30 ～ 40代ではおおむね２割にとどまっ

なく、60代以上の高年齢層においても単身層が少ない

ている。既婚男性は、40代以下では「週に１回以上」

傾向に変化は見られない。

が２割を超え、子育て世代で“自分のお弁当は自分で”

自分自身や家族のためにお弁当を作る頻度を尋ね、

を実践しているのかもしれない。単身女性は、50代以

属性別・年齢層別に示したものが表４である。トータ

下では「週に１回以上」が３割を超える。 一方、 単身

ルでは、 週に１回以上お弁当を作る人は26.7 ％と３割

男性は、全年齢層を通して「まったく作らない」がほぼ
９割を占め、 お弁当を作る習慣、 余裕がないようであ
る。
炊飯した米を食べた食数について、1年前と比較し
た増減について尋ね、年齢層別に示したものが図８で
ある。20代以下で「増えた」17.0％、
「減った」14.2％、
30代で「増えた」14.8 ％、
「減った」11.5 ％と若年層で
食べた回数が増えた人が多かった。
家庭で炊飯した米を食べる食数を増やしたいとい
う人にその理由を尋ねたものが図９である。トップは
「外食を減らす」が40.7％で、30代以下では半数を超え
た。 次いで、
「パン・麺などを減らす」34.4％で各年齢
層ともに３割程度を占めている。３番目が「健康のため」
30.7％で高年齢層がやや高い割合となっている。自炊
した方が、 健全な食生活となると考えている人が少な
からずいるということであろう。
リンナイ（株）が2014年８月１日に公表した「お米の
消費動向に関する意識調査 」によると、年代が若くな
るほど、お米を食べる頻度が増える傾向となった。増
えた理由としては、 全年代で「家で食事をする頻度が
増えた」が最も多く、30代以下では「自炊するように
なった」が高年齢層に比べて多かったと報じている。

６

．単身・高齢層で際立つ中・外食派

米穀機構が2014年９月25日に公表した「米の消費動
36
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を占めている。
表５は１週間の夕食で、中食・
外食としてご飯を食べた食数を
示したものである。 既婚層はす
べての年齢層で１食未満となっ
ている。単身女性では40代以下
では１食を超えるが、 高年齢層
では１食未満にとどまっている。
単身男性では、 全年齢層で１食
向調査結果（平成26年８月分）」によると、１人１カ月

を超えており、中食・外食で食事を済ますことが際立っ

当たり精米消費量4387gのうち、
家庭内消費量は3053g

て多い。70代以上で2.30食と高齢単身者がスーパーや

（69.6％）、中・外食での消費量1334g（30.4％）となっ

コンビニの弁当などで夕食を済ます姿が浮かび上がる。

ている。 前年との比較では、 家庭内消費が伸びてい

（一社）新日本スーパーマーケット協会発刊の『2014

る一方で、 中・外食は減っているもののおおむね３割

年版スーパーマーケット白書』では、理想とする夕食

【食料・農業・農村】Web調査／おいしいご飯をおいしく食べよう！
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とのギャップとして、
「理想とする平日夕食時の食事形

想定される。米の需給が引き締まった２年前に、
（社）

態を尋ねたところ、 全体では『すべての料理を素材か

日本惣菜協会は農水省生産局農産部長などに「業務用

ら調理したい』との回答が59.2％と最も多く、
『素材か

国産米の供給について」と題して、業務用米の供給不足

らの調理をメインにしたい』26.7％を含めた素材からの

を解消するための増産について要望書（2012年12月12

調理を理想としている人はあわせて85.9％にものぼる。

日付） を提出した。 供給不足の原因として、 ①米価格

すべての属性で内食を理想の夕食と考えている。 この

の上昇で消費者が銘柄米から安価な業務用米に移行、

ことから、 食事における生活者の真のニ ーズは単に

②生産者が単価の高い銘柄米の生産に移行を挙げてい

『時間・手間の省略』ではないことがうかがえる。中食

る。この年、中・外食業界では弁当やおにぎりをはじめ

は、素材から調理する負担を軽減し、時間的な余裕を

として米飯量を減らして対応した。この状況が以降も続

確保する手段として一定のニーズを満たし市場規模を

いており、米の消費量の減少を招いている一因であろ

拡大している。しかし、必ずしも生活者の真のニーズ

う。業務用米には、低価格で安定供給できる収量の多

を満たすことにはつながっていない。 豊かな食生活と

い品種が求められている。

は、依然として素材から調理した内食である。素材や

中食業界の主要５団体で構成する国産米使用推進団

商品の販売を通じて、今後も理想とするライフスタイル

体協議会は、
「複数年産米コメ市場」の設立に向けて、

や豊かな食事の時間、空間の実現をサポートするサー

９月12日説明会を開いた。 概要を見ると、
「設立の目的

ビス提供がスーパーマーケットには期待されている。

は、国産米の需要拡大、生産者の販売先の確保と実需

（ 抜粋）」と記している。

者の原料米安定調達先の確保、マーケットニーズを起点
にし需給を反映した公正で透明性の高い価格形成の構

７

．業務用米300万ｔ強の対応はいかに

38

築など。構成員は、大規模生産者（水稲作付面積30ha
以上）
、ＪＡ、集荷業者、中・外食業者、食品メーカー

中・外食向けの業務用米は、 前述のとおり米の消費

を想定 」。この仕組みが見込みどおりに機能すれば、

量の約３割を占めるとすれば、需要量は300万ｔ以上と

中・外食業界は欲しい銘柄が安定的に調達でき、生産
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者としても販路が確保できるというメリットがあると思わ

2018年度から生産調整に関わる政策が変更される。

れる。

……この環境変化のなかで産地では、 おいしい米作り

続いて、産地サイドの取り組みを見てみよう。茨城県
が育成した早生品種『ふくまる』は、業務用米として
2013年から本格普及推進されている。 開発時から中・
外食需要を視野に業務用向けとして取り組んできた品種

に奮闘している。 これが産地間の生き残り競争だけに
終わらないような取り組みが切に望まれる。
最後に、レポートの締めくくりとして、子どもたちへの
食育の視点を考えたい。

で、特性としては①『コシヒカリ』より２割程度多収、

文部科学省が公表している「回数別米飯給食実施

②炊き増えが良く、冷めても粘りがあり、食味が低下し

状況 」
（2012年５月１日現在 ）では、週に３回実施が

にくい、とのことである。業務用に主眼を置くのは非常

51.8％と半数を超え、３回以上実施学校数は94.6％に

に珍しいと思われ、動向が注目に値するのではないだろ

上る。 また、
「平成25年度学校給食における地場産物

うか。2014年９月30日付『農業協同組合新聞』は、
「米

及び国産食材の活用状況調査結果の概要」を見ると、

産地の新たな挑戦 支える販売戦略」と題して、ＪＡ茨

全国平均で、地場産物：25.8％、国産食材：77.1％とい

城みなみの現地レポートを報じている。
『ふくまる』の生

うことである。今後、食べる量が増えていく子どもたち

産を本格化し、2014年産は93haに拡大した。業務用需

に対して、給食は格好の食育の場であろう。食事のおい

要と安定契約（2013年産から回転寿司チェーン店「スシ

しさ、ご飯のおいしさをぜひ伝えたい。地域の状況、予

ロー」
）を実現している。2014年９月22日付『日経流通

算、運営方法などの制約が種々考えられるが、できる限

新聞』では、今秋以降、ブランド認知度を高めようと一

り地元のおいしい米を含めた食材を使って提供したいも

般消費者向けにも販売する計画で、 ふくまる推進協議

のである。食育が大切なのは、子どものころ感じたおい

会では栽培技術の確立に取り組むと報じている。

しさや身に付いた習慣は忘れず、そして変わらないと思

また、2014年10月１日に全農パールライス（株）が誕

われるからである。反面、おいしくなかったら嫌いにな

生した。 家庭用米の取り扱いが多い東日本と業務用の

る。当所調査では、牛乳の嫌いな理由として、昔給食

取り扱いが多い西日本のそれぞれの強みを発揮していく

で飲んでおいしくなかったからとの回答が少なからず

とのことであり、 まさしく、 米の消費拡大のポイントで

あった。ぜひ、子どもたちの胃袋を快く刺激したいもの

あろう。特に、家庭消費用とともに消費量の３割以上を

である。

占める業務用需要にいかに対応するかが焦点だと思わ

また、 子どもたちの親である子育て世代の役割も欠

れる。これが、ひいては生産者の経営安定や担い手対

かせない。 図９のとおり、 家庭で炊飯した米の食数を

策の一助となろう。

増やしたい理由として、
「健康のため」を30代で21.7％、

米の消費量として無視できない数量の業務用米に対

40代で36.4％が挙げている。 一定の意識はあると思わ

し、産地、中・外食業界や流通サイド、ともにより的確

れるが、健全な食生活に関わる啓蒙は一層必要であろ

な対応が求められよう。高年齢者層が一定のユーザー

う。

となり、 今後一層増加が見込まれることから、 量的な

2014年８月25日付『日本農業新聞』の論説では、
「米

確保とともに質的（おいしさ）向上が望まれる。消費者

の消費拡大 魅力引き出し伝えよう」と題し、
「米を取り

は中・外食にまず手軽さ、簡便さを求めるが、料理とと

入れた食生活に戻すには一筋縄ではいかない。消費拡

もにご飯のおいしさも選択肢の１つになるのではないだ

大のＰＲだけで消費者は動かない。産学官民が連携し

ろうか。

子どもに伝えるだけでなく、育てる親に米を食べるたの
しさや米食の効能を伝え、 意識を変えていかなければ

８

ならない。待ったなしだ」と結んでいる。子どもたちから

．おわりに

「ご飯おいしいね」という声をいつも聞きたいものである。

少子・高齢化が進む。米の消費量は縮小していく。
【食料・農業・農村】Web調査／おいしいご飯をおいしく食べよう！
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小さなＪＡの大きな挑戦
－－ＪＡあしきたが実践する、
地域に新たな価値を生み出す「６次産業化」
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

お

がわ

り

え

小川 理恵

そのような狭小な農地であっても、温暖多雨な気候と

．はじめに

丘陵の傾斜を利用した果樹栽培によって、効果的な農

政府主導による一方的なＪＡ改革が叫ばれている。

業生産を可能にしてきた。 なかでも、あしきたの名を

その是非はともかくとして、いま一度「ＪＡの役割とは

全国に知らしめるブランドとして名高いのがデコポンで

何か」という問いに真剣に向き合うべきときが来ている

ある。 古くから当地で栽培されてきた甘夏の次世代の

のは間違いない。その問いに対する答えの１つとなるの

柑 橘として、1991年に導入されたデコポンは、現在で

が、農を中心とした地域経済をＪＡがいかに構築して

は全国でもトップクラスの生産を誇る。

いくか、という視点ではないだろうか。
地域にある資源を基に、地域に経済を呼び起こし、

かんきつ

その他に、辛みの少ない生食用のタマネギ「サラた
まちゃん」や、あしきた牛など、

そこで得た富をいかに地域に還元するか。 そこであら

当地は特徴ある産地としてこ

ためて注目したいのが「６次産業化」というキーワード

れまで発展してきた経緯

である。

がある。

ＪＡの６次産業化の分野では、その特徴的な取り組
みのトップランナーとして、熊本県にあるＪＡあしきたの
実践が挙げられる。当ＪＡでは「６次産業化はＪＡ事業
そのもの」というコンセプトの下、
「デコポン」や「サラ
たまちゃん」といった、地域農産物のブランド化を図り
つつ、さらにそれらを原材料とした加工事業で、地域
農業の再生と振興を実現させている。本稿のタイトル
「小さなＪＡの大きな挑戦 」とは、当ＪＡが熊本県下で
規模が一番小さいＪＡであることから、ＪＡあしきたが
掲げる合言葉だ。
小さなＪＡの大きな挑戦とはどのようなものなのか。
早速紹介することにしたい。

２

しかし、農産物が輸入自由化の時代を迎える一方、

．なぜ６次産業化に取り組むのか

40

生食用のタマネギ「サラたまちゃん」

し ら ぬ い

卸売市場では、量販店が主導する予約相対取引が中
心となり、価格形成の仕組みは大きく変化した。 農産

入り江の多い八代海（別称不知火海）に面したＪＡあ

物価格が低迷・不安定となるなか、青果物をただ生産

しきたの管内は、リアス式の丘陵地帯が海岸線まで接

し、市場に出荷するだけでは、大量生産が難しい当地

近しており、平地が極端に少ない地形である。しかし、

においては、農業経営が極めて困難な状況となった。
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そこで、そのような事態から抜け出すために、地域
の農業者とＪＡ、行政、さらには地域の企業などとの協

そして国内の農業振興につながる重要な取り組みなん
です」と話す。

力連携の下、新しい農業生産モデルとして、６次産業

デコポンの重点的な加工化のため、ＪＡあしきたで

化が不可欠であると考えた。 それが当ＪＡにおける６

は、2013年９月にゼリー工場を設立、 デコポンゼリー

次産業化取り組みへのスタンスである。

を中心に、１日に２万個以上のゼリーやプリンなどのデ

そもそも、ＪＡあしきたでは、1950（昭和25）年か

ザート商品を製造している。また、こちらの工場では、

ら2007（平成19）年まで、
「ＪＡマークの組合麺」とい

自主商品に加えて、 他地域のＪＡや企業からのOＥM

う乾麺を、独自に製造・販売してきた歴史があり、これ

（相手先のブランド名で製造すること）も引き受け、工

が当ＪＡにおける６次産業化の原点にもなっている。

場稼働率を高めている。

組合麺の製造・ 販売の経験から、地元の原料で加工

ＪＡあしきたの加工品の年間売り上げは、約８億円

し、域外から利益を獲得する、という流れができ、ノ

だが、そのうちデコポンなどのゼリー関係が半分に当

ウハウも蓄積されていた。ＪＡあしきたでは、そのノウ

たる約４億円を占めている。生産が拡大した分を加工

ハウをさらに昇華させた、当ＪＡ独自の６次産業化モデ

原料とすることで、加工事業全体の拡大も可能となっ

ルを構築しつつある。

ている。

３

しかし、旬の農産物を高値で買い取れば、加工にか
．栽培体系を見直し、旬の農産物を加工原料に

６次産業化の１つの柱として、ＪＡあしきたが積極的

かるコストが自ずと高くなってしまう。販売価格に影響
はないのだろうか。 組合長の答えはいたってシンプル
だ。

に取り組んでいるのが、栽培体系の見直しである。 農

「できるだけ低コストにという考え方ではなく、高品

産物を高値で販売するためには促成栽培を勧めるのが

質の加工品を作る。コストを掛けた分だけ高く売る努

一般的であるが、ＪＡあしきたでは、普通栽培により

力をすればいいんです」

旬の農産物の生産を拡大することに力を入れている。

たとえ加工品でも、旬の材料で作った方がよりおいし

農産物が一番おいしく機能性も高い時期に、集中して

い。当たり前のようでいて気付かなかった、新たな付加

生産し出荷することで、地域の特産品としてのブランド

価値を価格に反映させる。デコポンゼリーは、贈答用

価値を高めるというものだ。 しかし一方で、旬の時期

として全国ネットでも高値で販売される、大人気商品と

にまとめて出荷すれば卸売市場では安値で取引されて

なっている。

しまい、結果として農家の手取りが低くなりかねない。
そこで、ＪＡあしきたでは、大量に生産された旬の農産
物の一部を、加工原料として適切な価格で買い取るシ
ステムを構築している。
デコポンの場合、一般的な買い取り価格の２倍から
３倍で、ＪＡが規格品外を買い取る。買い取ったデコ
ポンは、 ＪＡあしきたの主力商品である「デコポンゼ
リー」など、加工品の原材料として利用する。
ＪＡあしきたの高峰博美組合長は「食品メーカーに
よる加工品の原料の多くは輸入農産物に頼っています。
そこで、加工品の原料として旬の国産農産物の供給を
拡大していくことは、消費者が求める、安全・安心の

ＪＡあしきたの主力商品である「デコポンゼリー」

基礎になるとともに、輸入農産物の依存からの脱却、

は 2011 年のモンドセレクションで銀賞を受賞
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４

プロの仕事はプロに任せるーー農産物直販
．
ネットワーク協議会

一方、農業の６次産業化で課題となっているのが、

者に加工を委託する、つまり専門分野はその道のプロ
にお任せするんです。そして、加工業者の販売網を利
用して販売拡大をしていく。
『ネットワーク協議会』は、

２次産業、３次産業の企業が主導権を持ち、１次産業

１次産業が単なる原料供給者に終わらない、１次産業

である農業分野が、単なる原料供給者にとどまってし

主導による６次産業化の１つのモデルだと思います」

まうケースが多発していることである。またＪＡが、６
ひょうぼう

（高峰組合長）

次産業化を標 榜するあまりに、加工施設などの整備に

ＪＡあしきたでは、ゼリー、製茶、精米については自

過剰な投資をしたり、ノウハウの薄い販売事業に手を

主工場も稼働させているが、それ以外の主だった加工

出し、その結果余分なリスクを負うケースもある。

品については、外部の業者に委託をして加工を行って

しかし、その問題を見事にクリアしているのが、ＪＡ

いる。ネットワーク協議会を基軸として、これまでにＪ

あしきた独自の農商工連携システム「ＪＡあしきた農産

Ａあしきたが開発・販売した加工品は、実に330アイテ

物直販ネットワーク協議会」
（以下、ネットワーク協議

ムに上っているそうだ。

会）である。
このネットワーク協議会は、
「プロの仕事はプロに任
せる」というコンセプトの下、地元の２次産業、３次産
業と、ＪＡ・ＪＡ組合員とがコラボレーションして行う
新たな６次産業化の形である。
ＪＡとネットワーク協議会とで新商品を開発したら、
ＪＡが提供する原材料を地元の加工業者に購入しても
らい、加工業者が製品化を行う。そして出来上がった
製品をＪＡが買い取り、加工業者が持っている販売網
を利用して、流通に乗せる。加工を専門の業者に委託
するため、ＪＡが過剰な施設を持つ必要がなく、ＪＡの
固定比率は悪化しない。また、ＪＡと地元の企業とが
コラボレーションすることで、そこに新たな経済効果や
雇用機会が生まれ、地域活性化も促進される。
2008年に発足したこのネットワーク協議会には、地
元の加工業者・流通業者を中心に、熊本県内のみなら
ず県外のＪＡグループや行政、メーカー、小売店、マス
コミなど、現在では125の団体、個人が加入している。
ＪＡあしきたの商品開発や販路開拓を協同で行う他、
消費動向などの情報を得る貴重なル ートにもなってい
る。
「１次産業は原料を持っている、これは一番の強み
です。 だから、それを武器にして２次産業、３次産業
に果敢に参入していくことが必要です。しかしノウハウ
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５

「地産地消＋α 」で日常に寄り添う農産物直
．
売所「でこぽん」

もないところに過剰な投資を行えば、結果として赤字

ＪＡあしきたのファーマーズマーケット「でこぽん」

を背負い込むことになりかねません。そのリスクを避け

は、Ａコープの延長線上にできた店舗である。コンセプ

るために、ノウハウも施設もすでに持っている地元の業

トは「日常性」だ。
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ファーマーズマーケットというと、品揃えが地元産の
農産物に限定されているために、顧客が「新鮮な野菜
購入 」という目的に特化している場合や、月に数度、
多くて週に１度訪れる、いわば「観光地化」しているこ
とが少なくない。しかし「でこぽん」が目標とするのは、
単なる農産物直売所にとどまらない、 地域に暮らす
人々の日常に寄り添える、スーパーマーケットとしての
機能も兼ね備えた店舗づくりである。
そのため、新鮮な地場産の農産物や加工品はもちろ
んのこと、鮮魚・精肉については専門のテナントを入れ、
乳製品や総菜にも力を注ぐなどして汎用性を高め、リ
ピーター率の向上を目指している。

店内には、地元の農産物や加工品の他、日用品も豊富に並ぶ

ることは間違いない。しかし、そこにスーパーマーケッ
トの機能を持たせ、鮮魚や精肉、乳製品などの日用品
の他、この地域では手に入りにくい他産地の特産品や
加工品を、全国各地から豊富に取り揃えることで、顧
客満足度は高まり、集客力がアップして、結果として地
域の農業者の所得向上も促されている。
「でこぽん」では、リピーター獲得のために会員制度
を取り入れており、会員特典として売れ筋商品の特別
割引を行うなど、会員サ ービスに力を入れている。 現
在のところ、来場者数全体の約６割は会員で、顧客と

ポップなロゴが目印の「でこぽん」

して定着しているそうだ。一般客の客単価は1900円か

「これまでの農産物直売所は『地産地消 』
・
『安全・

ら2000円だが、 会員の客単価は2200円と高く、会員

安心』だけでよかった。しかしそれだけでは、お客さま

獲得はそのまま売り上げ向上につながっている。
「でこ

のレベルについていかれなくなったと感じています。そ

ぽん」の2013年度の売上高は約９億8000万円に上っ

こで『でこぽん』が目標とするのは、
『地産地消＋α』
。

ている。

地元の農産物や加工品を大切にしながら、日用品や県
内外の特産品なども豊富に取り揃えて、地域に暮らす
人々が満足できる店、毎日仕事の帰りに寄ってくださる
店を目指しています」
（ＪＡあしきたファーマーズマー
ケットでこぽん

馬場秀男店長）

「でこぽん」では、新鮮な取れたての農産物やＪＡあ
しきたの加工品をもれなく扱う一方で、必ずしも地場
産にこだわることなく、県内外の農産物や加工品など
も多彩に揃えている。 筆者が取材に伺ったときには、
東北地方のＪＡからサクランボが入荷していて、買い物
に訪れていた近所の方がさっそく手に取っていた。
この「でこぽん」が地域の農業者にとって大切な出
荷場所であり、それが生産者の所得獲得に直結してい

会員特典はかなり高い割引率が設定されている
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６

．
「でこぽん」は新商品のマーケティングの場

一方この「でこぽん」は、ＪＡあしきたが積極的な商
品開発を行う上でも、重要な役割を果たしている。
まず１つ目は、開発した加工品を売る場としての役
割だ。
「でこぽん」が、加工品の重点販売先として確立

７

．ＪＡあしきた「丸ごと販売システム」

徹底したマーケティングに裏打ちされた積極的な商
品開発を行う一方で、ＪＡあしきたでは、販売方法にも
工夫をこらしている。 それがＪＡあしきた「丸ごと販売
システム」である。

されていることは、ネットワーク協議会の加入企業など

せっかく開発した加工品を、どこにどのように売った

にとって大きな魅力であり、連携を実現させる上での安

ら最も効果的なのかを考えたとき、一番の近道が、こ

心材料となっている。
「でこぽん」が設立されたのは

れまで何十年もつきあってきた市場を生かすことである。

2009年であるが、それ以来、ネットワーク協議会に加

そこで、例えばそれまで青果のデコポンだけを卸して

わった団体数、誕生した商品数ともに急増しているとい

いた市場に、デコポンと、デコポンゼリーやポン酢など

注）

う 。

の加工品をセットで販売することとしたのである。

そして２つ目として注目すべきなのが、
「でこぽん」

このＪＡあしきた丸ごと販売システムが可能となった

が商品開発における重要なマーケティングの場になっ

のは、青果のデコポンが卸売市場にとって販売力のあ

ているということである。ＪＡあしきたで新たに加工品

るブランドとしてすでに確立されていたからであり、そ

を開発した場合、いきなり市場に打って出ずに、まずは

の強みを生かして地域発の加工品をセットで販売する

この「でこぽん」で宣伝・試作販売してみる。そして顧

というアイデアは、東京青果（株）や築地市場などで実

客の反応を見た上で、実際に商品化し生産するかどう

現し、今順調に定着しつつあるそうだ。

かを判断するのだ。これまでの経験上「でこぽん」で

しかし一方で、いくらデコポンにブランド力があって

評判がよければ、間違いなく売れる商品になるという。

も、組み合わせる加工品に魅力がなければ、このシス

このように「でこぽん」は、①地産地消の農産物直

テムは長続きしない。 そこで意味を持つのが、ＪＡあ

売所、②日常に寄り添うスーパーマーケット、③加工

しきたの加工姿勢、つまり、おいしい旬の材料でおい

品の重点販売先、さらに、④商品開発を裏付けるマー

しい加工品を作る、というこだわりではないだろうか。

ケティングの場、の４つの機能を兼ね備えているといえ

残り物の農産物を加工に回すのではなく、一番味の

る。農業者と地域に暮らす人々に寄り添いながら、ＪＡ

乗った旬の原材料で加工をすることの意義が、このＪＡ

あしきたの商品開発を支え、連携先とのタッグをより強

あしきた丸ごと販売システムにも生かされているといえ

固なものにする役割を果たしている。

る。
ＪＡあしきたでは、デコポンの他にも、
「サラたまちゃ
ん」と、
「サラたまちゃんドレッシング」など、青果と、
それを原材料とした加工品の組み合わせで、販売力の
向上を実現させている。

注 ）大西千絵「ＪＡあしきたにおける農商工連携と製品開発 」斎藤
修・松岡公明編著『ＪＡのフードシステム戦略』農文協、2013年、
227 〜 228ページ参照。加工業者への聞き取り調査によると、
「で
こぽん」が設立されたことによって、試験販売や販売先の確保が容
易になったことから、積極的にＪＡあしきたと連携するようになっ
出荷者の笑顔がまぶしい
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８

．おわりにーー小さなＪＡの大きな挑戦

と動機を持っている組織はＪＡ以外にはあり得ません。
逆にいえば、そこにＪＡグループとしての一番の強みが

ＪＡあしきたでは、耕作放棄地をなくし、地域農業

あるのです。 ＪＡあしきたは、６次産業化を軸に、 総

の振興を図るためには、ＪＡが独自の生産圃 場を運営

合ＪＡとしての機能をさらに発揮していきます」
（高峰組

することも重要であると考え、2010年に（株）それいゆ

合長）

ほ じょう

アグリを設立した。高峰組合長が代表取締役を務める

小さなＪＡの大きな挑戦はこれからも続く。

それいゆアグリでは、受委託作業から農業生産販売ま
でを一括して行っており、
「サラたまちゃん」など、地域
の特産物の増産に取り組んでいる。
また、2011年には、ＪＡあしきたコンビニ（株）も新
たに立ち上げ、
（株）セブン－イレブン・ジャパンとの連
携の下、現在６店舗の直営コンビニエンスストアを営業
している。 このコンビニエンスストアは、24時間営業
の強みを生かし、移動販売やＪＡあしきたの御用聞き
事業「らいふサポーター事業」の拠点としても機能して
おり、地域のキーステーションとして位置付けられてい
る。
高峰組合長が今温めているのが「芦北フードバレー
構想」である。
「食と農」をモチーフに、ＪＡ・農業者
と行政、地元企業とのより強い連携の下、地域農業を

毎朝行われる「でこぽん」の朝礼では、各売り場のリーダーがその
日の目標を発表する。気持ちのいい場面

再生し、地域全体を活性化させるというもので、 その
真ん中に位置するのがＪＡだ。
「ＪＡには、地域の農家
を守ることと、地元の雇用を創出することの２つが課せ
もう

られています。ＪＡの事業には儲かる事業と、どうやっ
ても儲からない事業がある。でも、その儲からない事
業こそが地域に暮らす人々には必要なこともあります。
ならば、その儲からない事業を儲かる事業で穴埋めし
ていけばいい。そこには、地域ごとに特性を生かした、
身の丈に合ったアイデアが必要で、それが、ＪＡあしき
たにおける６次産業化という農業システムなんです」
（高峰組合長）
ＪＡあしきたが取り組む６次産業化とは、ＪＡや農業
者サイドだけではなく、加工業者、販売業者が、それ
ぞれの持つ経営資源と能力をいかんなく発揮・連携す
ることによって、地域に「新たな価値」を生み出す取り
組みである。 新たな価値とは、 加工品であり、 販売
ルートであり、経営の向上であり、そして雇用・就業機
会である。
「地域包括ということでいえば、これだけのノウハウ
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食育ソムリエＮＯＷ

フードシステムでの食育活動の
可能性と今後の展開について
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

か

と う

み

き

加藤 美紀

はじめに
食育とは、単に摂取カロリーや栄養バランスに気を付
けた正しい食事スキルを身に付けるだけではない。食材
を通して農業や生産者のこと、 食文化を知り、 心豊か
な食生活を実現することも含めるものだ。 高度化、 複
雑化により分断してしまった農と食の２つの世界を食育
がつなぎ、 食材を通して農業や生産者、 食文化を伝え
ることこそこれからの時代に求められる活動といえる。
一方、農産物直売所が全国各地に広がり、消費者は

いういでたちの一団がいた。

地域の新鮮で安心な農産物を購入する機会を得ること

第１回の食育プログラム参

ができた。農産物直売所は、消費者との交流拠点とし

加者たちである。

て期待を集めているが、現状では地場食材を販売する

今回の食育プログラムは、

機能を発揮するのみにとどまっている。 消費者の地場

ニンジンの間引き作業であ

食材への関心を地域や農業、生産者にまで広げるには

る。 バスに乗り込み、農産

何が必要なのか。 ＪＡ千葉みらいとＪＡ静岡市では、

物直売所へニンジンを出荷

個々に行われている栄養面での食育、 料理する視点で

する生産者の嶌田氏の圃場

の食育、生産面での食育をフードシステムという一連の

へと向かった。 千葉市とい

つながりのなかで効率的・ 効果的に実践することで消

えば政令指定都市であり、都市近郊というイメージが

費者との連携を強化し、食文化や主体的な経済活動を

強いが、車を30分も走らせると、自然豊かな農地が広

地域に取り戻そうとする取り組みが行われている。

がる地域へと行くことができる。 参加者からも千葉市

本報告では、 こうした先進的な食育の取り組みを紹

ほ じょう

にこういう場所があるとは知らなかったという声が聞こ

介し、 地域や農業の活性化につながる食育活動のあり

えてくる。バスを降りると嶌田氏がお出迎えしてくれた。

方について考えてみたい。

圃場前の農道には嶌田氏の軽トラックが止まり、 荷台
には水の入った大きなタンクが載っていた。圃場で汚れ

① ＪＡ千葉みらい「しょいか〜ご」の取り組み
ＪＡ千葉みらい「しょいか～ご」は、今年９月から４回
にわたり特産のニンジンをキーフーズにした食育プログ

46

た手や長靴の泥を洗うためにという嶌田氏の心遣いが
とてもうれしい。農作業の傍ら、受け入れのためにい
ろいろ準備してくださったことに頭が下がる。

ラムを企画している。 すべてのプログラムに参加した人

圃場に入る前に食育ソムリエの資格を持つ直売所の

はニンジンの生産方法から流通、加工、消費までの一

店長からニンジン栽培の方法や種類などの講義を受け

連の流れを学習できる内容となっている。９月中旬の朝

る。 教室で話を聞くより畑で受ける青空授業はとても

10時、 買い物客でにぎわう店舗に長靴に日よけ帽子と

楽しいから不思議なものである。教育教材も写真など
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を使ってとても分かりやすいように作られている。 ＪＡ
千葉みらいでは小学校の出張授業などにも対応するた
め、自分たちで資料を作り、楽しく地域農業を知っても
らえるようカリキュラムのストックがされているそうだ。
次に、 嶌田氏から本日の農作業について説明を受け
る。農作業の中身は小さな苗を引っこ抜くという単純な
うね

ものであるにもかかわらず、参加者は汗を拭き拭き畝の
最後まで楽しそうに作業を進めていた。土に触れること
や、 いろいろな人と話しながらする作業は働くこと本来
のうれしさや楽しさを実感させてくれるのかもしれない。

く風が気持ち良いことなどは圃場に行かなくては分から

間引き作業が終わると、嶌田氏のお宅におじゃまさせて

ない感覚である。また、石原社長自らがレクチャーして

いただけるという素敵な提案があった。 参加者が農道

入れたお茶の試飲会も好評であった。良質の茶葉で丁

を歩くこと5分、大きな農家のご自宅へ到着した。 コン

寧に入れたお茶は味わったことのない甘みがあり、多く

テナと大きな板の即席テーブルには、新米のおにぎり、

の参加者から驚きの声が上がった。 お茶は農産物と違

旬の野菜のお料理が並んでいた。参加者は故郷の実家

い、 加工された形で消費者の手に届くものである。 加

を訪れたような感覚と、農家の食卓を味わえるという経

工前の形が見えにくい商品だけに、 生産から加工、 流

験に感動していたようだ。 生産の現場を知り、 農家や

通、 消費までを丁寧に伝えることが重要となってくる。

農業の価値を理解することが、生産者と消費者のより良

こうした食育がお茶の魅力を引き出し、新たなニーズを

い関係づくりにつながることは間違いない。

生むことにつながるはずだ。

② ＪＡ静岡市「茶業センター」の取り組み

食育を通して生産者と消費者の連携強化に向けて

ＪＡ静岡市でも10月より４回の食育プログラムを企画

効果的な食育活動のポイントは、 生産者の思いを上

している。キーフーズはお茶。近年、消費量が低下傾

手に引き出し、消費者が興味を持つ形で情報を伝える

向にあり、かつペットボトルの普及により家庭で急須を

橋渡し役をＪＡ担当者が担っていることにある。また、

使ってお茶を飲む機会が減少していることから、ＪＡ静

食材とともに、 地域、 生産者、 農業の情報を食育とし

岡市 「茶業センター」が食育プログラムを考えたもので

て伝えていることも重要である。まさにＪＡにしかできな

ある。本物のおいしさや正しいお茶の入れ方を伝えるこ

い食育活動といえる。

と、 生産からお茶になるまでの工程、 さらにお茶畑の
景観を１つの価値として伝えるという内容である。

フードシステムでの食育活動は消費者の意識を大きく
変え、食だけでなく農業や環境などへと関心を広げるこ

第１回は茶畑の散策と秋摘み新茶の収穫体験を実

とが期待できる。加えて、生産者にとっても消費者の反

施した。 約15人の参加者が、 午後１時にＪＡ直営の直

応をじかに知ることができるので、 食文化や農業、 環

売所に集合し、バスに乗り約30分で茶畑に到着した。

境の価値を再発見できるようだ。食や農業に関する問題

農業生産法人ネクトの圃場をお借りしたお茶のワーク

意識の共有と問題解決に向けた取り組みを消費者と構

ショップが行われた。 ネクトの石原社長から秋に摘む

築できるフードシステムでの食育をぜひみなさんの地域

新茶の特徴や摘み方を教えてもらい、 参加者はお茶の

でもすすめてほしい。 消費者による地域支援型農業が

木や葉に直接触れながら新茶の収穫を楽しんだ。茶畑

国内外で注目されている今、 食育をツールに“食 ”と

で新茶を収穫後、 お茶が荒茶になるまでの工程を見学

“農”をつなぐ活動に期待したい。

した。 お茶の花がきれいなこと、 お茶には丸い堅い実
がつくこと（これがまた、とてつもなく苦い）
、茶畑に吹
【食育ソムリエNOW】
フードシステムでの食育活動の可能性と今後の展開について
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ＪＣ総研 第34回・第35回
公開研究会（記録）
ＪＣ総研 協同組合研究部

当研究所では『協同組合研究誌 にじ』の特集企
画と連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換

（ＪＣ総研主任研究員）の３人の方から報告をいただ
きました。

する場として公開研究会を開催しています。 第34回
は「今、協同組合はどのようなアイデンティティの確

１．「生協運動の新しい発展段階を期待して～同質

立を求められているか－事業環境や経営基盤の変化

化競争次元から固有価値創造型の生協運動への

のもとでの協同組合運動の展望－」を、 第35回は

段階へ！」 兼子厚之氏（＜特非＞地域と協同の研

「今、 協同組合はどのようなアイデンティティの確立

究センター理事）

を求められているか？～事業の合理化・効率化、大
規模化等のもとでの協同組合の存在価値～」をテー

バブル経済破綻以降の日本社会は「失われた20

マに三重大学招へい教授の石田正昭氏を座長として

年」といわれるが、私は「暮らしと地域社会を壊して

2014年９月13日と10月13日の２回にわたって公開研

きた20年」だと捉えている。生協運動はこの壊され

究会（会場：明治大学）を開催しました。 今号では

た社会、人間疎外の現実にどう向き合い、健全で人

その概要を紹介します。なお、個々の論考について

間らしい暮らしと社会をどう創造するのか、その存

は当研究所発行の研究誌『にじ』冬号（12月15日発

在価値が問われている。１つには、コミュニティーと

行予定）に掲載されていますので、そちらをご覧くだ

しての存在価値である。 ときにはおせっかいも必要

さい。

であり、地域社会のなかで生かされている生協として、
地域社会の人々と、
「共に何ができるか」を探し合う
ような視点が大切である。
「オルガナイザー型・場の
第34回公開研究会

提供型」から「共感型・参画型」への転換が求めら
れている。 ２つ目としては、日本型食生活の変容の

第34回公開研究会では、 ①「生協運動の新しい

なかで、ライフステ ージ階層ごとの潜在化する願い

発展段階を期待して～同質化競争次元から固有価値

（安全、健康、環境、自己実現など）を顕在化させ

創造型の生協運動への段階へ！」兼子厚之氏（＜特
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現実化することだ。

非＞地域と協同の研究センター理事 ）、 ②「組合員

今と未来の生協運動に問われていることは、競争

参加型の組織・事業運営をどう創りあげるか～ＪＡ

反応型の同質化競争次元を超えて固有の価値創造

ぎふの『支店運営ビジョン』の策定・実践から学ぶ

へ転換することだ。生協は競争反応型を超えないと

～」西井賢悟氏（＜一社＞長野県農協地域開発機構

いけない。競争反応型は競争相手をベンチマークし

主任研究員）、 ③「何故、 今、
『班仕分け』 の復活

て、キャッチアップして終わりだが、組合員の願いに

か～生協しまねの実験は何をめざすのか～」小林 元

立つと、これは際限がないほど深い。 つまり、際限
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のない豊かな価値形成の営みが求められる。 具体

まくいかない」という組合長の方針の下、2010年度よ

的には、公正な等価交換価値を満たす適正価格の

り支店別の「支店運営ビジョン」を導入し、支店運営

実現、安全、健康、環境、自然を守る、福祉の願い

委員会を通じた組合員参加の下で地域独自の活動を

に応える、など、消費起点の願いをカタチとする商品

追求し、併せて支店の体制を強化した。 具体的に

開発が求められる。

は、50支店を12にグループ化し、統括支店長を置い

こうした主体的な創造性を引き出すにはマネジメン

て、その下に営農経済次席を置いた。従来から各支

トの革新が求められる。マネジメントは人の支配・

店に配置していた営農経済担当をサポートする体制

統制・制御・管理ではない。マネジメントは活かす

だ。

（＝生かす）という意味だ。人は管理するのではなく

かねてより支店運営委員会を設置していたが、事

て活かす存在であるということを理解すべきだ。 一

業の推進確認の場、組合員の不満や意見などを聴く

番大事なことは人を見る人間観であり、材料の人材

場となっていた。 支店運営委員会を設置して３年目

ではなくて宝として見てもらいたいと思う。

の2010年度より、支店運営ビジョンを導入した。ビ
ジョン設定に関しては、支店長が率先して支店運営

２．
「組合員参加型の組織・事業運営をどう創りあ

ビジョンの取りまとめに当たること、その際に①支店

げるか～ＪＡぎふの『支店運営ビジョン』の策定・

運営委員や支店職員などと相談してビジョンを決め

実践から学ぶ～」西井賢悟氏（＜一社＞長野県農

ること、②取りまとめたビジョンは第１回の委員会で

協地域開発機構主任研究員）

報告し、組合員にも周知を図ること、 ③ビジョンの
内容は「組織基盤の拡充 」
「地域農業の振興」
「支

ＪＡぎふでは「ＪＡの使命はコミュニティーを支え
ること、地域性を考慮しない金太郎飴の運営ではう

店事業活動」の３項目とした。３項目に分けたのは、
現場が知恵を出しやすくするためで、現在は自由に
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項目を設定している。各支店では支店運営ビジョン

なか、2009年度に３人の班による班別仕分けの実

に基づき、女性部との協力による花かざり運動、青

験が行われた。

年部を対象とする婚活活動、園芸塾の開催、資産管

10班で実験を行い、５カ月間の実験終了後も80％

理研究会での遺言信託セミナーの開催などさまざま

の班が継続している。班は生協にとってのみならず、

な活動に取り組んでいる。

今のような社会にあっては、 組合員や地域にとって、

支店運営委員会は、地域に残る規範、地域とＪＡ

さまざまな意味がありそうだ。 組合員の安心感につ

との一体感を制度化したものである。また、支店運

ながっており、 地域のつながりや協同を育む場に

営ビジョンの意義は、職員が組織活動（地域活動）

なっているということだ。生協しまねの取り組みから

に関わる動機付けになっており、事業面での下地づ

次の２点を課題提起したい。

くりにつながるものだといえよう。

１点目は、今、ＪＡでは支店協同活動を重点課題
として取り組んでいるが、ＪＡが組合員に対して一方

３．
「何故、 今、
『班仕分け』の復活か～生協しま

通行であったり、１人ずつ囲い込み化していくような

ねの実験は何をめざすのか～」小林 元（ＪＣ総研

ところも見られる。ところが生協しまねは、つながり

主任研究員）

を応援していく。 人に刺さってはいかず、人同士の
つながりを支える仕組みを追求している。 つながり
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生協しまねは、店舗を持たない生協として1984年

をサポートすることで協同というものを創り出してい

に発足した。班の体制は当初7世帯であったが、６

る。また、運動と事業はトレードオフということでは

人、５人と減少していき、その後、職場班、無人班

なくて、運動から発展していって、事業化していく。

が増加し、2002年度に個配が開始された。このよう

意識していないと事業は遊離していって、そのままに

に生協しまねを含め、多くの生協で個配にシフトする

しておくと完全資本化してしまう。 これをどうやって
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地域に協同を埋め戻していくか、協同組合はこの揺

島根県飯石森林組合は、 島根県東部の広島県と

らぎをずっと続けていく組織である。 この協同の埋

の県境の自治体である雲南市の一部と飯南町を管

め戻しを意識的に生協もＪＡもやってきているし、協

内としている。旧５森林組合の合併により1989年に

同の埋め戻しを延々とやり続けるのが協同組合だと

誕生した。 正組合員4122人、 准組合員３人、11億

考えている。

円超の収益を挙げ、単年度最終損益は1.4億円の黒

２点目は、 協同組合における地域とは何かという

字である。合併後収益は減少してきたが、円安によ

ことだ。ＪＡで地域の範域というのは、村であり、産

る輸入木材の抑制、住宅着工数の回復、再生可能

地であり、支所であり、いわば領土を持っているが、

エネルギーの影響で、近年の収益は安定している。

生協では、エリアとか支所とか班もあるが、
「おしゃ

職員数は全部で131人である。

べりパーティー」など組合員の集まる場も地域だと

日本では、 戦後、 木材需要の急増を背景に、 杉、

いっている。近隣共同体とか隣人共同体という言い

檜ばかりを植えた。ところが、木材の輸入自由化に

方をし、それが地域だといっている。 これから地域

より輸入材が増え、木材の自給率は一時20％を割っ

創生の議論が出てくるが、生協しまねの班の形から、

た。エネルギー革命もあって林業は縮小、かつて全

つながりのありよう、協同というものを真摯に捉えて

国に44万人いたとされる林業従事者は５万人まで

いく、 こういった取り組みが大事なのではないかと

減っている。

考える。

しかし、 近年木材自給率は回復傾向にあり30 ％
弱まで戻っている。 林業従事者の高齢化進展も一
段落した。ただし、現在、もてはやされているのは
第35回公開研究会

自伐林業である。すなわち、森林組合に委託せず、
自ら伐採することで収益が手元に残るというものだ。

第35回公開研究会では、 ①「第一次産業に基礎
をおいた地場産業の活性化～島根県飯石森林組合

逆にいうと森林組合の意義が問われるという面があ
る。

の取り組み～」岸上光克氏（＜独＞水産大学校専任

組合長に対し、協同組合にとって社会的目的と経

講師）、 ②「欧州の協同組合銀行における協同組合

済的目的はトレードオフ関係にある、どう克服してい

のアイデンティティ」重頭ユカリ氏（＜株＞農林中金

るのか、と伺ったところ、
「トレードオフ関係とは捉

総合研究所主席研究員）の２人から報告をいただき

えていない」
「この地区では安定した雇用の場を提

ました。

供することこそが森林組合の使命であり、かつ、最

なお、 同日ご報告予定であった、 福井県立大学

も重要な経済的課題だ。 経済とは市場経済だけで

北川太一教授（テーマは「大規模化のもとで協同組

はない」と語られた。
「人が山地に住まないと林地を

合の『ガバナンス』をどう確立するか？～大規模化の

管理できない。このため、森林組合にとって、定住

論理と『組織力』問題～」）は、当日の台風による交

雇用確保、多角化、人材育成が重要」とされる。

通機関の乱れからご出席・ご報告いただけませんで

飯石森林組合の基本方針は①地域貢献型の取り

した。
『にじ』については、北川教授に予定どおりご

組みや定住雇用「地域づくり」
、 ②森林資源の充実

執筆いただきます。

と木材生産「森づくり」である。
「地域づくり」が先
に来る森林組合は珍しい。 具体的には、 森林整備

１．
「第一次産業に基礎をおいた地場産業の活性

を中心に、製材加工、木材リサイクル、菌床キノコ、

化～島根県飯石森林組合の取り組み～」 岸上光

農林産物加工を展開している。そこに住む組合員が

克氏（＜独＞水産大学校専任講師）

求めていることを展開してきたといえる。1991年に
民間の製材所を購入、1991年以降シイタケ（近年は
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マイタケさらには新しいキノコ類へとシフト）生産ハ

切にしつつ、都市との交流、Ｉターンの受け入れも進

ウスを20棟建設、1997年からは第３セクターであっ

めていくことが必要と思われる。

た農林産物加工センターの運営主体となった。
職員は、 一般職員31人の他、 工場従事者36人、

２．
「欧州の協同組合銀行における協同組合のア

ザ・モリトといわれる森林整備員が64人であり、 全

イデンティティ」 重頭ユカリ氏（＜株＞農林中金

体の80％が正職員である。誘致企業でも100人規模

総合研究所主席研究員）

の雇用にとどまり夜間勤務が半数を占めるなどの状
況が見られるなか、極めて重要な雇用の場である。

欧州の主要国には最低１つの協同組合銀行が存

ザ・モリトは週40時間労働、平均年齢43.8歳。各職

在している。 基本的には信用事業単営（例外はドイ

種間で異動もある。

ツ。１割強の組合で経済事業兼営）であり、各国内

飯石森 林組合は、1990 年代に事業を拡大し、

52

市場でのシェアは平均20％程度である。

2000年代には作業道の整備、 組合員の相談事業

国によって異なるが、一般に、ローカルバンク（単

「緑の相談室」の立ち上げ、林業普及誌の管内学校

位組合）と連合組織（地方銀行、全国銀行、全国協

への無料配布の開始など地域づくりに尽力して、 現

会、子会社群）から構成されている。単位組合はリ

在の安定期を迎えているといえる。

テール市場で総合的な金融商品を提供している。歴

農林産物加工事業のような攻めの事業と森林整

史的背景から中小企業向けや農業融資で高いシェア

備のような守りの事業の両輪をもって、 多様な組合

を持つことが多く、 余資運用は連合組織の主要業

員の受け皿であり続けること、 また、 地元雇用を大

務ではない。
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組合員制度を見ると、職業による法的制限はほと

地方金庫が負担しているが、 顧客に法的整理が必

んどなく、農業者中心に設立された経過があっても、

要になった場合を想定すると相殺されるという捉え

組合員を農業者に限定していなかったケース、制限

方もある。また、クレディ・アグリコルは、ＣＳＲ指

があったがその後緩和されたケースがある。員外利

標を公表し、 自己評価、 第三者評価を受け、 経営

用制限はほとんどない。 代表的な例外はイタリアで、

者の報酬にも連動させている。

税制優遇措置と員外利用制限がある。イタリアは憲

金融危機により、 欧州の協同組合銀行も影響を

法に協同組合の促進をうたっていることが背景にあ

受けたが、単位組合への影響は軽微、一方、全国

る。

銀行は収益が悪化した。

協同組合銀行も商業銀行とまったく同じ業務を
行っており厳しい競争を勝ち抜く必要がある。

しかし、商業銀行などに比較し影響は深刻でなく、
協同組合銀行の経営が安定していたことに注目が集

長期的に見て、欧州協同組合銀行セクターでは４

まり、 調査報告書が相次いで刊行された。 国連、

つの動きがあった。 ①協同組合銀行内部での合併

ＩＬＯも注目し、 国際協同組合年制定の背景の１つ

とグループでの一体的経営の強化（単位組合間など

になったといわれる。

の合併、商品標準化、バックオフィス業務やＩＴシ

ＥＡＣＢは、 協同組合銀行の安定性の要因を、

ステムの統合、インターネットバンキングの共同利用

①組合員が所有者というガバナンス構造、 ②組合員

など）、②再編（協同組合銀行同士の統合、協同組

ニーズへの対応という目的を持ち伝統的な仲介機能

合銀行による商業銀行・保険会社などの買収、国境

が基盤、 ③グル ープ内部の機関保証制度、 の３点

を越えた買収）、③脱協同組合化（協同組合銀行全

に整理している。

体が株式会社に転換 ）、 ④全国銀行（子会社を含
む）の株式市場への上場。

しかしその後、個別に見れば、イギリスのコーペ
ラティブバンクのように銀行経営の経験が足りない

同時に員外利用制限がないことから、顧客数に対

経営者の下で大きな問題を起こした例もあった。

して組合員数が少ない状況が目立つようになった。

欧州の協同組合銀行から学べることは、 ①協同

これらの結果として、 協同組合銀行と商業銀行との

組合の良さと経営の健全性の両立の必要性、 ②全

間の違いが薄れているといわれるようになった。 協

国銀行の果たすべき役割についての再検討、③ＣＳ

同組合のアイデンティティが問われる事態である。

Ｒの対外的な明示、 ④地域貢献活動の幅の広さ、

欧州協同組合銀行協会（ＥＡＣＢ）は協同組合と

の４点であろうと捉えている。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）には親和性がある、と
する。 もとより活発であったが、 協同組合らしさを
追求するなかで、より力点が置かれるようになった。
組合員基盤の増強を図り協同組合であることの認知
度を高めたり、組合員が参加しての地域貢献活動を
促進する動き、 金利の一部を寄付する貯蓄商品の
販売などが見られる。
特に、フランスのクレディ・アグリコルは画期的な
取り組みを行っている。経済的に困難な状況に陥っ
た人々を支援するため、 多くの地方金庫で相談所を
設置し、食料支援団体の紹介、滞納料金の交渉、
公的支援の申請サポート、 融資条件の変更、 支出
管理などの支援を行っている。相談業務の費用は各

文責：ＪＣ総研 協同組合研究部
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第１回「ＪＡフードシステム戦略セミナー」を開催しました

◎24団体、41人の参加

よびＪＡの営農・経済事業改革の前進を目的に本セ

ＪＣ総研は2014年９月５日（金）～６日（土）に、
ＪＡ全中の後援を得て、第１回「ＪＡフードシステム
戦略セミナー」を開催し、ＪＡ、ＪＡ県中央会、ＪＡ
県経済連、ＪＡ全農県本部など24団体、41人に参
加いただき、うち13人が常勤役員の方々でした。

ミナーを開催しました。
本セミナーの特徴は「実践につなげる」ことを強く
意識したことです。
本セミナ ーには、 原則として、 ＪＡなどから、 常
勤役員１人、販売事業担当幹部職員１人の計２人で
参加いただくようお願いいたしました（こうした組み

◎フードシステムの意義

合わせでない参加もお受けしました）
。また、事前に

「ＪＡグループ営農・経済革新プラン」は３つの重

参考図書（前述）の通読、事前レポートの提出をお

点戦略のうち、１つを「新たな販売事業方式の確立」

願いし、対話型討論の時間帯を設けました。いずれ

としています。

もこのセミナ ーを通じて得られた知識などを基に、

ＪＣ総研では、2011年度から２年間、
「ＪＡフード
システム研究会」を設置し、 研究セミナーを２回開

販売戦略の再構築に取り組んでいただくための工夫
です。

催するとともに、その成果を取りまとめ、
『ＪＡのフー
ドシステム戦略―販売事業の革新とチ ェ ーン構築
―』
（農文協、2013年）を発行しました。

◎ 具体的なカリキュラム
具体的なカリキュラムは次のとおりです。

フードシステム論は、産地から食料消費までの食
料供給を１つのシステムとして捉える考え方です。

《第１日》

産地・ＪＡと川中・川下の食品・関連企業は、フー

開会

ドチェーンを構築し、相互に情報を共有して、戦略的

講演Ⅰ：
「ＪＡ営農・経済事業の革新」

な提携を模索する段階に至っています。現に、提携

前ＪＣ総研理事

松岡公明

により、商品開発、需要拡大、効率化などを実現し、

（１）
「強い農業」とは何か

相互にメリットを生み出した事例が多く見られます。

（２）ＪＡ営農・経済事業の課題と方向

産地・ＪＡには、川中・川下の食品・関連産業と
の関係性を深め、自ら企画・提案する力が求められ
ています。ＪＣ総研では、農産物流通にかかる各経
済主体間の関係性を重視したフードシステム論の視

（３）マーケティングによる産地改革
（４）ＪＡ組織・事業の再構築と地域づくり、
人づくり
講演Ⅱ：
「フードシステムの戦略とはなにか」

点・アプローチは、 現在の農産物流通システムやＪ

千葉大学大学院教授

Ａの販売戦略を再構築する上で極めて有効と考えて

日本フードシステム学会会長

います。

斎藤 修

（以下、講演Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ同じく斎藤教授）
（１）なぜＪＡにフードシステムの思考が必要か

◎本セミナーの狙いと特徴
こうした問題意識の上で、農家組合員の所得増大
に向けた販売事業戦略の再編を担う人材育成、 お
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（２）我が国のフードシステムの特異性
（３）食品製造業・外食・中食（コンビニなど）
の産業と企業の経営戦略

【協同組合】第１回「ＪＡフードシステム戦略セミナー」を開催しました

（４） 流通システムの小売主導型流通システムの

講演Ⅶ：
「販売事業革新から組織革新・地域マネ

形成

ジメントへ」

（５）産地における関係性マーケティングの可能性

斎藤教授、仲野理事、松岡前理事

（６）サプライチェーンの形成と中間流通の役割

～事前レポートを踏まえ、各講師から事例紹介、

（７）サプライチェーンからバリューチェーンへ

アドバイスなど。

講演Ⅲ：
「６次産業・農商工連携によるバリュー

対話型討論：ＪＡ安房理事

チェーンの構築」

ＪＣ総研客員研究員

（１）農業生産法人の加工・販売の統合化とビジ

仲野隆三

（コーディネーター）

ネスモデル

～事前レポートを踏まえ、受講生全員で対話討

（２）６次産業化の担い手の多様化

論することで、 各ＪＡなどの実態と課題、 悩み

（３）食品・関連企業の農業支援・提携

を共有して、知識を習得するとともに、実践に

（４）ＪＡと食品・関連企業との提携

向けた意識を涵養する。

（５）バリューチェーンの構築

かんよう

閉会

（６）バリューチェーンとシステム間競争
講演Ⅳ：
「食品企業との提携と契約取引」

◎ 同内容で第２回を開催
ＪＣ総研では、2 015年１月９日（金）～ 10日（土）

ＪＡ安房理事
ＪＣ総研客員研究員

仲野隆三

に、同内容で第２回セミナーを開催予定です。

（１）需要の変化と産地の変化
（２）食品企業と契約取引の現状
（３）加工・業務用取引の基本知識

◎ 今、求められているのは現場からの自己改革
第１回セミナーでは、質疑応答の際に極めて具体

（４）食品企業と提携したＪＡ販売戦略の構築

的な課題の提起があり、講師のみならず参加者の方

（５）産地連携とＪＡ全農サプライチェーンの必要性

からアドバイスが出たり、講師の方に「本県で多くの

質疑応答とディスカッション

役職員に問題意識を共有してほしいので来県いただ
きたい」
「具体的なアドバイスを個別に欲しい」との
要望が出るなど、実践に向け意義深い場となりまし

《第２日》
講演Ⅴ：
「直売所の新たな経営戦略とバリュー

た。
規制改革会議の「意見」に端を発し、農協改革が

チェーン」
（１）直売所の地域拠点化の必要性

論じられていますが、今、求められているのは現場

（２）直売所の競争力の拡大と競争

からの自己改革です。本セミナーに多くのＪＡグルー

（３）直売所の製品開発とネットワーク

プ役職員が参加いただき、販売戦略再構築の契機

（４）直売所をめぐる組織問題

となることを期待します。

（５）直売所の担い手の多様化と地域社会の革新
講演Ⅵ：
「ブランド化戦略と知的財産管理」
（１）ＪＡの地域資源・地域ブランド管理の優位性
（２）ブランド化戦略のメリット
（３）ブランドのポジショニングの活用と戦略
（４）安全性・食味の向上とブランド管理
（５）知的財産の活用と戦略

文責：ＪＣ総研 協同組合研究部
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人事制度の運用に問題を感じていませんか？
＝ 職場の研修会などに講師を派遣します ＝
ＪＣ総研 経営相談部

人事コンサルチーム

当研究所では、人事考課や目標管理を担う管理職の方々を対象とする現地・職場での研修会や、労務管理者
研修会などに講師を派遣し、人事制度の運用改善などのお手伝いをさせていただいています。

Ⅰ．現状の問題点（当研究所調べ）
人事考課制度の問題点について、ＪＡの人
事担当者の９割が「考課者の考課結果に個
人差（バラツキ）がある」と感じています。ま
た、ほぼ２人に１人は人事考課が「人材育成・
能力開発に生かされていない」と感じており、
課題認識を持つＪＡが非常に多い実態です。
目標管理制度については、３人に２人は「数
値化が難しい部署での目標設定がうまくでき
ていない」と感じています。また、半数以上
が「職場・部門により取り組みにバラツキが
ある」と感じており、人事考課制度と同様に
課題認識を持つＪＡが多いのが実態です。
Ⅱ．講師派遣研修の内容
人事労務対応においては、①考課・面談
者がその意義と目的を正確に実践すること、
②考課・面談者間で評価基準を統一すること
が重要となります。当研究所は、これに対応
するために主に４つの分野に区別して研修対
応しています。内容は次ページのとおりです
が、ＪＡの課題を確認の上で人事労務全般、
分野を横断した総合的内容やＪＡの特定の課
題に特化した研修にも講師派遣対応いたしま
す。
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人 事 管 理

Ⅲ．講師派遣実績
人事労務関係の研修会などへの講師派遣延べ日数
の内容別実績比率（過去３カ年実績）では、人事考課
関係が最も多く47％となっております。続いて人事労
務全般が 23％、労務・法務関係が 12％となっています。
人事考課制度以外では、法律改正時に労務・法務関
係講師派遣が増加する傾向にあります。また、最近で
は改正高齢者雇用安定法に伴う賃金・退職金関係の
問い合わせ・相談が増えています。

Ⅳ．講師派遣料金
講師派遣料金は、以下のとおりです。当研究所会員
には下記の特典がありますので、非会員のＪＡにおか
れましては会員となることをご検討ください。

【人事管理】人事制度の運用に問題を感じていませんか？
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研修報告

2014年度「アメリカ情報システム
セミナー」報告
ＪＣ総研 経営相談部

ＪＣ総研では、2014 年度「アメリカ情報システムセミ

システム技術動向などの講義が行われました。シスコ

ナー」を、９月 29 日～ 10 月９日の 11 日間、会員団体

システムズ社においては、
情報システムの経営戦略、
ネッ

である各県ＪＡ情報センター、ＪＡ電算センター、県連、

トワークソリューションなどに関わるＩＴ技術動向の講

全国連などから 21 人の参加者を募って実施し、研修

義やネットワーク機器を実際に使った説明などが行わ

目的を達して帰国しました。

れました。いずれの研修先でも、参加者からは熱心

この「海外情報システムセミナー」は、1977 年にＪＡ

な質問がなされ、有意義な質疑応答が行われました。

全中、
（社）農協電算機研究センターが実施して以来、

研修先での昼食についても、メキシコ風など、各社そ

当研究所の前身から継続的に実施し、ＪＡグループが

れぞれに趣があり、また、講師の方々とご一緒させて

行う海外情報システムセミナーとして、現在は年 1 回「ア

いただき、さらに深いお話ができました。

メリカ情報システムセミナー」を行っています。

情報システム関係以外では、ニューヨークでの１日目
に全共連アメリカ投資顧問（株）より、アメリカの経済

１．主な研修内容

動向などを講義いただき、ニューオーリンズの全農グ
レイン（株）の研修では、ミシシッピ川沿いのエレベー

2014 年度は、ニューヨーク、ニューオーリンズ、ロ
サンゼルス、サンフランシスコの４都市を回りました。
情報システム関係では、ＩＢＭ社（ニューヨーク）
、

ターを実際に見学し、アメリカの桁違いの大きさを実
感しました。ロサンゼルスにおいては、2014 年４月に
全農がビバリーヒルズに出店した日本料理店「四季」

富士通アメリカ社、シスコシステムズ社（以上２社はサ

（ＳＨＩＫＩ ＢＥＶＥＲＬＹ ＨＩＬＬＳ）を訪れ、和牛

ンフランシスコ）において、最新情報システムの経営戦

や刺身など、おいしい日本の味をいただき、
「和食」の

略動向・ネットワークテクノロジーなどの研修を実施し

海外への普及拡大について考えました。

ました。ＩＢＭ社においては、経営戦略担当の講師な
どから、ＩＢＭグループの最新情報システム経営戦略、

２．セミナーの目的

スマーター・プラネット、スマーター・コマースをはじ
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め最新情報システム技術を活用した、世界のさまざま

世界の最先端を行くアメリカのＩＴ関連企業を訪問

な都市での改革実践事例や顧客起点の新商取引実践

し、ＩＴ先端技術の最新動向とその活用実態について

事例などを紹介しつつ講義が行われました。富士通ア

研修するとともに、アメリカの農業生産・流通現場の

メリカ社においては、同社の日本人講師から、富士通

視察を通じて、わが国農業との違いなどを学習、体得

研究所の取り組み、シリコンバレーの最新事情、アメ

することで、今後の情報システム活用のための視野を

リカにおけるクラウドビジネスの取り組み他、最新情報

広げ、新たな着想力、創造力の向上に資することです。
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現地研究会開催報告と
新店舗情報
ＪＣ総研 経営相談部

１．ファーマーズマーケット戦略研究会の現地研究
会報告（愛知県・静岡県）

ファーマーズマーケットチーム

店舗視察は、愛知県内にある２店舗（「でんまぁと安
城西部」
「あぐりパーク食彩村」）と静岡県ＪＡとぴあ浜

ＪＣ総研は 2003 年にファーマーズマーケット戦略研

松の「ファーマーズマーケット白脇店」を訪問しました。

究会（ＦＭ戦略 研）を組織し、現在会員 43 ＪＡ、年
間売り上げ 350 億円（2013 年度）、年間利用客数約
1800 万人（同年度）のグループに成長し、提携ＪＡ間
での商品取引も急速に増え、年間販売額が 20 億円を
超す大型店舗も続々と登場しています。
ＦＭ戦略研では、年間 10 回のうち２回は現地研究
会として会員ＦＭの現場や話題の店舗などを訪れ、優
良事例研究や相互交流を深めています。2014 年上期の
現地研究会は、９月 18 日（木）～ 19 日（金）にＪＡあい
ち中央の「でんまぁと安城西部」を中心に開催しました。
同店は、2013 年５月にオープンしました。ＪＡ管内
の産直市 12 店舗の延べ出荷者 4.5 万人を当面６万人、
最終的には８万人に増やしたい、ＦＭを地域コミュニ

↑愛知県・あぐりパーク食彩村

ティーの拠点としてＪＡ産直事業の売り上げを年間 50
億円にしたい、という壮大なビジョンと戦略について説
明を受けました。

↑ＪＡとぴあ浜松ファーマーズマーケットでは
↑ＪＡあいち中央・でんまぁと安城西部
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「地産地消レシピコンテスト」を行っている

【ＦＭ】現地研究会開催報告と新店舗情報

２．
【トピックス】ＪＡ香川県の「讃さん広場」オープン
はんざんちょう

ＪＡ香川県は 10 月 23 日、丸亀市飯山 町に「讃さん

３．
【トピックス】ＪＡ大阪南の「あすかてくるで河
内長野店」オープン

広場」をオープンさせました。香川県内には 30 以上

ＪＡ大阪南の農産物直売所「あすかてくるで河内長

の農産物直売所がありますが、県内全域から野菜や

野店」が、10 月 27 日（木）
、28 日（金）にプレオープ

果物を集めて販売する本格的なファーマーズマーケッ

ンしました。場所は、河内長野市の農の拠点「奥河内

トは初めてです。加工・総菜コーナー「さんさんキッチ

くろまろの郷」内にあります。河内長野店（あすかてく

ン」、イートインコーナーとともに、入り口を入ってすぐの

るで 2 号店）は、
床面積 1456㎡、
売場面積 642㎡で、
「あ

ところに試食コーナーを常設して、毎日試食品を出し、

すかてくるで羽曳野店」
（2007 年６月オープン）よりはや

出荷農家のファンづくりに挑戦しています。試食品は、

や小さめですが、羽曳野店（あすかてくるで 1 号店）に

旬の果物や野菜が中心ですが、地元のお米『おいでま

はない試食コーナー、イートインコーナー、総菜加工室、

い』も試食用に並んでいました。女性従業員がブース

精肉加工室、バックヤード、回廊などが特徴です。

で簡単に調理して出しますが、試食品にはそれぞれに
紹介カードが付いており、品種や生産者名が分かるよ
うになっています。

↑ＪＡ大阪南・あすかてくるで河内長野店

↑讃さん広場「さんさんキッチ
ン」の試食コーナー

↑あすかてくるで河内長野店のイートインコーナーなど
←ＪＡ香川県・讃さん広場

ＦＭ戦略研究会では、2014 年度のＦＭ新戦への取り組みとして、

①ＦＭの出荷力の強化

②ＦＭの発信力の強化

③新たな販路の開拓

の３つの重点テーマを掲げ、ＦＭ戦略研究会独自の実態調査などに基づき、現場の状況を把握するとともに、
さらに深く掘り下げ、課題解決に向けた議論を重ねてきました。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？

【ＦＭ】現地研究会開催報告と新店舗情報
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

鈴木 丈織

ル」に関心を抱くことで、
「成果、 雰

③拡大：異業種との社交や人材の交流

いて、 私たちはどのような理解をして

囲気、適切行動、人間関係、状況把握、

を活発にし、広く普及させ、それによっ

いるでしょうか。
「心」に関わることを

個性化、ストレスコントロールなど」に

て自分の殻を打ち破る可能性の実践。

意味している、 ということは分かりま

好影響をもたらします。

よく耳にする「メンタル」の意味につ

す。 意欲や気力そして、 やる気の有

だからこそ、自分で機動力を鍛える

④進化：すべての変化やアクシデントに

無や強弱のレベルであろうとか、また

「メンタル・トレーニング」や、部下や

対して最善に適応できる柔軟性でまっ

は、心の健康やストレスと同義語とし

後輩のレベルアップを目的にする「メ

たく新しい発想や実力の発揮ができる

たり、 その時々で曖昧ながらも自分

ンタル・マネジメント＆ケア」が、テク

個性への変貌。

勝手に都合よく使ってはいないでしょ

ニックとしてできるのです。

うか。

心の躍動は、この４方向のグッドバラ

不思議なことに、そのことに疑問も

実存心理では、次のように考えます。

持たず「メンタル」の意味をはっきりさ

「メンタル・マネジメントにおける基

せないまま使っても、それなりに意図

礎力とは、『 農 』の営みに関わること

は相手に伝わっているようです。

で養われ培われる力である」

メントするなら、 その意味を明確にし、

最善行動になるように動き始めるのです。
農の営みには重大な課題があります。
「より豊かに、より美味しく、より美し

しかし、 自分自身や部下の管理、
育成の一環として「メンタル」をマネジ

ンスによって１つの課題達成に向かって、

心の躍動（メンタル）には、４つの

く実りを作り上げること」

心の機能的方向性があります。
その農の課題達成のために、 農を営

きちんとなんのために、なぜするのか
を認識しておかなければ効果は期待

①上昇：技術力などのレベルアップを

み、農に携わることにより、私たちの心

できません。

目指したり、効率や能率をより良くす

が躍動するのです。心の躍動＝「メンタ

る工夫や新技術を試行する素直さ。

ル」の４方向への機能が、磨かれること
になるのです。

「メンタル」は、
「心が躍動している」
という積極的な状 態を意味します。

②深耕：現象や事象の深層を理論的

機能性を示しています。心という存在

に洞察したり、 探ったりし、 相互の

「農 の 躍 動（A Lm=A g r i. L ively

を示すというより、心の状態、状況を

絆や関係性をより強く結び付ける好

motion ）
」も、実存心理により、心の躍

意味しているのです！

奇心。

動の４方向と同様の要素が確認できます。

職 場でも家 庭においても「メンタ
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【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（12）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅰ」

①ＡＴ（Agri. Technology）農の技

思いもよらない困難や障害をも解決

から始まるのです。

術：上昇

し克服していきます。 例え結果が芳

● 傷ついた心は、必ず癒やされます。

より豊かな収穫を目指し、 栽培技

しくなくても決してあきらめません。

● 落ち込んだ心は、必ず浮上できます。

術を常に発案し工夫を重ね技術力を

それどころか、 課題達成の目標を未

● 負（ストレス）に陥ってしまった心は、

レベルアップさせています。その技術

来に向かって強固に抱き続け、 経験

必ず正（パワー）に復活できるので

はその時々の状況でできる技術から

値として蓄積していきます。

す。

始め、 適合させるまで続けます。 命
つまり、
「農の営み」には、 私たち

それが、 メンタル・マネジメントの

が、見落としてはいけない「躍動の原

意義なのです。 まして、
「農の営み」

点 」があるのです。 実存心理からの

への当事者であり支援者である私た

②ＡＶ（Agri. Value）農の価値：深耕

眼差しは、常に日常のより良い職場活

ちＪＡには、
「メンタル」＝心の躍動の

まったく同じ状況が二度とないの

動、 家庭生活づくりのための躍動の

基本が備わっています。

が自然環境です。 人の暮らしの社会

基本である「農の営み」に向けられ、

文化や環境も常に変化が絶えません。

知恵を見いだしています。

懸けで模索し、 未来を切り開くため
の技術にしていきます。

私たち自身が、 あらためて「農の躍
動（ＡＬｍ ）」とその４方向の要素、
「農の技術（ＡＴ）、農の価値（ＡＶ）
、

求める基準や内容、優劣も季節や場
によって変わります。それに対応し常

明日の豊かな実りを描き、今、足元

農の連鎖（ＡＣ）
、農の知恵（ＡＩ）」

に求められ愛でられる付加価値を探

の種に気付き、 手にした種を育てる

を具現化し、 その使命を果たしてい

求し、生み出し、作物の価値を深め

努力の過程から人の心の基本が培わ

きたいものです。

ていきます。

れたとしても過言ではありません。 個
人の充実はもちろんのこと、 職場の

③ＡＣ（Agri. Chain）農の連鎖：拡大
より立派に実った収穫物は美味し

活性化も家庭の幸せも社会の繁栄も、
最初はたった１人のあなたの心の躍動

いからこそ関係者や
研究者、 周辺の一
般の方々にも譲渡や
贈呈をします。 種で
あったり栽 培 法 で
あったり、 惜しげも
なく分かち合います。
伝統をつなげ、 改
良することにより新
種や 新 栽 培 の方法
の発見を普及してい
きます。
④ＡＩ（Agri.Intelligence）農の知恵：
進化
積み重ねていく体
験により天候不順や

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（12）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅰ」 ＪＣ総研レポート／2014年 冬／VOL.32
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企

画

総

『欧州協同組合レター』No.10の発行および
ＪＡの３号会員加入状況について
ＪＣ総研 企画総務部

１．
『欧州協同組合レター』No.10 の発行について
『欧州協同組合レター』は、ヨーロッパの協同組

画総務部までご連絡ください。なお、
当研究所ホー
ムページにて全文をご覧いただけます。

合の活動や新たな動きを紹介することで、日本の
協同組合運動の課題解決のヒントになるのではな
いかという考えから、2009 年より欧州協同組合

『ＪＣ総研レポート』にてすでにご案内いたしま

本部の協力を得て発行しているもので、今号で 10

したが、当研究所の一般社団法人への移行を契

号になります。

機に、ＪＡ全中の協力の下、全ＪＡに対して３号

今回のテーマは、
「ヨーロッパの協同組合と再

会員（賛助会員）への加入を働き掛けています。

生可能エネルギー」です。ヨーロッパは、再生可

名実ともに会員制度の実態を整え、会員のための

能エネルギーの先進地域として知られています

シンクタンクという位置付けをより明確にすること

が、特に 2009 年に欧州委員会が義務的目標とし

を目指すものです。多くのＪＡにご理解をいただき、

て 2020 年までに温室効果ガスの 20％削減、エ

11 月 30 日現在、281ＪＡにご加入いただいており

ネルギー消費量の 20％削減、エネルギー効率の

ます。

20％の改善を決定して以降、各国で再生可能エ

なお 2015 年からは、機関誌３種（
『ＪＣ総研レ

ネルギー電力などへの制度的支援が行われたこと

ポート』
『人事管理 REPORT』
『協同組合研究誌

により大きく進みました。そのなかで、協同組合

にじ』
）の送付は、会員限定とさせていただきます

も再生可能エネルギーに積極的に取り組んでいま

ので、ご理解願います。まだお申し込みいただい

す。当レターでは、フィンランドの森林協同組合で

ていないＪＡにつきましては、ご加入をいま一度ご

あるメッツァ・グループ、スウェーデンの農業協同

検討いただき、当研究所が目指す「会員の会員に

組合であるラントメネン・グループ、オランダ・ドイ

よる会員のためのシンクタンク」づくりにご協力くだ

ツ・ベルギーの酪農家による農業協同組合である

さいますよう、お願い申し上げます。

ロイヤル・フリースラン

ご加入は、ＷＥＢ申し込みでお願いいたします。

ド・カンピーナの取り

ＪＣ総研ホームページのトップページの左下にある

組み事例を紹介してい

ＪＡ専用お申込みページより、手続きをお願いしま

ます。

す。なおパスワードは、2014 年 1 月 27 日付郵送

当レターは、10 月中
旬に、会員および関係
協同組合などにお送り
しています。追加して
必要な場合などは、企
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文書をご確認いただくか、企画総務部までお問い
合わせください。
【問い合わせ先】電話：03-6260-7200（企画総務部）
ホームページ：http://www.jc-so-ken.or.jp

【企画総務】
『欧州協同組合レター』No.10の発行およびＪＡの３号会員加入状況について

務

編 集 後 記

「編集者は野次馬にならないとな。みんながワイワイ騒いでいるところになんだなんだと首を突っ込んで、ほう、なるほど、そうなんだ
と。で、その熱気や面白さをオレ目線で伝えるんだよ」
漫画誌から趣味誌まで数多くの雑誌を創刊して成功させた“大ナマズ”と呼ばれた大物編集者から直に聞いた心得である。聞いたのはリ
タイア後、現役時代はとてもそんな話ができる相手ではなかった。業務委託の外部編集・記者のわが身にとっては“鶴の一声”を発する警
戒すべき相手であり、動き始めていたいくつもの企画がテーブルをひっくり返されてお陀仏になった。
小説家・筒井康隆さんによると、殺してやりたいほど憎たらしい編集者が３人はいるものらしいが、まさにそんな１人だった。だが、少
年のように目を輝かせてしゃべる語り口は、多くの著名な漫画家や作家、有識者たちを虜にしてきた人たらしな「人間力」があった。ま
た、役員になっても、リタイアした後も、野次馬の源である好奇心の強さは変わらなかった。
メディアの劣化が語られて久しいが、その原因の１つに現場軽視があると思っている。わざわざ出掛けなくともパソコンの画面上で大体
のことは分かってしまう。効率を優先すれば現場に行かないバーチャル野次馬がいてもおかしくはない、そういう時代でもある。原稿だっ
てコピペである程度まで仕上げられる。
でも、それで人の心をわしづかみできるとは思えない。生鮮食品を選ぶときの判断基準と同じで、情報の「鮮度」はもちろん、
「ポジ
ティブな価値」も現場に行かなければ見つけづらい。人の心を捕まえるヒントは現場にあると思う。迎える2015 年、
「野次馬根性再点
火」です。

（編集スタッフ 加藤文英）

すごく面白い話を耳にして、大笑いしたものの、よくよく聞いてみたらその話の出所は自分だった、という経験はないだろうか。人の口
をめぐりめぐっていくうちに、少しずつ面白味が加わり、ちょっと聞いただけでは自分が大本とは分からないほどに話が成長（？）してい
るのだ。なぜか。人は話を「盛る」からである。
先日、
『猿の惑星：新世紀（ライジング）』という映画を見た。「洋画は字幕スーパーで」というのがいつものパターンだが、その日は目
が疲れているからと、珍しく日本語吹き替え版を選んだ。上映が始まると、登場してきたのはほとんどが猿。つまり言葉をしゃべらない。
主人公の超賢い猿も「人間、ウソ、つく」というような片言が話せる程度だ。するとどうなるか。結局「字幕」ばかりになる。全体の７割
は字幕だっただろうか。目を癒やそうと吹き替え版を選んだ目論見は見事に外れ、それがおかしくてたまらなかった私は、知人に次のよう
に話した。「9 割が字幕でまいったよ」と。私も２割盛っていた。
身近な人で「盛り」の天才は父である。自宅の裏手にあるたかだか30cmくらいの段差を「断崖ぜっべき」と呼ぶ、こぶし大のおにぎり
を「まるでサッカーボール」と表現するなどは日常茶飯事なので、私たち家族は父の言うことは「話半分以下」にして聞くクセがついている。
私が子どものころ、父からよく聞かされていた話に「戦争末期、アメリカのグラマン（戦闘機）に追いかけられて機関銃で撃たれそうに
なった」という体験談がある。当時少年だった父は、近くの小山まで走って逃げ、木陰に隠れて九死に一生を得たそうだ。
数年前、当時中学生と高校生だった孫相手に、父がその話をし始めた。傍らで何気なく聞いていた私は、意外な話の展開に驚かされて
しまった。「隠れていた木陰から顔を出したら、グラマンの若い操縦士と目が合ったんだ。彼はなんと『少年よ、よく逃げきった』と、敬
礼をしてきたんだよ。そこでじっちゃんも丘の上に上がって敬礼を返した。アメリカ兵と心が通じ合った瞬間だったな」。……何やら素敵な
結末になっているではないか。グラマンが果たしてどれくらいの速度で飛んでいたのか、本当に目が合うほど低空飛行が可能だったのか、
突っ込み所は満載だが、聞いている孫たちは「すご〜い」と目を輝かせているから、ま、いっかとそのままにしておいた。父と同居してい
る妹に「いつからあんな話になったの？」と後でこっそり尋ねると、
「ここ５年くらい」という回答。そもそもが「盛る」体質の上に、昭和一
桁生まれの父のこと、長い年月を生きている間に、怖かった思い出に粋なオチを加えたくなったのだろう。
そんな父も、この秋に鬼籍に入った。大切な人との別れはつらく悲しい。けれど、楽しい思い出をたくさん「盛って」、父のことを笑って
話していきたい。それが父らしいし私らしいと思っている。

（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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