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秀則

サッカーの試合に例えると、地域の農

て、今後、系統販売を独占禁止法のカル

業と生活を守ってきたプレーヤーと、その

テル違反として取り締まりが厳しく行われ

市場を奪いたいプレーヤーとが試合をし

るようになれば、分断された全国の農家

ているが、レフェリーはすべて市場を奪い

が熾烈な競争を余儀なくされ、喜ぶのは

たい側のプレーヤーが兼務しているとい

農家でなく、大手スーパーである。農家

うのが、農協改革の議論のように見える。

を守っていた組織がつぶされ、小さな単

そう見えないようにするために、もっと

位で競争するほど、大きな買い手から足

もらしい目的が掲げられている。
「農協改

元を見られ、低い方へと価格を誘導され

革の目的は単協の自由度を高めて農産物

ることになる。これを今、わが国で止め

の販売力を強化することだ」と喧伝しな

ているのが農協である。今回の農協改革

がら、本当は結集力を削いで、さらに買

の最大のうたい文句は、
「農産物の販売

いたたこうとしている。某経済新聞は１月

力の強化による農家の所得向上」である

４日の１面の冒頭に、
「農産物価格が下

が、実際に意図されているのは、このまっ

がるのがメリット」と正直に書いているの

たくの逆だということである。

けんでん

が、笑うに笑えない実態である。

を狙った「郵政解体」と重なる。アメリカ

して単協を救うのだ」といった分断作戦

金融資本が狙っているのは信用と共済の

の真意は、農協の結集力を壊して、単協

計 120 兆円の農協マネーであり、次に肥

もつぶし、既存の農家も、さらに買いた

料や農薬の価格をつり上げてもうけたい

たくか、つぶすということである。大詰

商社、次に低コストで農産物を仕入れた

めのＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協

い大手小売りや巨大流通業者、さらに農

定）への反対も封じ込めようとしている。

業参入したいコンビニやスーパー、人材

き

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

派遣会社などのハイエナ企業が控える。

る。今の農協法の枠組みのなかで、全国

だから「農協が悪い」と言い掛かりをつ

の農協は、創意工夫をして自由に販売戦

けて、仕事を略奪しようとしている。

略を立てている。全中や県中や全農に縛

そこで、准組合員にも規制をかけようと

られているわけではない。よく話題にな

している。農協は総合力で地域を支えて

る福井県のある農協のような徹底した独

いるから信頼を得ている。准組合員が増

自販売路線ではないまでも、実際には、

えるのも、地域の人々が利用したいと思

多くの農協は、独自販売と系統販売をう

うからで、それを否定される筋合いはな

まく組み合わせて、農家の手取りが最大

い。そんなことをしたら、困るのは地域

化できるように工夫している。全中の監

住民である。准組合員比率が高いのは

査権限が、それを妨げているという事実

東京や神奈川などの都市近郊だけではな

はない。

く、むしろ、農協なしでは生活が成り立

それどころか、リーマン・ショック時に

たない純農村にも多くなっている。農協

破産の危機に瀕 し、何十兆円もの国民

を利用したい地域住民の自由な選択を規

の税金を投入して救済された銀行に比べ

制で奪ったり、唯一の生活の支えである

て、組織自体のなかで自律的に処理を済

農協のサービスへのアクセスを奪うことは

ませることができた全中を中心とした指

許されないはずである。

ひん

す ず

「農協解体」は、350 兆円の郵貯マネー

「悪いのは中央会だから、それを解体

地域農協の自由度はすでに十分にあ

ＪＣ総研
研究所長

し れつ

導・監査に基づく農協組織の総合力は模
範とされるべきではなかろうか。
さらに、全農の株式会社化に端を発し

客観的な事実が伝わらず、ステレオタ
まんえん

イプに誘導された農協批判が蔓延してい
るのは残念でならない。

【巻頭言】
「農協改革」の本質
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巻 頭 論 説 ①

大学との連携による
農山村の再生

１．希望の大学・大学生
大学・大学生との連携による地域再生の取り組みが
全国に広がっている。少子高齢化や過疎化が進む厳し
い農山村に、大学・大学生の知識と若い力を入れるこ
とにより、地域の活力を再生しようというのが狙いであ
る。こうした動きは、いわゆる「地方消滅」
「地方創生」
の議論の高まりと、大学の社会貢献への期待を背景に、
この 10 年の間に急速に広がっている。大学では、産官
学連携、地域連携、社会貢献といった名前を冠したセ
ンターが設けられ活動推進が図られてきたが、近年で
は、
「地域創造」
「地域協働」を称する学部やコースが
設置されるまでとなり、その動きは活発化している。
一方で、農山村の現場からの大学・大学生への期待
はますます高まっている。その理由の１つは、人口が
減少するなかで「出会うのは年寄りばかり」で、とにか
く「人手が欲しい」や「若い人が来て活気が欲しい」と
いった、いわゆる「若手待望論」である。延長上には、
そこに移住し、集落の一員として定住してほしいという
期待もある。
もう１つは、大学の持つ知識や技術に対する期待に
よるものである。大学には、地域の課題を解決する「最
先端の何か」があり、なんとかしてくれるのではないか
という思いであり、
「新しい特産品をつくりたい」
「耕作
放棄を解消したい」といった要望がその具体的な例で

な か つ か

中塚 雅也

ある。
しかし、実際にはこの２つの期待に簡単に応えられ
ないことも多い。手探りのなかで、活動が進められて
おり、必ずしもうまくいくばかりでないのが現実である。

ま さ

互いの思いがずれてしまい双方に不満が残ったり、続け

や

るなかで、
「交流疲れ」
ならぬ
「連携疲れ」に陥ってしまっ
たりする例も少なくない。大学生に関しては授業やイベ

神戸大学大学院
農学研究科
准教授

ントなどで短期的に関わりを持つことはあっても、その
関係を継続することはそう簡単なことではない。関心を
持った学生であっても、交通費や時間の制約などから
足が遠のくことも少なくない。何よりも学生はいつか卒
業してしまう。期待が大きければ大きいほど、そうした
学生に失望してしまう。大学（研究者）についても、地
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域の問題を即解決することもそう簡単ではない。そもそ

課題としては、 交流がマンネリ化し、
「交流疲れ」が生

も研究活動は実証的、分析的なことが多く、民間のコ

じやすいこと、 頻繁な往来が前提となるため、 大学と

ンサルタントや公的研究機関の技術者などの方が適切

地域の距離が遠い場合は、 実現しにくいことなどが挙

に貢献できる地域課題が多いのも事実である（それは

げられる。成功している事例では、「学生をお客さん扱

一方で、大学の課題であり、実践的な研究手法、スタ

いしない」ことや「集落のみんなを楽しませる」こと、バ

イルの確立も求められている）
。必要なのは地域が主体

スなどの移動手段の確保や交通費の補助をすることな

となりながら、大学も含めた適切なセクターや人材が、

どの工夫をしているようである。

共に課題を設定し、役割を分担しながら、連携して実

②価値発見型

践することである。そうした考えなしに地域が期待を

主にグループ単位での活動を計画的に行い、地域の

持って大学に相談や依頼をした先にあるのは大きな失

新しい価値発見を目指すタイプである。外部者の目を通

望であろう。

して、地域資源の見直しが行われるという、
「交流の鏡

農山村再生において「連携」や「交流」が持つ意義

効果」が期待される。問題は、価値の「発見」だけで

は大きい。外部者との関わりを起点にして地域を見直

終わってしまい、課題解決、創造につながりにくいこと

し、
「誇り」を取り戻し、
「人」
「土地」
「ムラ」の「3 つ

である。地域側が、大学との連携は起爆剤と位置付け、

の空洞化」を逆回転させていったという事例も見られ

交流を通じて何を

る。小田切徳美氏はこれを
「交流の鏡効果」と呼び、
「農

達成したいかとい

山村再生に向けた『 戦略的活動』
」と位置付けその重

う明 確 な 戦 略 を

注１）

。また、
「田園回帰の潮流」といわ

持 っておくこと、

れるように、学生・若者の農山村地域への関心もかつ

実践活動に向けて

てないほどに高いものとなっている。農山村再生の現場

の体制を整えてお

において、大学・大学生は１つの希望となっているといっ

くことが必要であ

ても過言ではないだろう。ただし課題も多い。そうした

る。

要性を訴えている

なか、本稿では、希望・期待のままで終わらせず、具
現化し、継続的に発展させるための方法や仕組み、課
題についてあらためて整理していきたい。

学生と住民によるワークショップ

③課題解決実践型
地域の抱える課題に対して、具体的な実践活動を通
して解決を試みるタイプである。 新しい特産品の開発
やその料理方法の提案、 ニーズ分析に基づくグリーン

２．4つのタイプの地域連携活動

ツーリズムの商品の開発、空き家の活用など、地域との
緊密な関係性の下での企画開発を行うような活動であ

現在、取り組まれている農山村と大学・大学生との連

る。 こうした実践活動には、 多くの時間や資金が必要

携活動は、その特徴や課題から、次に示すように、
「交

になることから、 大学内での取り組みの承認や活動場

流型 」
「価値発見型 」
「課題解決実践型 」
「知識共有

所の提供、地域と大学の共同による補助金や委託金の

型」の４つのタイプに分類することができる。

獲得といった、 実践のための環境整備が課題として考

①交流型

えられる。

いわゆる「ワイワイガヤガヤ」型の活動であり、 地域

④知識共有型

の農家や住民と共に農作業や地域づくりを行う活動タイ

教員や大学院生が中心となり、 専門知識を持って地

プである。地域にとっては、若い学生のマンパワーを得

域課題の解決に貢献しているタイプである。旧来からあ

ることや、
「応援してくれる仲間や支援者がいるから活

注１）３つの空洞化と交流の戦略的な推進については、小田切徳美

動を続けることができる」という「伴走者」が持つような

「農山村再生とは何か−−その意味づけと戦略」
『ＪＣ総研レポート』

効果（「交流の伴走効果」と呼びたい）が期待される。

（VOL.25）2013年などを参照
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る地域連携活動の形であり、地域づくり活動のアドバイ

①まず基礎にあったのは、歴史的・個人的関係性に

ザーやコンサルタントの他、セミナーや講演活動、行政

よる信頼関係や社会関係資本である。篠山市には農学

などの委員会のメンバーとなることも含まれる。 単発的

部の前身である、 兵庫県立農科大学が置かれており、

なものもあるが、長期にわたって信頼関係を保ち、研究

地域の特産品となっている黒大豆、 山の芋の開発に大

も併せて行っている例も多くある。 大学から地域への

学が貢献してきたという。 移転から40年を過ぎ、 当時

知識提供、地域からの情報収集と、互いに一方向とな

を知る市民や卒業生、教員は少なくなってきたが、互い

るのではなく、双方向に共有できる関係を構築すること

の親近感や人的なつながりは残っていた。 また、 近年

が課題である。また、大学の専門分化が進むなかで、

では大学教員と市職員の個人レベルでの政策や研究上

誰に相談すれば

の交流もあった。

よいか分からな

②この土壌の上に進められたのが、 大学と市との間

いというマッチン

での公式な地域連携協定の締結と、活動拠点施設「篠

グが問題となる

山フィールドステーション」の開設である。連携計画を

こともあり、コー

策定し、 具体的な活動として、 市と大学での共同研究

ディネート機能を

の実施（市の助成金）と、学生向けの農業農村演習を

果たす人材やセ

試験的に実施することになった。
「制度的・ 組織的基

クシ ョンを設置

盤」が整えられたといえる。
③この上で、文部科学省「質の高い大学教育推進プ

することが 課題
となる。

地域でのセミナー開催による知識共有

ログラム（教育ＧＰ）
」採択事業として、
「食農コープ教
育プログラム」注２）が展開された。月に１回、農家を訪

3．連携活動の展開プロセス

れ、その指導の下で農業農村を学ぶ「実践農学入門」
と、その発展版として、実践的に地域課題の解決を目

このようにさまざまなタイプがある地域連携活動であ

指すアクションラーニング科目である「実践農学」を篠

るが、 その活動を継続的に行うためには、 大学と地域

山市内で行うことになった。また、フィールドステーショ

との組織的な関係構築が重要である。その要点を探る

ンには駐在研究員も配置されるなど、多くの学生と教員

ため神戸大学農学部と兵庫県篠山市の展開を事例とし

が地域に入り込む教育プログラムが、面的な広がりを持

て展開プロセスを見ていきたい。

ちながら実行され、 相互の理解や関係性が深まった。

篠山市は兵庫県の中東部に位置する人口約４万6000

特筆すべきことは「実践農学入門」を終えた学生たち

人の農村地域で、 神戸大学や京阪神の都市部から１時

が自ら地域活動団体を立ち上げ、 自主的に活動を継続

間程度の距離にある。神戸大学と篠山市の連携活動が

していることである。「実践農学入門」の受け入れ地区

実質的に始まったのは、2006年のことであるが、 これ

は、その連携の面的な広がりを狙い、毎年変えていくよ

までの活動展開を図１に沿って述べていく。

うに設計されていることもあって、地区地区に根ざした
学生活動団体がいくつか設立されているのである。さら
にフィールドステーションでは、 地域住民向けのセミ
ナーも開催されるようになるなど、連携活動が学生だけ

注２）コープ教育（Cooperative Education）とは、大学での学習
と関連した就業体験を組み合わせた教育プログラムのこと。具体的
な取り組み内容について、 詳しくは神戸大学農学部ホ ー ム ペ ー ジ
（www.kobe-face.jp）などを参照
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可能な連携活動のタイプが決まってくるということである。
大学と連携する地域の距離は、30分程度のものから２
時間を超えるものまでさまざまである。交通費や移動時
間などの「移動コスト」の違いにより、活動頻度や活動
内容が大きく制限され、 向き不向きを考えた活動の選
択をすることが必要とされる。移動コストが低い地域と
の連携の場合は、頻繁な往来が可能となり、先に示し
た「交流型」や「課題解決実践型」の活動を行いやすく
なる。移動コストが大きくなってくると活動は制限を受け

地域に根ざした活動を続ける学生活動団体（にしき恋）

るため、
「価値発見型」や「知識共有型」の活動の方が
のものでなく、 住民、 民間、 ＮＰＯ、 行政など多様な

向いており、さもなければ、神戸大学と篠山市の例のよ

主体によるものとなっていった。この学びのネットワーク

うに、連携ハブとなるサテライト施設を整備することや、

は、
「農の学び場：Rural Learning Network（図１のＲ

金銭的な補助制度を整えるなどの工夫が必要になって

ＬＮ）
」と名付けられ、会員数は200人近くになっている。

くる。

④最後の段階は、 教育と研究と地域づくりの融合が

また、同時に踏まえる必要があるのが、連携活動の

図られる段階である。フィールドステーションの他に、

段階性（図２）である。連携活動を開始するに当たって

学生自らが参加しながら空き家を改修し、 滞在型の活

は、大学との関係性が個人レベルであれ、ある程度構

動拠点「篠山フィールドフラット」が整備された。学生

築されていることが望ましい。さらに、何のために連携

は、地域に移住、長期滞在して研究や活動を行うなど、

活動をするのか、おおよそでも目的を地域内で共有して

より深く地域に関わり、さまざまな場所での課題解決と

おくことが重要である。 この条件の上に（図２左側 ）
、

価値創造が多発的に起こるような段階に至っている。

ソフト面、ハード面の「インフラ」の整備が成されてはじ

共同研究、 卒業研究などの研究も毎年いくつか遂行さ

めて、連携活動は広がる。また、その活動が多発的に

れ、論文としてまとめられている。また、篠山市では、

起こり、ネットワークが形成されることで、地域の創造

2014年度から総務省「地域おこし協力隊」制度を、 篠

性が高まり、地域の再生につながっていくのである。段

山で活動経験のある神戸大学の学生に対象を絞って取

階性を無視して、一足飛びに連携活動は進まない。行

り入れた。フルタイムの協力隊でなく、半分は大学、半

政主体の側の大学との連携事業の設計の場合も、こう

分は地域という「半学半域」という独自の形式で、試行

した段階性を考慮する必要がある。なお、ここで指摘

錯誤のなかで実践を重ねている。

する「限定性」と「段階性」とは、逆にいえば、その条
件を踏まえれば、どの地域であっても、またどのような

4．連携推進のポイント

大学であっても、 地域連携活動を推進できるという、
普遍性を持ったポイントとして捉えることもできよう。

（１）活動の限定性と段階性の理解
以上に見たように、 地域連携活動は多様なタイプが
あり、一つひとつの活動を積み重ねていくことが重要と
いえる。ここであらためて大学・大学生と農山村の連携
を推進するためのポイントを整理したい。
１つは、地域連携活動の「限定性 」と「段階性 」を
理解することである。 連携活動の限定性とは、 地域と
大学の置かれた状況、位置関係により、ある程度実現
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（２）ハードとソフトの「インフラ」の整備

の交通費を含めた活動資金の確保である。地域連携に

もう１つのポイントは、活動を支えるハードとソフトの

特化した基金の設置や、外部資金の獲得を支援する体

「インフラ」の整備である。ハードのインフラとは、物理

制などが整えられることにより、 活動は広がりを見せる

的な建物や居室、いわゆる「詰所」
「アジト」のことであ

であろう。

る。近年、大学に整備されている地域連携や社会貢献
に関するセンターなどは、その１つであるし、農山村側

5．地域連携活動のさらなる発展に向けて

でのサテライト施設、 さらには学内外の会議室や作業
スペースなどがそれに当たる。このような場があること

（１）大学における積極的な位置付け

により、 大学と地域の連携が可視化され、 多様な人々

以上、農山村再生における大学・大学生の位置付け

が集まるよりどころとなる。最初の一歩を踏み出し、コ

や役割、さらには相互の発展を可能とするためのポイン

ミュニケーションやネットワーキングを豊かにするために

トを整理してきた。 最初に述べたように、 このような地

は、良質なハードの整備が求められよう。

域連携活動に対する社会的な期待はさらに高まると思

一方、ソフトの「インフラ」として求められるもののな
かで、まず重要なのは、コーディネーターの配置である。

われる。
その一方で、 地域連携活動のさらなる発展のために

大学、学生、地域住民はもとより、行政、企業、ＮＰ

は課題がまだまだある。先に「インフラ」として述べたよ

Ｏなど、地域連携のステークホルダーとなる関係主体間

うに、 大学生の活動を支援する仕組みは進みつつある

での、日常的なコミュニケーションを促進する機能を果

が、大学におけるもう１つの主体である大学の教員・研

たしたり、 教員や学生の地域での研究・ 地域活動の

究者を取り巻く環境には改善の余地がある。 教育、 研

マッチングとサポート機能を果たしたりするのが仕事で

究と比べて、地域連携活動は、教員・研究者の活動と

ある。 さらには、 自身が主体となり地域の課題解決を

しての位置付けが弱く、実績も評価されにくい。特に、

図ったり、研究を進めたりするなど、コーディネーターに

若い研究者が積極的に地域連携を担うには、そうした

求められることは多彩であり、 誰にでもできることでは

制度面の改善は喫緊の課題である。制度整備と同時に、

ない。そのため、このコーディネーターの育成と発展的

大学全体としては教育・研究・社会貢献をどのように融

なキャリアパスの構築も課題の１つとなってくる。

合していくか、研究領域による向き不向きを考慮した役

ソフトのインフラとして、 次に求められるのは、 実践

割分担も踏まえながら検討していくことも必要である。

活動を行う大学生を対象とする日常的な相談体制、 地

他方、 もう一度、 大学生に目を向けると、 地域での

域活動のメンタ ー制度の整備である。 大学の教員や

活動に対する関心は、 これまで以上に高まっている。

コーディネーターからの技術面や心理面でのサポートは

農山村に根を下ろした学生の活動は、 教育や研究と関

活動の継続には不可欠である。また、学生同士が上級

連を持ちつつも、 独立した活動として位置付けることも

生、下級生の関係のなかで支援し合う制度（ピアサポー

できる。課外活動のうち、部活動やサークル活動を第

ト制）を設けることも、人材育成の視点から重要といえ

１、 アルバイト活動を第２としたときに、 これらの地域

る。

連携活動は、いわば第３の活動といえるものかもしれな

さらに３つ目としては、 地域と連携して活動を行う学

い。 新しいタイプの活動として、 どのように位置付け、

生団体を、 登録、 承認する制度を大学に整備すること

育てていくかということも、大学、地域の双方に課せら

である。このことにより地域での信用が担保されるとと

れた課題といえるだろう。

もに、学内の活動スペースを正式に利用できるようにな
るだろう。同時に、けがなどのトラブルに備えた保険加
入を促すことも基礎的な仕組みとして必要である。
最後に、 ４つ目に求められるのは、 現地までの移動

6

（２）連携活動の評価と発展モデル
ところで、近ごろでは、一種のブームのように地域連
携が取り上げられ、大学側は、何でもかんでも「地域に
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入り込んで」と地域連携活動を展開し、行政をはじめ、

すことが可能となるだろう。以上の２点は、地域連携活

さまざまな団体、企業、住民側も、
「とりあえず大学生

動の評価軸にもなり得る。

を巻き込んで」と事業提案する風潮がないわけではない。

また、図３は、本稿で説明してきた地域連携活動のタ

双方に危機感、閉塞感があるなかで「希望」とされるこ

イプや展開、 要点を、 大学・大学生と農山村の相互発

とは良いことであるが、 連携の目的や段階性、 活動の

展モデルとしてまとめたものである。 蓄積された社会関

タイプや限定性が考慮されていない、アリバイ的、イベ

係資本（ソーシャルキャピタル）をマッチングさせ、交流

ント的な地域連携活動が拡散されてしまうのは残念なこ

型／価値発見型の活動が生まれ、それを一歩進ませて、

とである。一方、連携活動の「成果」として、先に述べ

課題解決実践型／知識共有型のプロジェクトに発展さ

た神戸大学の学生活動団体を例に取ってみれば、活動

せる。そうした活動を通したエンパワーメントにより、新

期間が４年を過ぎ、中心学生の卒業に合わせて解散や

しい人材や組織変革、能力や知識の獲得が起こり、次

別の形態での継続などが検討されるなど、必然的な問

にそれらを新しい社会関係として蓄積していくというも

題が表出化している。 そうしたなか、 農山村地域の再

のである。 そして、 この循環モデルを回すのが、 地域

生・発展という点において、大学・大学生と地域は何を

コーディネーターの役割である。活動はどこを始点にし

大事にすべきか、最後にあらためて考えてみたい。

てもかまわないし、実際は順番に進まず、行き来もある

１つに、 大学・大学生側の視点から重視すべきは、

かもしれないが、このようなプロセスを回すことにより、

実践活動や研究活動が、 地域の人々が、 自ら課題解

大学・大学生と農山村が、相乗的な効果を発揮しなが

決・価値創造する力を付けながら、地域コミュニティー

ら発展していくと思われる。

が本来の力を回復・強化したり、地域の人々に夢や希望
を与えたりすることに、 どのように貢献できているかと
いう点である。
「エンパワーメント」といわれるものであ
り、まさに農山村の「再生」に具体的に貢献できている
かという点である。 同時に、 自分自身に対するエンパ
ワーメント、さらには、共に活動する仲間に対するエン
パワーメントなどを、相乗的に実現していることが大事
な点であろう。
もう１つに、地域側の視点から重視すべきは、大学と
大学生を、その地域のキャピタル（資本）とすることが
できるかという点である。大学・大学生は、そこに居続
けるものではないことを前提として、 離れながらも関係
性を維持することが重要である。これらはすぐに何かを
生み出すものではないかもしれない。何か活動を起こす
際に、 それを実現させる１つのパーツとして機能すると
いうのがイメージに近い。 そのために具体的には、 断
続的でもよいので交流を絶やさないこと（年に１度の
祭礼やイベント、 ＳＮＳの活用などはその良い機会の１
つである）
、 さらには、 誰がどのような立場にいるか、
どのような能力を持っているかなどの情報を更新しなが
ら把握しておくことが重要である。 そうすることで、 必
要に応じて、それらを結び付け、キャピタルとして活か

※本稿は、中塚雅也・内平隆之著、小田切徳美監修『大学・大学生
と農山村再生』（ＪＣ総研ブックレット No. ４）筑波書房、2014
年、を基に加筆修正したものである。
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巻 頭 論 説 ②

廃校利活用は
地域づくり

１．はじめに
2014 年は「2040 年までに全国の市町村の半数が消
滅する可能性がある」といういわゆる増田レポートが大
きな波紋を呼んだ。それに対して、多くの研究者や現
場が反対や異議申し立ての声を挙げ、同時に政府も「ま
ち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ、地方創生に
向け取り組むこととなった。
「どうせ消滅するのだから
……」と諦めムードが漂ってしまった一部の地域にはま
さに追い風となった。
2015 年早々、またしても地域にとって大きなニュース
が飛び込んできた。公立小中学校の統廃合問題である。
文部科学省は公立小中学校の適正規模・配置の基準
や考え方を示した手引案を公表し、少子化で今後増え
るとみられる小規模校のデメリットを解消する目的で約
60 年ぶりに内容を見直したのである。全校で 6 学級以
下（１学年１学級以下）の小学校は、自治体に対し統廃
合の適否の早急な検討を促し、通学時間は「１時間以
内」を目安としている。これが安易に進められれば、広
域な学校区が標準化し、急速な学校統廃合が進むと
ともに廃校も発生することとなる。一方で廃校が地域衰
退に直結する恐れもあるため、存続させる場合の対応
策として、他校との合同授業などを示している。
筆者は決して「統廃合ありき」の議論を進めるわけで
はないが、仮に統廃合により廃校が発生した場合、加
速度的に地域の衰退が進む可能性があると考えてい

き し が み

できた。このような状況の下で、小中学校は地域の拠

み つ よ し

岸上 光克

る。実は学校統廃合は 2000 年以降に加速度的に進ん

取り組む事例が数多く見られる。そこで今回は、廃校

点でありシンボルでもあるため、地域づくりのなかで廃
校利活用を考える事例や廃校発生を機に地域づくりに
の発生要因や廃校数の推移などの現状を把握するとと

独立行政法人
水産大学校
専任講師

もに、利活用用途の特徴について整理し、地域づくり
の拠点としての利活用ポイントを指摘する。

２．学校と地域
これまでの学校と地域の関係（連携 ）を見ると、
「地

8
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域に開かれた信頼される学校づくり」
「地域全体で学校

地域外（都市住民 ）との連携や多様な行政支援の下、

を支援する体制の構築」といった観点から、教育改革

実現しているということは言うまでもない。 近年では、

の柱の１つとして推進されてきた。これまでもさまざまな

政策的に位置付けられた地域サポート人材や若者の田

施策が推進されており、 地域の実情に合わせた学校と

園回帰によって、農山村には今までにない追い風が吹い

地域の取り組みも見られるが、その活動が形骸化してい

ている。地域で暮らす若者にとって、病院とともに学校

る例や、人材面、財政面から活動の継続性・安定性に

は欠かせないものであり、なかには「子どもに小規模校

対する懸念などが指摘されており、 今後の学校と地域

で教育を受けさせたい」と考える移住者も存在する。

の連携のあり方が議論されていた。その矢先、東日本

学校は教育の場としての役目を終え、廃校となるが、

大震災が発生し、被災地の震災復旧に向けた動きは、

災害時の避難場所や交流の拠点などとしての機能を持

その議論にも大きな衝撃を与え、 教育分野からの学校

ち、地域にとって重要な施設であることから地域に応じ

と地域の連携にとどまらない「新たな学校と地域の関

た多様な利活用が見られる。 しかしその過程で地域の

係」が今まさに問われている。

合意形成や施設整備の財源確保がうまくいかず、 諦め

その新たな視点として、
「大人の学びの場 」そして

てしまう事例も少なくない。今後、さらに発生すること

「地域づくりの核」となる学校が提唱されているが、 具

が予想される廃校（決して統廃合ありきということでは

体的な方策が見えない状況にある。 また、 地域づくり

ない）を利活用するのかどうか、まさに地域の選択に委

の範囲が複数の集落や校区を有する小学校区と考えら

ねられている。

れていることからも、学校と地域の関係は深いものであ
ると考えられている。

4．廃校発生の状況

同時に、 人口減少に伴って学校と地域を取り巻く環
境も悪化しており、特に中山間地域を中心とする農山村

図の文科省（文教施設企画部施設助成課）資料から

（漁村を含む）においては、 廃校の発生により学校（廃

廃校の発生数を見ると、2011年度には474校、 過去20

校 ）と地域の新たな関係が模索されている。 つまり、

年間で6834校となっており、 都道府県別に見ると、 北

廃校利活用が前述の「新たな学校と地域の関係」を実

海道が最も多く760校、 次いで東京都の389校、 新潟

現させるための具体的な方策を見いだす大きなヒントと

県の303校と続いている。2002 〜 2011年までの10年間

なるのではないかともいえるのである。

3．廃校を取り巻く環境
廃校が発生する背景を見ると、 都市への人口流出を
背景として少子高齢化がもたらされた結果、 相当数の
学校が閉校し、 廃校となっていることは容易に想像が
つく。 廃校の発生は、 学校としての機能だけでなく、
地域のシンボル（＝「誇り」ともいえる）を失うことにも
つながり、 地域の衰退に一層の拍車を掛ける恐れがあ
る。一方で、全国の農山村においては苦労に苦労を重
ね、創意工夫を凝らした地域づくりの展開も見られる。
地域住民が主体となった農産物直売所・農家レストラン
の運営や都市農村交流事業といった総合的な事業展開
による廃校利活用事例が数多く見られる。 それらは、
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に発生した全廃校施設数4709校のうち70 ％を超える

明らかにし、 地域で共有することが重要である。 廃校

2963校が、 何らかの方法で活用されている一方で、

の発生する地域は、 少子化、 高齢化、 過疎化などの

1259校（約30％）もの廃校施設がいまだ活用が図られ

問題を抱え、 自治活動や営農活動に支障をきたしてい

ておらず、 そのうち1000校は利用の予定すらない状況

る地域も少なくない。 廃校の利活用を契機として、 本

となっている。 また、 現状では活用されていない廃校

格的な地域づくりに取り組み始める地域も数多くある。

施設1259校のうち、利用計画がない理由は「地域等か

次に、
「なぜ廃校を利活用するのか」という活用に対

らの要望がない」が最も多く、次いで「建物自体が老朽

する必要性を明らかにし、 地域住民で共有することが

化している」
「地域住民等と検討中」となっている。 そ

重要である。 学校は地域と共に歩み、 多くの子どもた

の背景として「財源が確保できない」や「活用方法がわ

ちを地域内外に輩出してきたが、特に戦後復興の木材

からない」などの状況も大きく影響している。 利用に関

や資金不足のなかで、 校区の良材や土地と資金や労力

する地域住民からの意向聴取を見ると、
「実施していな

を提供し、 学校を建設した例も数多く見られることか

い」が848校（56％）と最も多く、
「説明会等によるヒア

ら、 多くの地域住民の思い出や記憶を共有している。

リングを実施 」したのは430校（28％）
、
「アンケート調

学校は単なる教育施設だけでなく、 地域の「シンボル

査を実施」したのは102校（７％）となっている。

（＝『誇り』
）
」といっても過言ではない。廃校を地域づく

近年では、廃校利活用を促進させるために、文科省

りの新たな拠点として利活用することは、地域の歴史や

では、 地方自治体の持つ廃校施設などの情報とＮＰＯ

文化を継承し、地域を再生することにもつながる。加え

や民間事業者などの活用ニーズのマッチングを目的として

て、建築的価値や景観的価値のある建物を保存し、活

「みんなの廃校プロジェクト」を展開しており、プロジェ

用することも意義のあることといえる。 何より廃校は地

クトによって転用が決定した廃校施設も数多くある。ま

域資源の１つであり、その利活用は地域づくりのための

た、廃校利活用の際に最も問題となるといっても過言で

一手段であると理解することが最も重要なことである。

はない転用施設の改修に関する補助金も文部科学省・

そして、 廃校を利活用する際は、 地域住民や行政、

農林水産省・厚生労働省・経済産業省など複数省庁か

専門家などの参画による「地域ビジョンづくり」を通じ

ら多数紹介されている。 さらに、 まちむら交流きこう

て、地域の現状や課題を再確認し、地域資源の掘り起

（＜一財＞都市農山漁村交流活性化機構）では、 廃校

こしとその活用を図ることが重要である。廃校は地域づ

利活用主体のネットワークを目的として「全国廃校フォー

くりの拠点施設となるとともに、多様な地域住民の参画

ラム（2012 〜 2014年）
」を実施している。 この間、 北

による新たな知恵の集結を生み出す可能性を秘めてい

海道から沖縄県までの全国各地において、 計11回の

る。まずは「なぜ廃校に至ったのか」
、自分たちが暮ら

「全国廃校活用セミナー」を開催し、個別の取り組みの

す地域はどのような特性を持っているのかという、 地

現状や意義などについて議論を深めた上で、 全国

域が持つ強みや弱みなどを明らかにし、 その特性を再

フォーラムを実施しており、各主体間の情報共有や今後

確認することである。 このことは、 分かっているようで

の展開方向についての共通認識の場となっている。

分かっていない地域が多いはずである。 地域には、廃
校を含め自然・歴史・生活文化・産業などの資源があ

5．廃校利活用における基本的な考え方

り、もう一度「地域資源とは何か」を考えるとともに、地
域資源を掘り起こし、それらを利活用するための拠点と

廃校利活用を進めるに当たって、 理念などの基本的

することが大切である。

な考え方を整理するとともに、地域住民で共有すること
が重要となる。このことで、険しい道のりの途中で挫折

６．廃校の主な利活用用途

したり、利活用の方向性を間違うことが少なくなる。ま
ず、
「何のために廃校を利活用するのか」という理念を

10
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文科省やまちむら交流きこうの報告書などから活用

実態を見ると、
「社会体育施設（802件）
」や「公民館・

境・文化センター四万十楽舎、熊本県なみの高原やすら

資料館等（754件）
」など、主に教育委員会所管の施設

ぎ交流館など）
、 ⑤産業振興施設（三重県おわせ海洋

としての利活用が多くなっており、 次いで「福祉施設・

深層水＜株＞モクモクしお学舎、滋賀県＜株＞ノエビア

医療施設等（337件）
」
「体験交流施設等（300件）
」と

鈴鹿高山植物研究所）
、⑥定住促進施設（和歌山県籠

なっている。また、運営主体の組織形態を見ても、
「地

ふるさと塾、 徳島県上勝町営複合住宅など）
、 ⑦大学

方自治体 」が最も高く、 次いで「任意組織 」
「民間企

の地域貢献施設（石川県能登半島里山里海自然学校、

業」
「ＮＰＯ法人 」などとなっている。 所有と運営の主

山梨県多摩川源流大学など）となっている。

体は、①公共所有・公共運営、②公共所有・民間運営、

特に、表から都市農村交流という視点（
『全国廃校利

③民間所有・民間運営の３つに大別され、 社会教育施

活用事例集〜都市農村交流施設編〜 』都市農山漁村

設などのほとんどが①となっている一方、その他の取り

交流活性化機構、2012年）で特徴を見ると、地域資源

組みについては②となっている。 直接に地域経済の活

の掘り起こしを行い、 自然体験や農作業体験などを提

性化を目的とした利活用事例は少ないように見えるが、

供するとともに、宿泊事業や飲食事業を行っているとい

自然体験などといった体験交流事業による「小さな経

うことである。また、任意組織やＮＰＯ法人が運営（行

済」は実現されている。

政からの指定管理）している事例が多いこと、比較的

本稿においては施設の整備について詳細な記載は避

低料金で提供することが多い自然体験などを事業の柱

けるが、 廃校利活用事例の特徴を簡単にまとめると、

としている運営主体が多いことなども特徴的である。加

利用状況や財源に応じて無理のない形で進めるというこ

えて、廃校施設の指定管理を受けて経営を安定させて

とである。そうすることで、本当に必要なものが利用し

いる事例が多くなっており、このことは指定管理が切れ

やすい形で改修され、 経費の節減にもつながる。 例え

てしまえば、たちまち経営難に陥る可能性を秘めている

ば、校舎すべてを利用するのではなく、残した校舎の１

ことを忘れてはいけない。そのようななか、多くの事例

階のみを整備し順次２階を改修する、 体育館・給食室

では持続可能な運営を目的として、 農林水産物の販売

などは取り壊し、残す校舎との景観を合わせるように宿

事業や飲食事業などにも取り組んでおり、 複合的な事

泊施設と農家レストランを新設す
るなどである。

７．廃校利活用の特徴
ヒアリング調査や各種フォーラ
ムへの参加から多様な事例を簡単
に分類すると、 ①教育施設（埼玉
県所沢市生涯学習推進センター、
山形県金山町教育文化資料館な
ど）
、②芸術文化施設（京都府京
都芸術センター、新潟県絵本と木
の実の美術館など）
、③ 福祉・医
療施設（北海道室蘭市子ども発達
支援センター、熊本県特別養護老
人ホ ームなでしこの里など）
、④
体験交流施設（高知県西土佐環
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（2）経済的視点の重要性

業展開となっている。 さらに、 廃校から本格的事業開
始までには平均して５年程度を要しており、利活用につ

これまでも地域づくりにおいて「小さな経済」をつくり

いての地域の合意形成と施設整備という課題を解決す

出すことの重要性は指摘されてきた。廃校利活用におい

るためには時間が必要ということが分かる。このことか

ては、
「小さな経済」を発生させるだけにとどまらず、そ

ら、廃校の利活用にはかなりの時間を有するとともに、

れらを集めて「中くらいの経済」を実現させるための拠

持続可能な取り組みにするため事業展開（もしくは行政

点となることも求められている。 しかし、 多くの廃校利

との連携）をじっくりしっかり考えなければいけないの

活用の事例を見ると、
「小さな経済」づくりと「小さな経

である。

済」をたくさん集めただけといった状況だといえる。 若
者の田園回帰が注目されるなかで、 若者を中心とする

８．廃校利活用の必須ポイント

移住者は「複数のなりわい」を併存させて移住定住を実
現させている。彼ら自身の創意工夫はもちろんのこと、

（１）
「学び」と「交流」の二面性の重要性

さらなる定住人口増加や子育て世代を定着させるため

学校は社会に出るための知識を身に付ける「学びの

には、地域サイドでの環境づくりが必要であり、
「中くら

場」であり、学校関係者間の「交流の場」であることは

いの経済」の構築（による雇用の確保）は必要不可欠だ

確かである。しかし、地域との関係という視点から見る

と考えられる。 その際には、 地域課題の解決を目的と

と、以前から多くの指摘があるように、この２つの場は

したコミュニティービジネスやソーシャルビジネスの視点

かなり限定的なものとなっている。 つまり「学び」につ

を持って事業展開することが求められる。
（3）行政との協働の重要性

いては、 国語・ 算数などの学校教育の内容が中心と
なってしまうとともに、
「交流」についても児童・生徒同

当然のことながら、 地域住民による議論が前提とな

士や保護者同士となってしまう傾向がある。

12

るが、 行政との協働をどのように実現させるのかという

一方で、 いったん廃校となると、 学校教育の範囲を

ことも大きなポイントとなる。 廃校利活用の事例の多く

超えて、地域との関係が強くなることで多様な「学び」と

は、 指定管理業務の委託、 補助金での支援、 人的支

「交流」の場へと変化する。利活用に向けて、地域の現

援などさまざまな形で行政が支援している。地域づくり

状と課題を把握する、地域資源を把握する、地域の合

の先進地といわれる長野県飯田市や島根県海士町など

意形成をするなどまさに地域の実情に合わせた「学び

では、行政がさまざまな特徴のある取り組みで地域づく

の場」となっている。同時に、地域内の幅広い世代間

りの支援（協働）を行っている。

や交流事業の取り組みによる地域内外の「交流の場」と

今後は「地域資源の見直し」や「地域課題の掘り起こ

なっていることも特徴である。地域の子どもが減少し、

し」を行い、地域内外の交流を通じて、それらを解決

廃校となっても教育旅行や体験メニューの提供などを

する仕組みづくりである「実践型人材育成事業」は重要

通じて地域外の子どもたちが訪れる可能性も大いにある

な事業だと思われる。 例えば、
「九州ツ ー リズム大学

（現実にもそういった事例が数多く見られる）
。このよう

（熊本県小国町 ）
」
「紀州熊野地域づくり学校（和歌山

に廃校（利活用）において、地域に求められているリア

県田辺市）
」などである。これらを継続した取り組みと

ルな問題を学び、 その解決法を探るために多様な人材

するためには、行政による一定の支援（人的・財政的）

が交流することが重要である。

が必要不可欠であり、特に財政状況が厳しくなるなかで、

既存の学校もこのような視点で地域と連携することが

職員派遣や地域コーディネーターの配置といった人的支

できれば、農山村においても廃校にならずに済むかもし

援が求められている。 また、 新たな事業を展開するの

れないし、離島の先進地として有名な島根県海士町の

ではなく、公民館活動や生涯学習行政のなかで実践型

ように移住者とともに子どもが増えるという現象も夢で

の人材育成を行うことを模索する必要性もある。従来の

はないかもしれない。

カルチャー型（単に先進事例を学ぶことや地域課題を掘
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り起こすことなど）に加えて、実践型（実際に参加者の

つある。地域（農業）を担う人材が育ちつつあることに

地域で課題解決に向けて行動するなど）の人材育成事

加え、地域外の多くの応援団も存在している。これは、

業の展開が期待される。

廃校発生までの人口が流出する一方という「負のスパイ
ラル」を、利活用を機に交流人口の増大という「正のス

９．
「熟議」による廃校利活用で
「経済波及効果」と「人材波及効果」

パイラル」に変えたといえる。この動きを全国の廃校利
活用で発生させることが重要となる。
最後に確認しておくが、 筆者は決して学校統廃合

まちむら交流きこうが廃校施設（活用中、未活用問わ

（廃校 ）推進派ではない。統廃合問題が発生する前か

ず）を対象に行った調査によると、 廃校利活用を進め

ら地域において「熟議」すること、廃校を生み出さない

るに当たって「地域の合意形成」が最も難しいとなって

ための地域づくりの必要性と廃校が発生してしまった場

いる。また、未活用施設については、
「用途決定」が最

合でも諦めずに利活用すること（もしくは、 仮に利活用

も難しく、 次いで「施設整備の財源確保 」
「地域の合

できないとの結論に至ったとしても検討すること）で地

意形成」
「廃校の耐震性確保」などとなっている。しか

域再生につながると考えている。 廃校利活用同様に、

し、 地域の合意形成（ソフト面 ）と施設整備（ハード

地域づくりは、 ある時点から始めるのではなく、 思い

面）という２つの難関を突破することで、廃校は負の象

立ったらすぐに始めなければならない。また、決して終

徴から地域のシンボル（言い換えれば地域の誇り）とし

わることもない。身の丈に合った取り組みから始め、持

て生まれ変わる可能性は大いにある。

続可能な事業展開を目指し、 着実に一歩一歩、 決して

特に「さまざまな関係者が本音をぶつけ合い、 課題

諦めることなく取り組んでいくものであり、そういった地

解決に向けて徹底的に議論することにより、 合意を形

域づくりが全国各地で行われることを期待したい。

成する」という「熟議」が重要なのである。その時間的
な過程のなかで諦めてしまうのか、着実に前進するのか
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機に地域づくりに取り組む熊本県菊池市のきくちふるさ

『全国廃校活用事例集』2012年などを参照

と水源交流館では「熟議」の過程で行政や外部人材が

（2）橋本卓爾・山田良治・藤田武弘・大西敏夫 編『都市と農村〜交

活用された。 いずれにせよ廃校利活用のプロセス、 そ

流から協働へ〜』日本経済評論社、2011年
（3）小田切徳美・藤山浩 他編著『地域再生のフロンティア〜中国山

の一つひとつの経験が地域に蓄積され、 地域づくりに

地から始まるこの国の新しいかたち』農山漁村文化協会、2013年

活かされることは間違いないのである。

（4）山内道雄『離島発 生き残るための10の戦略（第四版）』
（生活人
新書）ＮＨＫ出版、2013年

そして、これも繰り返しとなるが、廃校利活用は地域

（5）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

づくりの一手段であり、そのこと自体が目的ではない。

再生』
（ＪＣ総研ブックレットNo. ３）筑波書房、2014年

廃校利活用において展開される飲食事業や宿泊事業を

（6）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

軌道に乗せることも必要であるが、 それ以上に地域へ

波書房、2014年

の波及効果を見ることも重要なのである。 例えば、 秋

（7）増田寛也 編著『地方消滅〜東京一極集中が招く人口急減〜』
（中
公新書）中央公論新社、2014年

津野ガルテン単体の事業高は6000万円であるが、10億

（8）山下祐介『地方消滅の罠−−「増田レポート」と人口減少社会の

円にもなる経済波及効果が示されている。 これは農家

正体』
（ちくま新書）筑摩書房、2014年

経済のみならず地域全体の経済循環をもたらしていると

（9）田村秀『自治体崩壊』
（イースト新書）イースト・プレス、2014年

いえる。加えて廃校利活用のプロセスで、人が人を育て、
人が人を呼び寄せるという「人材波及効果」が生まれつ

（10）小田切徳美『農山村は消滅しない』
（岩波新書）岩波書店、2014年
（11）岸上光克著、小田切徳美監修『廃校利活用による農山村再生』
（ＪＣ総研ブックレットNo. ９）筑波書房、2015年
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ＪＡの総合事業を考える
－－有識者放談会②
ＪＣ総研 基礎研究部

１

資本主義というのは放っておけば、大きいものが小

．
「農協改革」を考える

さいものを飲み込んでいく。その小さなものを集めて、

ＪＣ総研では有識者を招いて、農協改革とＪＡの総

小さな経済を集めて大きな経済に対抗、協調しながら、

合事業について議論していただく放談会を２回にわたっ

奥深い国民経済を築いていく。こうしたことが近代国

て開催した。今号では 2014 年 10 月 12 日に実施した

家、近代資本主義のいろいろな問題のなかで、人類の

第２回放談会の内容を紹介する。

知恵として定着した経済思想と言っていいでしょう。そ

放談会には、北海道大学太田原髙昭名誉教授、三

れを何で保障するかというと、制度で保障するという

重大学石田正昭招へい教授、福島大学小山良太教授、

ことで、農林漁業だけでなくて、中小企業協同組合、

オブザーバーとして徳島大学玉真之介教授にご参加い

医療協同組合、あらゆるところに協同組合を張り付け

ただいた。聞き手はＪＣ総研理事比嘉政浩。

たというのは、そうした壮大な経済民主主義の制度的

※以下、敬称略

そして、協同組合自体は自主・自律であることは、

２

．経済民主主義を保障する協同組合

比嘉

保障としてあります。

ＪＡは自主・自律の農業協同組合です。そして、

自ら改革するのだということを前に出すときに、国政な

これはどの協同組合法もみんなうたっているわけで、
自主・自律だから法律はいらないなどということはとん
でもない。近代国家の経済民主主義についての知識が
ない人の、まさに床屋談義ということです。

り、国会が法律を作ることなり、そことの関係につい
て頭をしっかり整理しておく必要があります。まずは、

太田原

自主・自律の協同組合になぜ法律が必要なのかという

外が、何度か議論になるのです。これはＪＡよりも、む

点から先生方のご議論をいただきたいと思います。

しろ中小企業協同組合の世界で、共同購入、共同販

法制化というものは、
「自主・自律なら法律は

売というのは話し合って同じ値段で買う、だから表面

いらないのではないか」
「任意団体でいいのではない

的に見ればまさに談合であり、カルテルであるというこ

か」というのは、素人議論としてはよく出ます。

とになるわけで、それを認めていいのかという話です。

太田原

しかし、近代国家であれば、協同組合を制度として

14

そして、戦後に独占禁止法（独禁法）適用除

そして、いくつかの事件や訴訟もあって、そのなかで、

きちんと持っている。つまり、国家として協同組合が

経済民主主義を守るためには、協同組合制度が必要

必要だということを法制化という形で示している。そし

であると整理される。協同組合的事業方式というのは、

て、先進国はみんな協同組合法を持っている。それは、

まさに共同販売、共同購入を保障しなければ、経済民

協同組合というものを、国の制度のなかにビルトインす

主主義は成り立たない。そのとおりですよね。従って、

ることによって、経済民主主義を保障するということが

これは独禁法適用除外であるという非常に明快なもの

あるのです。

が出ているのです。
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と、それはもう結論は出ているのだと。あの世界は前

４

例を非常に大事にするので、
「非連続的な」などという

石田

ことは言わないですから。そうした戦後レジームとして

田原先生がおっしゃられた独禁法の適用除外が前提

の経済民主主義、やはりそういうところから、きちっ

になって、まず農協法が出来ました。そして中協法、

と説明していく必要があると思います。

あるいは消費生活協同組合法（生協法）が出来てい

ですから、司法界、法律の先生にお伺いを立てる

それから農協法の建て付けの問題ですが、太

ます。私はこの建て付けが良くない、古いと思います。

３

．なぜ農協中央会が改革の対象になるのか

石田

．協同組合の法制度の建て付けを再検討する

安倍晋三総理大臣の議論は、基本的に戦後民

主主義を否定しているのではないかと思います。それ

協同組合は協同組合固有の価値があるわけで、そこか
ら法律を立てて、そうした個人の協同、つまり個人の
カルテルは独禁法適用除外であるという明らかな法律
の建て付けが必要だと思います。

は、たぶん 1940 年体制を否定しているのではないか。

そして、現在の法律は、省庁とか業種別の協同組合

要するに行政といろいろな団体が一緒になって経済統

法ですから、この建て付け自体に古さがあって、そこ

制をやったという戦時体制で、そうした行政と団体の

を変えるという議論のなかに、ＪＡの問題も位置付け

強いつながりを断ち切りたいというのが、たぶん安倍

ていただけるなら、これは大いに話に乗りやすい。け

総理大臣の発言につながってくるのだと思います。だか

れども、ＪＡだけを個別対象に攻撃するというのは、

ら、今回の対象はＪＡですが、本来の改革の対象は農

協同組合の議論のなかではおかしいと思います。

林水産省だと僕は思っています。その農水省が変に規

要するに農水省は、今もＪＡを農政手段の１つとし

制改革会議の議論にすり寄っていったところに、今回

てしか考えていないということです。農民の地位向上

の特色があると思っています。

などが協同組合の目的だと思うのです。そこに大きな
そ

ご

次に中央会ですが、中央会は農協法上で措置され

齟齬があって、端的な例は、ＪＡだからこそ農業振興

た特別民間法人です。特別民間法人を分かりやすく言

をするべきだというロジックだけで改革を求められてい

えば、国に１つ、県に１つ設置するという、民間であり

る。あまりにも視野が狭いですよね。従って、農政手

ながら、かなり行政との枠組みのなかで動いてきた民

段という取り扱いを見直してほしいと私は思います。

間法人です。今、そうした位置付けがあるのは、旧特
して、農協中央会は旧認可法人です。また、特別民間

５

法人のなかには中小企業等協同組合法（中協法）が適

比嘉

用される中小企業団体中央会、それから農業会議所、

いと思います。今回の放談会の１つのテーマである「総

漁船保険中央会などもあります。

合ＪＡだからこそ地域農業を振興できる」という点につ

殊法人系の団体と旧認可法人系の団体があります。そ

なぜ、農協中央会だけがやり玉に挙げられなければ

．総合事業によって経営が安定する総合ＪＡ
少し法制度から離れまして、次の議論に入りた

いて、ご議論ください。
少し整理してみましたので、私からお話しさせ

ならないのかということが、まず疑問です。もしそのよ

石田

うなことを言うのだったら、中協法に基づく中小企業

ていただきたいと思います。まず、経営的視点ですが、

団体中央会も、
体質的にはまったく同じですから。ただ、

資金面では古今東西、協同組合の経営は金融事業を

所管官庁は違って、今回は農水省ということでやり玉

営む場合に安定することが知られています。日本の総合

に挙がっているけれども、農水省のなかの戦後レジー

ＪＡが国内的にも国際的にも協同組合陣営のなかで高

ム体制を打破することに波長を合わせた農水官僚の一

く評価されている理由は、金融事業を兼営し経営が安

部が、今回のシナリオライターになっている。

定しているからだということです。
経営が安定する理由は資金運用面と運転資金面の

【食料・農業・農村】
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両面があって、金融事業を持たない専門農協の経営が

こうした歴史的経緯により総合ＪＡは生まれながら

しばしば行き詰まるのは取り扱い品目の販売不振だけ

にして地域組合と職能組合との複合的性格を持ってい

ではなく、運転資金が不足することです。以上の理由

る。職能組合として純化せよというものが政府・政権

から信用事業を分離すれば安定経営が維持できなく

側の要求ですが、戦後農協の歴史を無視した一方的、

なって、農業振興は縮小、あるいは組合員・利用者の

一面的な見解であると思っています。実際に機能して

実費負担の割合を高めざるを得ない。

いるものを壊すことは不可能に近い。政策的に言うと、

ＪＡのビジネスモデルは、総合事業の展開によって営

変えるリスクと変えないリスクを比較した場合、変える

農指導、農業振興、地域振興にかかる諸費用を事業

リスクの方がはるかに大きいと、こういう政策判断が

総利益のなかから確保すると思っています。これに対

必要だろうと思います。

して政府・政権側が要求する新しいビジネスモデルは、
ろということです。ですから、不要なもの、不要なサー

７

．農家組合員の経営を総合的に支える

ビスは連合会のそれを含めて徹底的にはぎ取って農業

石田

次に組合員視点です。まず運転資金の確保が

所得の最大化を図れという主張だろうと思います。

あると思います。北海道の組合員勘定制度（クミカン）

農産物は高く売れ、肥料・農薬などの購買品は安くし

そのことは、また次のことを意味する。全部はぎ取っ

とかですね。組合のみならず、組合員農家にとっても

てしまった場合、農業者が農産物を作り、あるいは資

資金繰りが一番の悩みの種です。例えば北海道の畑

材を買うというプロセスのなかでは、ただ売り買いだけ

作経営において、１年の農業収入の半分以上の金額が

の問題ではなくて、さまざまなことをしなければならず、

運転資金として必要になるとされます。この運転資金を

仮にプロ農業者が要求する特別なサービスがあれば、

無利息ないし低利で融通しているのが組合員勘定制度

その費用は実費として徴収しなければならないだろう。

です。農業収入は販売状況や作柄によって大きく変動

ところで、サービス合戦の激しい日本で政府・政権の

することから、組合員勘定制度では土地などの不動産

要求するビジネスモデルというのは本当に成立するのか

を担保とする根抵当権の設定と、その根抵当権の評

という疑問もあります。

価額に基づく貸出限度額の設定が行われている。

それから、営農・信用・共済事業が一体化している
ことの強みは、例えば東日本大震災、福島原発事故、

離しているはずの法人経営的な自立的な畑作経営にお

さらには各地に頻発する災害・事故などにおいて、ＪＡ

いても、組合員勘定制度はよく利用されています。そ

グループの総力を挙げた支援が行われているということ

の理由は家計用資金需要が発生した場合でも、例えば

も明記すべきでしょう。

自動車、電気製品を買うにしても、証書借り入れなど
よりも組合員勘定借り入れの方が簡単だということと、

６

．総合ＪＡは地域組合と職能組合のハイブリッド

利率がないから低利だということでメリットが大きい。
つまり農協改革派が言う大規模経営、プロ農業者とい

次に歴史的視点ですが、戦後農協は、共益的

うのは経営と家計が分離していると言っているけれど

な産業組合と行政補完的な農会、それから米国の販

も、彼らも、私に言わせれば家族農業のジャンルのな

売農協（ケンタッキー州ビングハム販売協同組合）の３

かに入っているということです。

石田

16

次にここがもう１つポイントですが、営農と家計が分

元交配から誕生しています。1947 年 11 月 19 日に公布

また、総合ＪＡだからできるメリットは営農計画と金

された農協法は、信用事業に関して組合は兼営、連合

融の一体化、いわゆる指導金融などの部分です。営農

会は単営と定めたが、このことが 60 何年たっても重要

計画に基づく適正な資金管理は経営者能力の基本をな

で、歴史を積み重ねて発展する事業体にとって、この

しますが、これにＪＡが積極的に関与することにより、

決定は重いと思っています。

より良い農業経営が実現できるということです。ＪＡで
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はこの仕組みを「指導金融」と呼んでいますが、新規

また、公庫は農協プロパー資金では対応の難しい農

就農者の農業計画、それに基づく資金貸し出しです。

村起業やソーシャルビジネスの分野での貸し付けを伸

資金管理能力の乏しい農業者、経営不振の農業者に

ばす工夫も必要だろう。要するに、ＪＡだけの問題で

とって経営健全化の軸となっています。自立自走できる

はなくて、制度資金も含めて検討が必要です。

農業者だけを相手にするのではなく、そうではない農
融機関にはない、総合ＪＡならではの機能と考えていま

９

す。

太田原

業者をいかに立ち直らせるかという仕事は、一般の金

．日本型総合ＪＡの強みを世界に発信
全体的な感想ですが、総合事業が一番大事

だというところに絞った今日の問題点は非常に良かっ

８

．制度資金とのすみ分けが制度として求められる

たと思います。やはりそこが一番の論点です。組合員
が集まる勉強会に呼ばれると、昨日、私は釧路の農家

石田 次に最近は地銀・信金が動産貸し付けを伸ばし

の皆さんの研究会に行って、率直な話を聞いてきたの

ているが、ＪＡはやっていないのではないかという批判

ですが、マスコミの報道の仕方が問題で、全中廃止と

をいただいていると思います。

全農の株式会社化、そればかりが伝わっています。農

そして、リスクを負えということが農協改革派の主張

家にとって農協改革の話は遠いのです。

ですが、組合員・利用者の負託に応えることを旨とする

だから、私は、農協改革についての３本柱は①全農

協同組合、あるいは金融機関としては小規模金融機関

の問題、②中央会の問題と③総合ＪＡの解体、この３

に位置する総合ＪＡは、過大なリスクは負担できないと

つなのだと。
「総合ＪＡの解体を新聞は書かないのだ」

いうことです。それは自己資本比率を高くすることが絶

と強調しています。その点で、ここにかなり絞って議論

対的な条件となっているからです。同時に、自己資本

していこうという問題設定は大変正しいし、これで組

比率の高水準での維持は行政庁の監督権限に基づく

合員レベルまで、なるほど、そうだというものを出して

意向を反映したものです。

いただきたい。

これもすごく重要ですが、制度資金との競合というこ

石田さんの整理は本当にごもっともで、実に多様な

とがあります。大型家畜や大型機械などの購入は、貸

論点があるわけですが、それに対しての意見も付け加

付限度額を超えない範囲であれば農協プロパー資金で

えるようなことで話したいと思います。

対応できますが、金額がかさむ場合には近代化資金や

まず、歴史的視点ということで、日本のＪＡは生まれ

などの制度資金が利用されています。
公庫資金（直貸）

ながらにして総合農協だという点です。1900 年の産業

ＪＡの信用事業の貯貸率低下は、農業者（農家）、

組合法は専門組合主義です。産業組合法に出ているの

家計が背景にある。家計という黒字主体が組織する協

は信用組合、販売組合、購買組合、利用組合、この４

同組合であることから避け難い。加えて、制度資金の

つのすべて、またはいくつかを作れとなっています。

存在も見逃すことができません。実際に大きな資金需

しかし、それでやっているうちは、産業組合の組織

要が発生する農業経営の急速な成長あるいは経営リス

率が伸びないのです。信用組合は一番良くできるので

クが少なからず発生する新規就農者に対して、制度資

すが、
その信用組合だけが広域的に合併して大きくなっ

金が果たしている役割は大きいと思います。

ていくという発展はしないのです。それだけにとどまっ

しかし、農協プロパー資金の拡大ということを考える

ているわけです。それで、いろいろな議論があって、

と、制度資金の再検討が必要だと思います。特に日本

やはり兼営だと。１カ所にいて全部間に合う組合の方

政策金融公庫とのすみ分けが重要です。要するに信用

がいいということになって、これは昭和に入ってからで

力評価のような仕事と、信用保証あるいは金利低減、

すが４種兼営が出てきます。国のバックアップなど、い

こういうところで公的機能を発揮してほしいと思います。

ろいろなことがあるのですが、４種兼営になって初め
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てグーンと伸びるのです。それはなぜかということをき

を持っている、資金を持っていることだと。やはりこの

ちっと押さえなければならない。

一連の、ちょうど 70 年代の動きはものすごく教訓的だ

もう１つは、全農について言うと、グーンと伸びるの
は全販連、全購連が出来てからです。全国的な連合
会がないと協同組合事業はうまくいかない、そういう
教訓もあると思います。
だから、日本の産業組合は４種兼営で初めて伸び

と思います。

11
比嘉

農水省の指導は「地域住民の生活に必要な
．
生活支援機関としての役割」

総合ＪＡの総合事業についてご議論いただいて

た。それも１町村１組合というゾーニングです。ゾーニ

いますが、ここで准組合員についてもご議論いただき

ングは古いとか何とかと言うけれども、なぜそうなっ

たいと思います。准組合員は総合ＪＡの仲間であります

たのか。そこのところをきちっとやる必要がある。ヨー

が、規制改革会議から准組合員の利用制限などの議

ロッパの商業的農業の発展が農業の分化を促すわけ

論も出ています。

でそれに対応した専門農協となる。日本の自給的農業、

石田

同じような農業をやって、同じような暮らしをしている

できる非農業者、すなわち准組合員の信用・共済事業

わけですから、それには総合ＪＡが一番適合する。

の利用は否定されるべきものではなく、今後ともこの制

このことは実はこれからのアジア、アフリカの農協

ＪＡ経営の安定性を図る上で、ＪＡ運動に共感

度を堅持していく必要がある。規制改革会議は准組合

のあり方を考えていく上で、ものすごく大事な点なの

員の事業利用に量的な制約をかけようとしていますが、

です。それはアジア、アフリカの途上国の農協は、今

ただ今の農水省の監督指針では准組合員の事業利用

まで欧米のまねと指導で専門農協だけれども、これは

を実は肯定的に捉えているのです。こんな矛盾がある

間違いで、総合農協が適合しているということを、日
本の経験が教えているわけです。これを国際家族農
業年との絡みで、小規模家族経営を世界的にどうして
いくかということで、ぜひ日本型農協というものを打ち
出してほしい。

10

．攻めに強い専門農協、守りに強い総合ＪＡ

太田原 戦後になると日本でも商業的農業が発展する
わけで、それに対応して専門農協が伸びるわけです。
一時は専門農協か総合農協かという大議論が起きて、
時の農林次官も「これからは専門農協だ」ということ
を言うわけです。それで、一時ものすごく専門農協が
元気になった。
けれども、それは牛肉、オレンジから始まる自由化
が進むにつれて、難しくなっていくわけです。そして、
結局、専門農協は総合ＪＡに吸収合併されるわけです。
これは専門農協の人たちが認めているのですが、
「専
門農協の最大の弱点は信用と共済を持っていなかった
ことだ」という総括がされています。攻めに強い専門農
協、守りに強い総合ＪＡ、守りに強い秘訣は金融部門

18

ＪＣ総研レポート／2015年 春／VOL.33

【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②

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

のかと私は思っています（資料参照）。
太田原

いいことが書いてある。

この前、関東のＪＡの組合長と話していたら、ちゃん
と准組合員にアンケート調査をやって、どうしてＪＡを

農水省がこれに基づいて監督しろと書いてある

選んだのかと聞いているというのです。出身はどこで

のです。ただし、
「このことを踏まえつつ、正組合員の

すかと。そうしたら、もう心理は単純だと。みんな高

減少と准組合員の増加が恒常的となり、正准比率が逆

度成長のときに農村から工業都市、大都市に流入して

転するＪＡも見受けられる現状に鑑み、非農業者であ

きた人たち。その人たちが成長して結婚して家を建て

る准組合員の増加により、その事業運営が農業振興

て、保険だ、貯金だということになると、パッとＪＡの

を進める上で正組合員の利用メリットの最大化に支障

看板を見て懐かしい。銀行に預けるよりもＪＡだと言っ

を来すことのないよう、准組合員の加入に際しては農

て来るのだそうです。屋台で
『チャンチキおけさ』を歌う、

協制度の目的・趣旨の理解の促進に努めるとともに、

カラオケで『北国の春』を怒鳴っているような人たちが、

正組合員と准組合員との交流の促進を図っていく」こ

准組合員なのです。

石田

れは当たり前のことだと私は理解しています。言いた

ということになると、対応もはっきりしてきて、この人

いことは、要するに規制改革実施計画の作成者、農水

たちも大切な応援団です。この人たちはみんな「ＪＡ、

省自身が実はこういうことを言っているのだから、行政

頑張れ」
「農業、頑張れ」
、そういう気持ちがものすご

庁として支離滅裂だということです。

くあるわけです。それに向けて、このＪＡでは、准組

太田原

行政に非連続はあり得ないですよね。非連続

組合員の集会、講習会など、そこでは食料自給率や家

といったらクーデターだ。

12
太田原

合員向け広報を特別に作っているのです。そして、准
庭菜園の技術などをやって、准組合員との結び付きを

．准組合員とはどのような人々なのか

准組合員の位置付けは、サポーター、応援

団だと、これでいいと思います。そして、准組合員とい
うのはどういう人たちなのかを分析する必要があるわ
けです。
北海道では 79％が准組合員です。それは何かといっ
たら離農者なのです。北海道は基本法制定当時に 13

大切にしている。これは非常に分かりやすい話で、た
ぶん全国的に通じるのではないか。やはりこういう人た
ちを戦略的にどのように位置付けていくか。大変大き
な課題ではないかと思います。

13
小山

ライフサイクルのなかで組合員の参加を考
．
える

准組合員のアンケートを実施すると、基本的に

万 5000 戸の農家がいて、今、
６万 戸を 切っていますから、
ちょうど 55％くらいが離農して
いるわけです。それがみんな
貯金はそのままＪＡに置くし、
共済も一般の損保に切り替え
るということをしないわけです。
やはりＪＡ共済だと。そして、
Ａコープも使う。だから、准組
合員制度が必要なのです。そ
して、准組合員の人たちから言
えば、そういう形でつながって
いたいわけです（図１参照）。
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は元農家、あるいはＪＡの職員の関係者であったり、

い次元の協同のヒントがありそうな気がします。

ＪＡ職員の関係者というのは親戚とか全部つながってく

小山

る。ところがこれとは別に員外利用規制の法令順守に

に、やはり全国で使いたいという話のときに、実はそ

基づいて新しく准組合員に加入したという組合員、まっ

ういうことだと思うのです。それで、
「ポイントをどこ

たくＪＡと関係がなかった人も増えたことも実態でしょ

が出すのか」などの議論ではなく、むしろ人は動くし、

う。こうした人々への対応として組合員ポリシーなどを

戻る。その枠組みのなかに農があるというところを位

いろいろ考えるわけです。

置付けるためにも、実はＪＡグループというのは優位性

ところが、もともとの准組合員、員外利用規制の前

があると思います。

の人がベースなので、実はそこは大きく２つあるのだと

太田原

いうことと、ライフサイクルのなかで農家をやめて准組

える。人の流れと金の流れですね。

合員になるケースもあれば、きっかけはいろいろあった
としても、事業利用やさまざまな取り組みを通じてＪＡ
と関わったケースもある。いろいろなＪＡで准組合員向
けに取り組みをやっていますが、例えば、自家菜園を

そうですね。人の流れに即してこの問題を考

14
太田原

．組合員組織の議論が求められる

准組合員比率が 53％になったからけしから

やって直売所に出してみようとか、あるいはみそ加工

んとか、体質が変わったというけれども、先ほどの北

部会に参加してみそを加工してみたとか、どのような機

海道と同じで、全国的に見れば 600 万農家が 250 万

会か分からないけれども、その中の何％かでも将来農

農家になったわけでしょう。それが准組合員になった

業をやる。今は非農家でも、将来農業をやる予備軍で

とすれば、だいたいそうなるのではないですか。いか

もあるし、元農業に関わっていて、やめた後も関わり

に今の農政の下で離農者が増えたか。農業でやってい

がある人もあるということで、准組合員というのはライ

けない人が増えたかということを語っているのではない

フサイクルとしてのつながりだと思います。

か。

ライフサイクルのなかでいえば、若い人たちがもし今、

それで言おうと思ったけれども、部会に注目すると

ローンとか事業利用で組合員加入しているだけだとし

いうのは非常に大事なことだと思います。もう１つ、農

ても、それは定年後に十分関わってくるだろう。高齢

事実行組合をちゃんと位置付けておかなければならな

者でこれから葬祭事業を使うとしても、実はそれまで

いと思います。部会というのは集落を超える組織であっ

関わっていた人たちだし、そのつながりのなかに組合

て、集落ごとにあるのは農事実行組合なのです。集落

員制度があると思います。だから員外から准組合員に

組織が減反の配分など、いろいろな構造政策的なこと

なるとしても、ＪＡの制度やメリットを説明するというよ

は、みんな農事実行組合でやってきたわけです。これ

りも、やはりそうしたサイクルを説明した方が面白いの

がＪＡの下部組織になっているところにＪＡの強みがあ

ではないかと思います。
「こうした事業利用をするとこ

るわけです。それがちょっと抜けているなと思いました。

うなりますよ」と言うよりは、
「いつでもできますよ」と。

石田

太田原

20

ＪＡで、総合ポイント制度の議論があったとき

北海道の信組、信金など、今、みんな札幌

ちょっと話がそれてしまって恐縮ですが、ＪＡ

の組合員組織の基本はなんですか。

に支店を出してきて、この辺でもそうだと思いますが、

小山

いまだに集落組織なのではないですか。

それは結局、離農者のための受け皿なのです。そうい

石田

それはあくまでも下部組織。女性組織もＪＡ組

う人たちの貯金を集めようとしているわけですよ。ＪＡ

織ではないと言っていますよ。協力組織なのです。集

はＪＡ○○札幌支店というわけにいかないから、ＪＡ

落組織も実は協力組織。

さっぽろに貯金するわけですね。

太田原

だから、その意味では都市ＪＡと地方のＪＡはそうい

た。

う形でつながっているわけで、そのへんにもう少し高

石田
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ない。全然、異論はないのです。けれども、本当

うわけでしょう。そこのところは新たに、非常に重

に協同組合という組合員組織は何かという質問を

要ではないですか。

したら、きちんと位置付けをしないといけません。

石田

位置付けというのは、例えば役員選出基盤である

整備をしなければいけないけれども、今度の農協

という位置付けなどです。

改革の議論でも、やはり地区推薦枠を減らして部

小山

そこを、例えば部会とか目的型、機能型の

だから意思決定組織としてのきちんとした

会枠を増やすと出ているではないですか。あれは

組織からの代表をどれだけ入れているか、属性型

いかがなものですか。こういうのもひっくるめて、

の組織は入れているかという議論をしたとしても、

しっかりとした議論が必要だと思います。

例えば福島県のＪＡでは稲作部会連絡協議会は
3000 人くらいいますが、やはり今でも、基本的に
集落組織で動いている。
太田原

だから離農して、農地を貸し付けている

15

．家族農業の協同組合として

小山

しかし大事な点は基本、農家ということで

農家も部会には入っていないけれども、集落組織

はないですか。ＪＡがあって組合員さんがいる。玉

には入っている。そこでは大きな担い手と対等、

先生の資料にも、ファミリービジネスと書いてあり

平等なのです。村仕事も分担するし、それがやは

ます。アメリカも家族経営が８割を超えているわけ

り一番の基礎組織なのだと。意思決定機関として

ですよね。規模が違ったとしても、家族経営がベー

は、おっしゃるとおりですが、機能的な組織として

スでなかったら、企業だけになってしまったら、地

集落組織をちゃんと見ておかないと。

域のなかに人がいなくなってしまう。それが雇用の

石田

これからは、集落を単位とした集落営農が

重要になる。農家組合がつくる機能集団、担い手
だけはつくれとなっているけれども、ＪＡが育てる

場になるといっても、人がいなかったら学校も何も
ないのだから誰も住まないわけです。
もう１つは、それを担保するような議論で、農業
改良普及員の話や、市町村農林担当部署の弱体化

ものですから。
農水省の指導方針としても、全中の運動

がありますが、やはり自治体農政ですよね（図２参

方針としても集落を単位にした営農集団を作れとい

照）
。家族で基本的にやっていく。新規参入したい

太田原

人は法人の下で働きた
いだけではなくて、や
はり自分の経営を将来
的にはやってみたい。
だから、 Ｉターン、 Ｕ
ターンで来るわけです。
縛られずに自分で農業
をやってみたいのです。
そうした人たちとそれ
を支えるＪＡと、 それ
を支える地域の自治体
の農業政策と、国レベ
ルではＴＰＰ（ 環 太平
洋パートナーシップ協
定）
、農協改革と言って
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いるのだったら、国がやらないのだったら、そこはＪＡ
がきっちり作っていくという枠組みを提示した方が、現
実の農家、やりたい、これからもやっていきたいという
人も含めて支持されるのではないかと。やはりそこをも
う少しイメージしやすい像を、逆に、本当に今回の所
得倍増をするなら、地域の農業政策をもっと強化すべ
きだと、こちらから提案してしまうくらいのことを、もう
１つ加えてしまった方がいいのではないかと思っている
のです。
玉

私もちょうど同じようなことを伺いながら考えてい

たのですが、規制改革会議などはＪＡに批判を向ける
のは実態を踏まえて言っているというよりは、理念的な
ところで、やはり専門化していないものは経済の論理
のなかでは未熟だとか、アマチュアだとか、そのよう
にかなり部分的なところもあるのではないか。それに
対して、
「いや、こういう形で家族農業を支えている」
と言うと、彼らにとっては今の日本の農業は駄目だとい
うことがまず前提にあって、駄目なのは構造改革がで
きていないからだということで、結局、総合ＪＡがこの
ような形で小農、家族農業を支えているというと、結局、
総合ＪＡは温存させている元凶なのだという彼らの論
理に持っていかれてしまうのです。
家族農業の価値のようなものを、国連の家族農業年
もそうですが、農水省は一切触れようとしない。それ
に対して家族農業の価値を１つの論点として打ち出さ
ないと、結局、家族農業では日本の農業は駄目なのだ
というところが１つの論点になっているので、そこを少
し打ち出す必要があるのではないでしょうか。
太田原

中央会が一番言うべきなのはそこなのです。

日本の家族農業の国際的価値とか、それを支える日
本型総合ＪＡの世界的意義とか、これを強力に打ち出
してほしい。これをやるのは中央会しかないです。ぜ
ひやってほしいと思います。

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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ティング」「インテグレーション」「価値共創」「食

リューチェーン」「ビジネスモデル」「協働型マーケ

支 援 が 重 要 性 を 持 つ と 考 え る べき では な い だ ろ う か

し ろ、 イ ギ リ ス や Ｅ Ｕ の 地 域 政 策 の よ う な 政 策 的 な

生的に生まれるとみるのは難しいようにも思う。む

大事だろう。ただ、こうした動きは市場経済から自

章）。

料産業クラスター」「農産物直売」「農産物ブランド

（柏 雅之、第

化」
「ローカルフードシステム」「女性起業」「コン
ソーシアム・プラットフォーム」「社会的企業」と、

業化論について見れば、形成されたバリューチェー

と、そう単純ではなさそうである。例えば、６次産

れが「地域再生」にストレートに結び付くかという

ただ、こうした魅力的で多彩な概念であるが、そ

店・実需者向け個装品、加工品販売であり、生産・

者 ） 向 け 段 ボ ー ル 箱 販 売 に 対 し て、 新 モ デ ル が 小 売

製品や販売面で、従来型モデルが卸売市場（卸売業

ネスモデル」の比較研究である（佐藤和憲、第３章）。

モデル」と、伝統的な農協共販という「従来型ビジ

新 た な 販 売 組 織 形 成 な ど の 特 徴 を 持 つ「 新 ビ ジ ネ ス

農協に関心を持つ評者にとって興味深かったの

ンにおける「付加価値形成とその関係者間における

販 売 過 程 に お い て は、 従 来 型 モ デ ル は 部 会 組 織 に よ

まさにきら星のごとく魅力的な言葉が並ぶ。本書が、

価値配分は自動的に一致するわけではない」。そこ

は、野菜農業を事例に、雇用・借地型経営、スーパー

で、農 業・ 農 村 サ イ ド の 所 得 向 上 を 図 る た め に は、

る 生 産 と 農 協 に よ る 販 売 と い う 役 割 分 担 で あ り、 新

これだけの概念を幅広く取り上げたことについて、

いまや「地方再生」の時代。フードシステム研究

単なる原料供給者としての地位にとどまるのでな

などとの直接取引、傘下の家族経営との契約による

は「地域再生」にどう貢献できるのか、学会内外の

モデルでは両者が統合されている。

農 業 サ イ ド か ら の 戦 略 的な チ ャネ ル 管 理 行 動 と 競 争

このことは、いわゆる流通チャネルの管理において、

る競争に臨まなければならない（小林茂典、第９章）。

部会組織など共同組織の特質と今後の展開

は「垂直的な関係」にある。これらの点は、

デ ル で は、 中 核 経 営 と そ の 他 の 経 営 と の 間

平 的 な 関 係 」 が 基 本 に な っ て い る の に 対 し、 新 モ

また、従来型モデルの販売組織は家族経営間の「水

く、地域資源の競争優位性を高めなければならない。

力強化についての研究が少ない（清野誠喜、第７章）

年を記念して企画された全４巻の叢書の１つ（第４
第１部は「フードチェーンをめぐるイノベーショ

ケティング論、産業論などの視点からの主として理

される「主体間関係」に関する新制度経済学、マー

と題され、フードシステム学会の固有の研究手法と

れる。第２部は「フードチェーンをめぐる基本問題」

いかないことは確かである。ましてや、チェーンの

を 再 び 結 び 付 け よ う と い う わ け だ か ら、 一 筋 縄 で

分業の進展のなかで分離してきた。そのような両者

ものである。そして歴史的に見れば、両者は社会的

労働を基本とする加工、流通やサービスとは異質な

確かに、土地利用を基本とする農業生産と資本と

する。

と の 指 摘（ 福 田 晋、 第 ５ 章 ） も 傾 聴 に 値

に 向 け て「 安 定 性 」 を 一 層 ア ピ ー ル す べ き

み を 分 析 し、 販 売 リ ス ク を 持 つ 大 規 模 農 家

米共販の実証分析で、ＪＡ共販の強みと弱

きが１つのストリームになるとすれば、その客観的

が簡単でないことも自明である。もしもそうした動

なかで「弱者」である農業者がリーダーになること

は、高く評価されよう。

から捉えようとする本書の意欲的な姿勢

り、ダイナミックである。その現実を正面

よしあき

だ

ます

巻）である。
ンと研究課題」として監修者による６次産業、農商

を考える上で、重要な指摘である。さらに、

論的な検討がなされる。第３部は「地域再生とフー

地域再生に関わる「フードチェーン」は実に多様

な 要 因 や 発 展 の 道 筋 を 論理 的 に明 ら か に す る こ と が

農業とフードシステムの変化は急速であ

ドチェーン」で、各地におけるさまざまな領域、形

である。取り上げられている概念を見ても、
「６次

態での実践活動の紹介と分析がなされている。

産業化」
「農商工連携」
「地域アグリビジネス」
「バ

増田 佳昭

滋賀県立大学 環境科学部 教授

ふ かん

との指摘にも通じるものである。

20

工連携とフードチェーンとの関係が俯瞰的に論じら

ある。本書は、日本フードシステム学会の設立

そのために、「地域ブランドの形成」というさらな

まずは編集者に敬意を表したいと思う。

15

周

（フードシステム学叢書 第４巻）
監修：斎藤修、編集担当：斎藤修・佐藤和憲
（農林統計出版、2014 年７月）

大きな期待を受けて、編集・刊行されたのが本書で

『フードチェーンと地域再生』

23

【食料・農業・農村】書評=この本を読む／『フードチェーンと地 域 再 生』 ＪＣ総研レポート／2015年 春／VOL.33

食料・農業・農村 海 外 レ ポ ー ト

協同組合と雇用：世界調査報告
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

い

ず

み

ま

り

和泉 真理

も達している若者の失業の拡大、職を求める移民・難

解説
本稿は、2014 年 10 月にカナダのケベック市で開催

民の増加、男女格差の存在などが課題となっている。

された国際協同組合同盟（ＩＣＡ）総会に提示された

労働者の高齢化、都市化の進展、技術革新に伴う労

「Cooperatives and Employment: a Global Report」を

働構造の変化といったことも世界的に進んでいる。こ

要約したものである。協同組合を雇用の場として捉え

の状況において、協同組合は 2008 年のリーマン・ショッ

たときの量的・質的な特徴を、世界規模で分析した報

クに端を発する世界的な経済危機に対して、民間企業

告書である。

など他の事業体に比べて非常に耐性が強かったとの報

リーマン・ショックに端を発する経済危機時に、協

告が数多くなされている。

同組合が経営や雇用面で民間企業などよりも耐性が

調査は統計調査や文献調査に加え、多様になるよう

高かったことは世界的に認識されており、この報告書

に世界 10 カ国を選び、それぞれの国から特定の地域と

はそのような関心に対し全世界を対象に協同組合の雇

そこで活動する協同組合を選択し、インタビューを行っ

用の現状や課題・提言を行った画期的なものである。
協同組合に関する雇用についての統計の収集・分析
に加え、世界各地から選んだ 10 カ所の地域での協同
組合の事例調査を通じた質的な分析が、報告書の中
身を重層的なものにしている。この10 カ所の事例には、

た注２）。現地調査の対象となった協同組合は 60、その
上部組織は 13 に及んだ。

２

．世界規模での協同組合の雇用の量的推計

日本の神奈川県が含まれ、県内で活動する生協やワー

本章では世界の協同組合の雇用をめぐる量的な傾向

カーズコレクティブが取り上げられている。報告書の

を見ることにする。対象としているのは、協同組合に

執筆を担当したのは産業・サービス部門の協同組合の

関連する以下の３つの種類の雇用である。

世界組織である CICOPA 注１）であるが、日本も含め各
国の協同組合組織や研究者が協力している。

タイプ１：協同組合に雇われている人。企業におけ
る雇用者・被雇用者の関係に類似
タイプ２：労働者協同組合や社会的協同組合に見

協同組合と雇用：世界調査報告（要約）
注１）CICOPAはInternational Organisation of Industrial,

１

．はじめに：世界的に見た協同組合と雇用

などから見ると、２億人を超え増加している失業者数、
貧困状態にある多数の労働者、2013 年には 12.6％に
ＪＣ総研レポート／2015年 春／VOL.33

注２）10カ国とそれぞれの対象地域は以下のとおり： 日本（神奈
カンウォン ド

世界的な雇用情勢をＩＬＯ（国際労働機関）の統計
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Artisanal and Service Producers’Cooperativesの略称
川県）、韓国（江 原 道 ）、南アフリカ(ハウテン州)、ブラジル（パ
ライバ州）、アルゼンチン（サンタフェ州）、アメリカ（ウィスコン
シン州）、カナダ（ケベック州）、イタリア（エミリア＝ロマーニャ
州）、スペイン（バスク地方）、インド（アフマダーバード県）
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られる、被雇用者でもある組合員
タイプ３：農協や職人組合の組合員のような協同組
合を構成する自営業者である組合員

ていることが、協同組合の創造的な戦略設計を可能に
し、経済危機への耐久力の要因となっているとしてい
る。
ＩＬＯの調査 注３）では、協同組合銀行は経済危機に

この３番目のカテゴリーを含めたことは本報告書の

あっても他の金融機関より安定しており、小規模な資
産運用と信用取引を継続させることで、地域の資産と

特徴である。
74 カ国の統計（世界人口の 79％が対象に含まれる）

雇用の保全に貢献している。

を分析した結果、協同組合に関わる雇用数は世界全

Claudia Sanchez Bajo 注４）は、協同組合の耐久力

体で 2.5 億人、世界の雇用人口全体の 8.73％を占める

の理由を短期と長期に分けて説明している。短期的

と推計された。この内訳は、タイプ１が 1560 万人、タ

には協同組合は、
（１）組合員で構成する組織である

イプ２が 1080 万人で合計 2640 万人である一方、タイ

ため課題に対応するのにより新しい選択肢を選びやす

プ３は２億 2370 万人と圧倒的に多く、その大層は農

い、
（２）経営とは独立した広範な情報共有がなされる、

業者である。

（３）組合員の参画の下では困難な決定が可能になる、

これを地域別に見ると、中国とインドを抱えるアジア

（４）雇用の維持に関して柔軟に対応できる（労働時

が全体での大きな比率を占める他、ヨーロッパはタイ

間、地位、補償などさまざまな方法を取りやすい）、
（５）

プ１、アメリカ諸国はタイプ２の比率が高いという特徴

長期的・次世代のための積立金を構築できる。

が見られる（表）。

長期的には、
（１）地域社会のニーズにより効果的に

協同組合での雇用の時系列的な変化を、まず 2008

対応できる、
（２）活動内容を再構築することが自動的

年の世界的経済危機以降での協同組合の雇用状況の

に行われる、
（３）活動が地域に組み込まれており地域

変化で見ると、イタリアでは 2007 〜 2011 年の間に雇

から離れるよりもその場所でより効率的に活動すること

用数全体が 2.3％減少したのに対し協同組合の雇用は

を志向する。

８％増加し、特に社会的協同組合での雇用が顕著に

2008 年以前を含めたより長期的な協同組合の雇用

伸びた。フランスでも協同組合の方がその他の事業体

の動向を見るため、2000 年以降の雇用数の推移を、

よりも廃業率が低いとの結果だった。

統計入手可能なカナダ、フランス、日本について分析し

この理由について CICOPA は、協同組合が現場レ
ベルでは民主的な組織の下で労働者組合員が早急な
判断を行えること、組織レベルでは協同組合間のビジ
ネス支援や連携も含めた相互の横のつながりがあり、

た結果、以下の傾向が見られた。
・過去 12 〜 13 年の協同組合の雇用数全体はおお
むね維持されていると思われる
・先進国では、第１次産業に関わる協同組合で、生

協同組合ではない金融やビジネスへの依存が少ないこ

産者組合員（タイプ３）および協同組合への被雇

と、国レベルでは協同組合に特化した法的制度が整っ

用者（タイプ１）が徐々に減少しつつある
・協同組合の発達したイタリアやフランスなどで見ら
れる労働者・社会的協同組合での雇用者数の著
しい増加傾向は、他地域にも広がる可能性がある

注３）
“Resilience in a Downturn: The power of Financial
Cooperatives”(Birchall 2013)
注４）David and Galiath“Cooperatives and the Global
Crisis”における掲載論文
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３

．10カ所の事例調査から見た協同組合の雇用

本章では、世界 10 カ所で行った事例調査から協同
組合の雇用の特徴を量的・質的に分析している。

員自らが労働条件を決めるという仕組みが重要なので
ある。
協同組合で働く人の性別割合は、その組合の活動
内容によって左右される。例えば、もともと主婦のイニ
シアティブから発達した神奈川県の場合、圧倒的に女

１. 量的分析の結果

性比率が高い。同時に、相対的に賃金が低く労働時

量的な特徴については、統計入手可能な８カ所 注５）
についての分析を行った。

間が柔軟であるのは、その仕事が家計の主な収入源
ではないことによる。さらに、ほとんどの職員が 50 歳

雇用全体に占める協同組合での雇用数（タイプ１と

以上であることも日本の特徴である。ケベック州、江

２の合計）の割合を見ると、その数値が高いのはエミ

原道、神奈川県で見られるように、協同組合金融では

リア = ロマーニャ州の 8.84％であり、次はバスク地方

女性の比率が高い。生産者協同組合は他と比較して

の 6.24％であった。江原道とウィスコンシン州は約１％

女性の比率が低い。性別割合には社会的な要因もあり、

で神奈川県は 0.5％と低い。しかし、タイプ３の自営

ＩＬＯのレポートによれば、アフリカの農業はほとんど

業である組合員数を加えると、江原道は 14.93％、ウィ

が女性によって営まれているが、農業協同組合の組合

スコンシン州は 3.08％に、エミリア = ロマーニャ州は

員は男性の比率が非常に高くなっている。

14.93％に跳ね上がる。農村部では、生産者協同組合

協同組合の雇用は、地域に広がっており、地方経済

と協同組合銀行が雇用に果たす役割が大きい。ケベッ

の衰退や人口流出を防ぐ役割を果たしている。協同組

ク州、ウィスコンシン州、江原道では信用組合（Credit

合の規模が大きいほど、協同組合での雇用数が大きく

Union）が貧困や孤立を緩和する役割を果たしている。

なる。

雇用の推移をバスク地方とエミリア= ロマーニャ州の
２事例について見ると、経済危機時に雇用数は減らし

２. インタビューを基にした質的分析の結果

ていても、地域全般の雇用の状況に比べて雇用は安

世界 10 カ所で協同組合や関連する分野で働く人を

定あるいは回復しており、その要因の１つに労働者協

対象に行ったインタビューから、労働条件などやその

同組合、社会的協同組合での著しい雇用増がある。

根底にある協同組合で働くことの特徴についての分析

雇用形態が常勤か非常勤かについては、協同組合
であるかないかよりも、その事業内容に左右される。

を行った。
（１）協同組合での雇用の特徴

金融や電気・ガス・水道などを扱う協同組合では常勤

労働条件や人事管理については同じ分野の他事業

比率が高く、消費者協同組合や、小売業・卸売業に取

者の状況に大きく左右されるが、労働の内容は他の事

り組む協同組合では、店舗スタッフや配達スタッフを

業体と同じであっても、協同組合では運用の方法が異

必要とすることから非常勤雇用の比率が高い。

なり、常に強調されたのは働く人が中心となっているこ

非常勤の職員の労働条件については、多くはその国

とである。
採用においては、まず求められる専門スキルが重視

全体の状況に左右される。
また、労働の内容は協同組合とその他の事業者とで

され、採用された後に働きながら協同組合の職員とし

大きな違いはない。しかし、インタビューに答えた多く

ての能力を身に付けるのが一般的であった。協同組合

の人が、協同組合で働くことは労働内容に明確な特徴
をもたらしていると強調していた。雇用・非雇用関係
が制度的に良く整っている分野であっても、労働者協
同組合や多目的協同組合での雇用関係と一般的な雇
用・非雇用関係は根本的に異なり、前者における組合
26
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注５）統計分析の対象８地域は以下のとおり：日本（神奈川県）、韓
国（江原道）、ブラジル（パライバ州）、アルゼンチン（サンタフェ
州）、アメリカ（ウィスコンシン州）、カナダ（ケベック州）、イタリ
ア（エミリア＝ロマーニャ州）、スペイン（バスク地方）
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の賃金はそこで働く人の間での格差が少ないという特

る。一方、参加は責任を伴い、結果として働く人をよ

徴がある。そのために高い経歴を持つスタッフを雇用

り多忙にしたり、過労働にする傾向もある。それを回

しにくいという課題も持ち、特に協同組合が大きくなり

避するためには、リーダーは十分な説明を行うことが

マネージメント能力の高いスタッフを必要とするときに

求められる。

これは問題となる。協同組合では、賃金水準が他事

「家族」：協同組合で働く人は、多くの知り合いと共に

業体より低い場合であっても、金融へのアクセスがあ

働く環境を、家族や友人と働くようだと感じている。ま

ること、柔軟な労働条件で働けること、働き甲斐など

た、そこで働く人はしばしば、自分たちがより大きな何

といったもので補填される場合があり、全体として見

かの一部であると感じる。これは協同組合とそこで働

る必要がある。また、動機付けやプライドが協同組合

く人との緊密な関係をもたらしている。

ほ てん

で働く上で重要な要素となっている。

「経済」
：経済については２通りの見解があった。１つは、

社会的な保護と職業としての安全性については、協

協同組合で働くことは、
「低賃金」など経済的に不利で

同組合の雇用は同種事業者に比べて同等かそれ以上

あるというものであり、他方は、協同組合で働くことは

といえるが、労働者協同組合の組合員については、自

より「安全で安定している」との見解である。特に農

営業者と見なされ社会的保護が受けられないなどの課

村部では協同組合の賃金は最も良いものの１つとみな

題もある。

されている。

労働組合との関連性で見ると、協同組合の職員が

「効率性」：複数のインタビュー回答者は、協同組合は

労働組合のメンバーであり保護されているケースと、協

管理階層が少ないことから、決定過程がより迅速で効

同組合の家族的な雇用関係から労働組合とは相いれ

率的だと述べた。民主的参加による決定過程の非効

ないケースとがある。また、労働組合の行う雇用者と

率性という印象とは対照的だが、これについては、決

の交渉や闘争といった行動が、協同組合と相いれない

定過程の参加者が皆当事者であるので、効率的になる

面もある。また、多くの労働者協同組合が労働組合運

との説明がなされた。

動家によってつくられてきた経緯があり、労働組合は

「柔軟性」
：柔軟な雇用は雇用の安定には悪影響を及

事業所の集約の動きへの対応策として、労働者協同組

ぼすといわれるが、いくつかの協同組合では、柔軟な

合モデルへの関心を高めてきている。さらに、事例調

雇用形態は、仕事と家庭とのバランスが取れるという

査を通じて、協同組合が非常に堅実に一歩一歩雇用を

点でより重要な価値を提供していた。近年個人の労働

創出してきたことが浮かび上がってきた。当初の少人数

の柔軟性はより重視され、それを新しい技術やグロー

ながら堅実で地道な過程が、後日多くの雇用機会の確

バル化が後押ししている傾向が見られるが、協同組合

保や、安定して長期的な雇用機会の確保につながって

における柔軟性は、働く人や組合員間でのやりとりとい

いる。

うなかで確立されている傾向がある。

（２）実際に働いている人から見た協同組合の雇用

「価値への志向」
：多くの人は経済的な理由からだけで

本節では、協同組合で実際に働いている人のインタ

はなく、別の価値があるという理由で協同組合で働い

ビューを通じて、協同組合での雇用の根底にあるもの

ている。価値の中身はさまざまであり、ある人は「自

は何かを理解しようとした。ボルタンスキーとテヴノー

己啓発の場」
、他の人は「倫理的な正しさ」にそれを見

注６）

の「正当性の理論」

の概念を参考に、以下の８つの

いだしている。協同組合外の人からは「より信頼性が

「正当性の理論」に集約した。

ある」と見なされることも、協同組合で働く誇りの基に

「参加」
：運営が民主的に行われることは「人間の共

なる。しかし、このような価値に基づく活動は、
「協同

同体」である協同組合における必須の特徴である。
参加は共に決定し、働くことと表現される。また、参加
の前提になるのは、情報の透明性や十分な提供であ

注 ６）B o l t a n s k i , L . a n d T h e v e n o t , L . (1991) “D e l a
justification”Gallimard
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組合なのだからより多くを達成しなくてはならない」と

らす。また、経済的に困難な時期に直面したときには、

の圧力にもなる。

短期的な賃金抑制を決めることも容易である。このよ

「周囲からの評価」
：協同組合で働くことは、地域の

うな心情的なつながりは、事業に取り組むときに自ら目

なかでは最高の仕事であると見なされ、誇りを持つ要

的を達成しようとすることに通じ、生産性の向上や新

因である事例もある。政府によって協同組合が推進さ

しいことへの挑戦につながる。また、働く人や組合員

れている場合には、協同組合自体が交流や教育など

の参加意識は、新しい市場の開拓や、将来の変化へ

の新たな機会を意味している。

の対応にも前向きな成果をもたらす。

「独自性」
：協同組合で働くことの独自性は、協同組

（３）教育と訓練：協同組合で働く人が専門への適性

合内と協同組合外と２つのレベルで展開される。協同

と協同組合的な働き方の２つを融合させるためには、

組合内では、社会への参加、社会との関係の修復を

適切な教育と訓練が必要である。また、協同組合へ

通じ、自己の尊厳や自信をもたらす。本人と仕事との

の組合員の信頼を維持するための、組合員に対する継

関連性でも独自性を感じることができる。このような

続的な教育は必須である。

独自性は、協同組合内の友好的な人間関係からももた

（４）積立金の構築：積立金の構築も協同組合原則の

らされる。他方、協同組合外と周辺地域との関連性

一部であるが、特に危機の時期に最悪の数カ月を乗り

での独自性は、前述の「家族」
「周囲からの評価」と

切ることに貢献する。他方、協同組合は積立金を増や

結び付いたものである。

すのが目的ではなく、組合員の満足、事業の持続性が

８項目の特徴はあらゆる協同組合に共通ではなく、

目的である。

どの特徴を強く持つのかは、個々の協同組合やそのタ

（５）雇用と経済体制の確立への貢献：事業が長期的・

イプによって異なる。例えば、
「家族」
「価値への志向」

安定的に継続するためには、それが仕組みとして定着

は多様な協同組合で共通して見られるのに対し、
「参

に向かう必要がある。また、協同組合の組織は民主

加」は労働者協同組合、
「経済」は生産者協同組合に

的な運営体制を確保するためにとりわけ高度な仕組み

特徴的に見られ、
「周囲からの評価」
「独自性」は協

を必要とする。このような仕組みは、協同組合内にと

同組合のタイプよりもどの地域に所在しているかによる

どまらず、長期的には社会の雇用体制や経済システム

ところが多い。

の確立へとつながっている。
（６）被雇用者、利用者、組合員、生産者、その他の

４

．協同組合の雇用と事業体としての協同組合

１. 協同組合の雇用の特徴と協同組合
前章での分析で明らかになった協同組合の雇用の特
徴と、協同組合自体の事業体としての経済持続性との
相互関連性についての分析を行った。

受益者間の協力：多目的協同組合の増大は、異なる関
心を持つ受益者が集まることになり、これは組織とし
ての革新をもたらし、ひいては事業体の持続性をもた
らす。このような構造変化は、地域のニーズへの対応
をさらに可能にする。
（７）規模の経済：協同組合における規模の経済を発

（１）長期にわたる雇用：協同組合は人々のニーズや願

揮する典型的な姿は、協同組合間の事業提携・グルー

望を満足させるという使命や、対象が個人のみならず

プ化である。この場合、水平の連携、それぞれの自

地域や世代にわたることから、長期にわたって運営さ

主性の確保、民主的な運営方法の構築が必要となる。

れることがほとんどである。このため、雇用期間も長

28

期にわたり、安定した雇用は働く人の協同組合との心

２. 協同組合の雇用が直面している事業体としての

情的なつながりをもたらす。

課題

（２）働く人や組合員の心構え：第３章で紹介した「参

第３章で示した協同組合の雇用の特徴は、大きな課

加」
「家族」の事項は、事業体としての持続性をもた

題に直面している。同時に、これらの課題への対応は、
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協同組合に新たな可能性を提供する。
（１）国際競争の激化への対応：多くの協同組合は拡
大路線を追求することで海外の競争者に追い付こうと
しているが、これはしばしば雇用の再編成を伴う。
（２）
「家族」
「価値への志向」を重視するあまり、経済
的な困難に直面することもある。それを補うだけの経
営管理技術が欠如しており、従って、経営管理技術や
組織としての研修を強化し、市場が求める経済的な条
件と「正当性の理論」とのバランスを取る必要がある。
（３）人口構造や世代に関する課題への対応：特に先
進国では、生産の高度技術化やサービス部門の拡大
に対応する必要がある。また、同じような価値観を持
つ若い世代の指導者を探すことが難しくなっており、
ひ

どのように若い世代を惹き付けるかが課題である。他
方、協同組合は企業が直面している世代間の課題に対
応できる特徴を多く有している。
（４）労働者保護に関する「盲点」への対応：労働者
や生産者と市場との間の中間的な立場の協同組合の一
部は、労働者の保護や社会的な安全性の提供という
面で問題を引き起こす可能性がある。

５

．結論と提言

協同組合の雇用は、エミリア＝ロマーニャ州では
15％を占めるように、雇用機会として大きな潜在性を
持つ。また、都市と農村とのバランスの取れた雇用機
会を提供できるという特徴も持つ。協同組合の雇用の
創出や安定化を進めるために以下の事項を提言する。

注７）ILOが2002年に出した、 協同組合を促進するための提言
文書
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売りっぱなしの企業でいいのか
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．今の時代、買ったのはいいがその後は

ぎ

ひで

と

黒木 秀人

が掛かるのだろう。 製品を作るときの技術と販売後の
メンテナンスの技術は別ものなのかもしれない。

いつのころからか家電製品は「小さな専門店 」では

電化製品などの取扱説明書には、 いわゆる、
「ご質

なく「大きな量販店」で買うことが多くなった。今やわ

問はフリーダイヤルかWebサイトへ」の文字が必ず記さ

が家の家電のほとんどは「大きな量販店 」で買ったも

れている。しかし、昔は「何かあったとき」には購入し

のばかりだ。 安く買えたとそのときは満足感があった

た町の電気屋さんに一声掛ければ、たいていすぐ解決

と思う。しかし、最近の家電はたびたび故障したり、

したし、そもそも「何かあったとき」自体、なかなか起

不具合が起きる。 毎日使うものは３年もたつと何かし

きなかった。ところが、最近の家電は「何か起きる」こ

ら不具合が出る。 一方、 わが家の家電で最も寿命が

とが少なくないのである。そこで、取扱説明書を読み

長いのが「HIKARIの電気スタンド」である。1979
（昭

進めると例の「ご質問はフリ ー ダイヤルかWebサイト

和54）年に町の電気屋さんで買ったものである。当時

へ」にたどり着くのである。 そうなると、 取りあえず、

3000円程度の値段だったと思うが、 以来、 ほぼ毎晩

まず人間に伝えたいのだが、 頼みのコールセンターは

本を読むときに使っている。40年近くも使っているが、

すぐにはつながらないのである。

故障したことはない。 この電気スタンドに限らず、 昭

製品の不具合などの電話を受ける場合、コールセン

和50年代ごろに製造された家電はめったに故障しな

ターでは「インバウンド」
（顧客の話をまず聞く人。 営

かったような気がする。電気スタンド以外でもコンポス

業などで顧客に電話をかけるのが「アウトバウンド」と

テレオのアンプやターンテーブル、 カセットデッキ、

いうようだ）担当に電話がつながる仕組みになっている

チューナーは昭和50年代に購入したもので今でも現役

が、すぐには担当者と話ができないからくりにもなって

である。当時はコンビニエンスストアも夜の11時には閉

いる。どこのコールセンターにかけてもたいてい「ただ

店していた時代である。 いろいろな面でそのころより

いま回線が込み合っておりますので、しばらくこのまま

明らかに便利になったはずの現代では、実は昔ほど便

お待ちいただくか、後でおかけ直しください」を聞くこ

利ではないことも多い。

とも多い。運よく、つながったとしても次の「電話の内

例えば、 電化製品などが故障した場合、 修理して

容で担当を振り分ける」壁がある。 この壁がなかなか

「正常な状態に戻す」だけのプロセスを考えても、
「現

越えられないのである。
「お客さまコードを入力してく

代は本当に便利なのか？」ということがある。消費者に

ださい」この辺りで、大企業の常識と一般人の常識の

「想定以上の」負担を強いているような気がしてならな

「思った以上に面倒だな」、自
乖離を感じさせられる。

い。 昔の製品よりたぶん多くの電子制御などが組み込

かい り

然とストレスが高まる。

まれているのだろうが、 ハンダごてで修理するより、

ようやくインバウンドの担当者と話せるときには、 当

「基盤を取り替え」する修理が中心と聞く。どこの基盤

初の「不具合を相談したい」気持ちが少しねじれてくる。

に不具合があるのかを発見するのにも手間（人件費）
30

くろ
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コールセンターのインバウンドの担当者という構造なの

かもしれないが、 その設計思想やシステム構築に「大

だ。

切な何か」を忘れていないだろうか。

彼らは全身を耳にして顧客が訴える問題を聞き取ろ
うとする。しかし、ここにも問題がある。
アルバート・メラビアンは、 人間の感情やコミュニ

２

．現代の変な出来事

ケーションに関する研究を行ったアメリカの心理学者で

店舗においても、
「大切な何かを忘れた」対応を経

あるが、彼は、人と人が内容の伝達の際に「言葉」の

験して消費者側が理不尽な気持ちにさせられることが

占める割合はわずか７％であるとしている。また、
「声

ある。最初は作り話かと思ったが、2014年10月末ごろ

の調子」は38％であり、コミュニケーションで半分以上

にインターネットの簡易投稿サイトTwitterで有名になっ

を占める55％の部分は、視覚的に認識できる「身体言

た話を紹介する。

語（視覚ボディーランゲージ＝態度や表情）
」であるとし

「伯父が亡くなったので、 一番携帯電話関係に詳し

ている。つまり、電話では、コミュニケーション能力

い自分が伯父の携帯電話の解約を任され、 死亡診断

の半分以上は使えないのである。だから、誤解・トラ

書、 戸籍謄本などを用意しショップへ手続きに行った

ブルは絶えないはずで、顧客は何かしらの不満を感じ

ら、 ご本人でなければ解約できません、と断られた」

ることになる。 また、 コールセンター側の担当者の仕

お分かりになっただろうか。すぐにはピンとこないか

事への達成感や満足、充実感はいかほどのものなのだ

もしれないが、店側が言う「ご本人」は絶対に来店で

ろうか。彼らのストレスも半端ではなく、ほとんどが１

きない。なぜ、日本はこんなことになってきたのだろう

年以内で辞めるとも聞く。

か。 当然ながら、 この話はインターネットのブログや

製品やサービスに対する顧客のクレームや意見を従

Twitterなどであっという間に広まっていった。 結局、

業員が直接聞き取る機会は、 実は非常に有益である。

投稿者はこの店舗では携帯電話の解約ができず、 別

「何が顧客の満足や不満足につながっているか、 自分

の店舗で解約できたようであるが、何かがおかしい。

たちはどのような視点で仕事に当たるべきか」を自分

企業側は、高品質のサービスの提供と効率化のため

で知ることができるからだ。 本人の育成にまたとない

に、対応マニュアルや事務手続きの周知徹底を大切に

機会となり得るのである。 現代の多くの大企業のよう

しているのかもしれない。ただ、その企業が決めた手

にコールセンター方式、つまり手間の掛かりそうなこと

続きやルールに「企業側のための論理 」だけが垣間見

の外注化、分社化は従業員のレベルアップや正しい価

えるときがある。 このような「変な出来事」は、 今は

値観の醸成のための機会喪失でもあると考える。仮に

あっという間に全国（正しくは全世界）に情報として駆

コールセンター側から企業側へ報告書が提出されたと

け巡る。 これまでは「泣き寝入り」的に我慢していた

しても、読んだ者がそのような事実を、顧客の期待ど
しん し

さら

「変な出来事」が白日の下に晒されている。

おりに「自分のこと」と真摯に受け止めるとは考えにく

2014年の年末ごろからファストフードなどの商品への

い。 実体験ではないからだ。 自分が矢面に立たない

異物混入も大きな話題になった。しかし、今まであの

からだ。現在の「コールセンター」という制度やシステ

ようなことは一度もなかったのだろうか。人がやること

ムが存続する限り、顧客もコールセンターなどで働く従

はミスもあるだろうし、 機械が壊れることもあるだろう。

業員もある意味消化不良な状態から抜け出しにくいと

今までも商品への異物混入などはあったのかもしれな

考える。 この方式こそが現代の「発達した素晴らしい

いが、
「白日の下には晒されていなかった」だけなのだ

システム」とは思えない。効率化や分業化を進めるあ

ろう。 報道などでは、 異物混入発覚後の企業側の対

まり、企業側と顧客の大きな意識のずれにつながるの

応に疑問を呈されていた。 顧客からのクレームに対す

ではないかと考える。 多くの顧客を相手にしている大

る企業側の考え方の根底の「何か」がおかしいからで

企業側としては、当たり前のアウトソーシング方法なの

ある。
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のではないかと考える。

．信頼や差別化

32

昭和40年代の高度成長期のように、
「作れば売れる」

多くのスーパーマーケットの食料品売り場で生産者

というような右肩上がりの経営は非常に難しい時代で

の顔写真を掲示しているところがある。 何のためか。

ある。企業の成長のために量的拡大だけを推し進める

生産者の顔が見える農産物は「安全・安心」感を喚起

のは「夢物語」に近い。このため、事業業績が伸び悩

すると考えているのだろう。 ＪＡの直売所では生産者

んでいる企業は経費削減や効率化というもろ刃の剣を

の住所・ 氏名までも貼り付けされていることがほとん

抜くのであろう。 しかし、 その検討プロセスのなかで

どである。当然、消費者であるわれわれは「信頼」し

「大切な何か」が抜けてしまうと、顧客からの「信頼」

て購入する。 どこの国で生産されたものか分からない

も抜け落ちていく可能性がある。 今は許容されていて

農産物より、自分と同じ地域の○○さん（たとえ会った

も、あるとき、顧客から「ＮＯ」を突き付けられること

ことがないとしても）が作った農産物は安心だと思える。

になる。

この現代のわが国で、 いいものを作って販売すること

例えるならば、 商品を購入するときに「安いから買

はまず当たり前のこと。 しかもそれが「本当にいいも

う」という考え方の消費者ばかりではない。 ＪＣ総研

の」だと消費者に理解してもらう、 他と差別化するた

「野菜・果物の消費行動に関する調査結果（2014年11

めには、
「企業側」の顔が見える姿勢も求められている

月）
」
（図１）によると、野菜を購入する際に重視してい
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る点は、

えで最も大切な意志を喪失してしまった。
（略）

「鮮度がよい（66.1％）。
（20代以下38.5％、50代70.2％ ）」
「販売単価が安い（48.6 ％）。
（20代以下64.4 ％、50代

閉塞感が漂う現状を打破するには、 経営者も、 管
理職も、 社員一人ひとりも、マネジメントによって誰か
を変えようとするのではなく、意志によって自分を変え

48.2％）」
「国産品である（42.9％）。
（20代以下23.0％、50代44.3％）」

ようとしなければならない」
（深田和範『マネジメント信

また、野菜売り場や商品への要望（図２）では、

仰が会社を滅ぼす』＜新潮新書＞新潮社、2010年）

「産地のことを紹介してほしい（38.3％）」
（※これは「生

昔、 小売業の雄だったダイエーがついにイオンに完

産者のこと」 ではない。
「生産者のこと」 は16.8 ％であ

全吸収され、名前もなくなってしまった。歴史を紐解く

る）

と、 産業再生機構は2004年12月28日にダイエーへの

ひも

「農薬の使用状況を紹介してほしい（32.5％）」

支援を決定したとされている。 産業再生機構のCOO

「収穫日・出荷日を紹介してほしい（31.5％）」

だった冨山和彦氏は『会社は頭から腐る』
（ダイヤモン

つまり、 自分でちゃんと安全性や信頼感を判断して

ド社、2007年）という著書のなかで、
「我々は、 会社

選びたい消費者も数多くいるのである。 陳列されてい

そのものを救ってきたつもりは、実はまったくない。重

るものを100％信用しているわけでもないのである。

要なのは、その中にある事業、とりわけそれを支える人

近い将来には、外国産の「非常に安い」農畜産物が

材、 だったのである」と記している。
「ダイエーの場合

今以上にどんどん輸入されるだろう。 安い価格で大手

（略）結果的に物事が決まらず、
（代替わりした。 括弧

スーパーなどにそれらが並べられる。 安いから購入す

内著者挿入）トップからの命令が下りてこない。こうな

る消費者も多いかもしれない。 しかし、
「確かに安い

ると指示待ち型の組織では、大きな改革も実行されず、

けど自分は買わない」消費者も存在するはずだ。調達

再生は進まない」
「共通していえることは、結果的に経

コストを抑えて、単価が安くても大量に売ると利潤も大

営の基本原理、 つまり当たり前のことを当たり前に実

きい、というシンプルな経済論理が通用しない未来も

行することができなくなっていることである」と書かれ

あるのでは、と考える。

ている。

そのころはどんな時代になっているのだろうか。 今

言い換えるとダイエ ーは「おかしなことを変わらず

の世の中、５年たったら、もう時代はまったく変わるく

ずっと続けてやっていた」のであり、それを変えようと

らいのスピード感がある。例えば、現代でも、スマート

する企業風土もなく、 人材の育成方向をも誤ったのか

フォンのアプリで一部の農産物の生産履歴を見ること

もしれない。

もできる。５年後の消費者は何を判断基準に購入行動

ご存じの方も多いと思うが、 高知県南国市に「ネッ

を取るのだろうか。 今とは違う別な価値観が生まれて

ツトヨタ南国（株）
」というカーディーラーがある。全国

いるかもしれない。

のトヨタ車販売社約300社のうち、
「顧客満足度」で10
年以上連続してナンバーワンの座にある。2002年には

４

日本経営品質賞を受賞している。ここの店舗には、普

．大切なこと

通「クルマ」を置いていない。店舗はクルマの「ショー

「マネジメント信仰に陥った最近の経営者達は、 見

ルーム」ではないのである。この会社で特記すべきは

栄えの良い事業計画を作成したり、 凝った人事制度や

「人材」とぶれない企業の「ビジョン」である。この会

情報システムを構築したりと、 マネジメント本に書いて

社にインタビュー調査した『プレジデントオンライン』

あったことを実践する能力には長けている。 しかし、

（プレジデント社 2013年3月4日）の記事では、次のよ

そこには足りないものがある。 ビジネスにかける経営

うに記されている。

者達の『意志 』がないのだ。 日本企業は、マネジメン

──「すぐできるノウハウなどまったくありません。 当

トの理論や手法にこだわりすぎて、ビジネスを進めるう

社はむしろノウハウ習得とはまったく逆の組織です。さ
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らに、この辺りは10社以上の同業者がひしめき合う超

たのは事実です。 しかし、 ネッツトヨタ南国は、 普通

激戦区で、値引き攻勢に出る店も少なくありませんが、

の会社に戻ることよりも、 より自分たちの強みを徹底

私たちはほとんどしません。 すぐそこにも同じトヨタ系

的に追求することにしました。 短期的な売り上げ減は

列のディーラーが、同じクルマをより安価で販売してい

覚悟して、
『安く』
『便利』ではなく、もっと『いつでも』

ます。それでもお客様に支持されるのは他社とは『人』

『みんな』
『親切』を貫くことにしたんです。

が違うからです。 創業以来、 大事にしてきたのは人材

お客様の口から出る不満を解消するだけではなく、

採用です。一般に60％といわれる採用の成功率を、毎

当社では『経営品質』の強化に重点を置くようになった

年1％ずつ高め、30年積み重ねたものが花開いたのです。

のです。 つまり短期的な売り上げをそれほど気にする

1人あたり200時間面接して、就職希望者が、当社と価

ことなく、車検や点検、買い替えなど、顧客とより長く、

値観が共有できるのかを見極めるのです」と、同社取

より密接に付き合うことで利益を生めるようにと考えた

締相談役（2 010年秋まで会長 ）の横田英毅は語る。

のです」
その「経営品質強化 」 実現に不可欠なのが、 従業

──

員間の連携だった。一致協力して顧客に尽くすことは、

また、
──「お客様は口では『（価格を） とにかく安くしてほ

同時に働く側全員の満足や、 仕事のやる気にもつな

しい』と言いますが、実際に値段だけで決めている人

がった。──

は、 経験上ほとんどいません。 一般の販売店であれ

この会社が最も大事にしてきたのは「足元」の売り上

ば営業マンを、当社のお客様であれば『ネッツ南国』

げの数字ではないのである。 売り上げを上げるために、

を信頼して購入するのです」と、 キャリア13年の営業

企業が顧客に提供すべきことを考え、理解する職場風

スタッフ主任・坂本進二は言う。──

土と実践できる人材の採用、採用後の社内の考え方の
刷り込みにパワーを掛けているのである。

しかし、
── 過去には大きな試練を乗り越えなくてはならな

言葉としてはよく知られているが、現実にはあまり具

かった。1999年頃、景気低迷の影響でネッツトヨタ南

現化できていない顧客・ 企業間のＷＩＮ・ＷＩＮの関

国が業績不振に陥ったときのこと。
「顧客満足度は高

係がここには成立している。ぶれない人材採用方法、

いのに売り上げがあまりついてこない」状態になったの

企業ビジョンの周知徹底の結果が出ているのである。

だ。高いサービスがそのまま売り上げにつながらない。

「今、売れればいい」という考えはネッツトヨタ南国には

他ディーラーがネッツトヨタ南国をそのまま手本にでき

ないのだろう。 他社がなかなかマネできないのも事実

ないのもそんな「危険」を察するためだろう。

である。

当時の幹部にも迷いが生じた。積極的な勧誘をしな

2015年に入り、 非常に興味深い報道があった。 パ

いのが原因なのではないか。 これ以上の業績悪化を

ナソニック（株 ）が多くの家電製品の生産拠点を海外

食い止めるため、現場で顧客に購入を強いたり、価格

から日本国内に変更するようだ。 国内生産へのシフト

交渉などを求める「新たな顧客」も獲得すべきではな

チェンジは、為替レートや海外の治安の問題もあろう

いのかと、一部の幹部が考えはじめたのだ。

が、実は、もっと「大切な何か」があってのことと考え

顧客が不満に思っている価格面を解消し、営業マン

るのは、 深読みし過ぎなのだろうか。 今後のパナソ

のノルマ制を導入すべきか、 それとも今まで通りの販

ニックからの情報に注目したい。もしかすると、パナソ

売を続けるべきか。大原（大原光秦氏：人材開発を手

ニックは多くの家電業界がやってきた「売りっぱなし」

がけるビスタワークス研究所代表＜2007年までネッツ

的な販売手法ではなく、10年先も日本企業として生き

南国人材開発室長＞。括弧内筆者挿入）はこう言う。

残れるちゃんとした道筋を見せてくれるのではないかと

「あの当時、売り上げが思っていたほど伸びなかった

期待している。

ことから、 会社の中に２つの方向性が混在してしまっ
34
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減る野菜摂取量、増えるカット野菜
野菜・果物の消費行動調査結果〜 2014年調査〜から
と り

ば

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員※ 鳥羽

けんいち

賢一

※執筆時

１

歳以上では70歳以上を除く各年齢階級で2013年が下

．はじめに

回り、60歳未満では300gに満たない。2012年との比

2014年上半期、 野菜価格はおおむね平年並みで推
移したが、８月中旬以降は長雨や台風の影響による収
量減などで高騰した。10月になると一転天候は安定し、
秋冬野菜の出荷が増え平年に比べて安値となった。こ

較でも、30 ～ 49歳の減少が目立っている。
図１は、野菜を食べる頻度について尋ね、属性別・
年齢層別に示したものである。トータルでは、
「毎日」
（
「ほぼ毎食」＋「ほぼ毎日」
）は、62.0％と前回調査

の価格乱高下はレタス、キャベツ
など葉物野菜で顕著に見られた。
表１は、この２品目の価格推移を
総務省『小売物価統計調査 』の
データにより示したものである。
昨年８～ ９月の価格高騰時には
スーパーでも野菜に手が伸びにく
く、半切り、四つ切り、八つ切りあるいはカット野菜で

（64.7％） に引き続き減少し、
「週に1日未満＋まったく

代用するなど財布との相談という
消費者が多かったのではないだ
ろうか。本レポートでは、野菜の
消費動向について「カット野菜」
に焦点を当てて考察していきたい。

２

．

野菜の摂取量、 減少傾
向は依然変わらず

まず、 野菜をどの程度食べて
いるのかを概観してみよう。
厚生労 働 省が 公 表している
「国民健康・栄養調査の概要」に
より、 野菜類の摂取量を2003年
と2012 年、2013 年を年齢 階 級
別に比較したものが、表２である。
2003年と2013年を比べると、20
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食べない」は12.8％と今回初めて1割を超えた。属性別

で1割を超えた。前回調査と比較すると、
「毎日」は20

に見ても、
「毎日」は単身女性を除き前回、今回ともに

代以下を除いてほぼ横ばいあるいは減少し、
「週に1日

減少した。前々回（2012年）と比較すると、全属性共

未満＋まったく食べない」は20代以下を除き増加してい

に５ポイント以上の減少となっている。 一方、
「週に１

る。 主な職業別に比較すると（図２）
、 学生および会

日未満＋まったく食べない」は全属性で1割を超えた。

社員、 派遣・契約社員が比較的頻度が少ない傾向が

特に、 単身男性は年々増加し、25.3 ％と４人に１人と

見られる。時間的余裕がなく食生活が中食・外食中心

なった。単身層をはじめとして、野菜の摂取不足が懸

あるいは不規則になっていることがうかがえる。

念される結果となった。 １週間まったく野菜を食べな

ちなみに１日の調理にどんな野菜を使ったかについ

いということは通常考えにくい。 しかし、 野菜を食べ

て尋ねると、
「キュウリ」
42.2％、
「トマト」
35.9％、
「キャ

ていることを意識していないと考えれば、やはり由々し

ベツ」31.0％の順で昨年と変わらず、 年齢層が上がる

き問題であろう。

につれ調理に使用した割合も高まっている。30代以下

年齢層別に見ると、年齢層が上がるにつれ摂食頻度
は高まるものの「毎日」となると高年齢層でも８割に満
たない。30代以下ではおおむね半数にとどまっている。
一方、
「週に1日未満＋まったく食べない」は全年齢層

では各品目２割以下にとどまった。 一方、
「１日にまっ
たく調理をしなかった」は３人に１人を占めた。

３

野菜をもっと食べるきっ

．

かけ、 単身層は「価格が
安くなれば」

野菜を「もう少し（もっといっぱ
い）食べたい・食べる必要あり」と
回答した人に、どういうきっかけ
があれば食べる量・頻度が増える
かについて尋ねた。
表３のとおり、 トータルでの上
位４番目までの順位は前回と変わ
らなかったが、それぞれのポイン

36
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トは減少した。トップの「生鮮野菜の価格が安くなれ

トータルでは、
「家庭の食事で野菜料理や使用する

ば」は44.4％（前回50.7％）で主婦51.0％（同61.7％）
、

野菜の量を多くしたい」が40.2％（同46.0％）とやや減

既婚男性35.4％（同42.6％）と既婚層で大きく減少した。

少したものの群を抜いている。既婚男性では30.4％
（同

一方、単身女性は56.3％（同53.2％）と主婦を上回り、

41.4％）と10ポイント強下がったのに対し、単身女性は

単身男性も39.6％（同33.0％）と増加した。表１のとお

44.0％（同36.2％）と増加した。２位は20.3％（同22.0％）

り、 ６月と調査実施の７月を比較すると、2013年は大

の「市販の野菜ジュースなどを飲むようにしたい」であ

きく値上がりしたのに対し、2014年は比較的落ち着い

る。単身男性では31.9％（同25.0％）と増加し、
「家庭

た値動きだったことが影響したのであろう。２位は「手

の食事で野菜料理や使用する野菜の量を多くしたい」

間を掛けずにいっぱい食べられるレシピが分かれば」

を上回った。次いで、
「果物を多く食べるようにしたい」

28.6％（同32.8％）で単身男性を除く全属性で前回を下

が12.5％
（同12.9％）で続くが、単身女性では11.0％
（同

回った。３位の「自分の食習慣が変われば」も25.5％

17.0％）と目立って減少した。市販の野菜ジュースや果

（同29.3％）と減少し、単身層での減少が際立っている。
単身女性では「時間に余裕ができれば／料理をする時
間が取れれば」が31.0％（同31.6％）と３割を超え、仕

物ジュースでも同様な傾向がうかがえる。
一方で、
「対処の必要性は感じるが、 特に何もしな
いと思う」は26.4％（同22.9％）と増加した。

事を持っている女性の姿が浮かび上がる。年齢層別に

年齢層別には、
「家庭の食事で野菜料理や使用する

見ると、
「生鮮野菜の価格が安くなれば」は若年層で

野菜の量を多くしたい」は年齢層が上がるほど増加し、

やや高い傾向にある。
「時間に余裕ができれば／料理

70代以上ではほぼ半数を占めている。
「カット野菜を

をする時間が取れれば」は30代以下では４人に１人に

もっと利用するようにしたい」は20代以下および70代

上る。
「市販のお弁当

以上でやや高く15％程度を示した。

などに使用されて

いる野菜の量が多くなれば」も若年層では高く、 中・
外食利用が多いことがうかがえる。
表４は、
「野菜不足だと思う」
「野菜は不足気味だと
思う」と回答した人に、不足をどのように解消したいか
を尋ねたものである。

４

フルタイムで働く女性、若年層、単身層でより野
．
菜不足！ 〜（一社）ファイブ・ア・デイ協会調査から〜

「１日５皿分（350ｇ）以上の野菜と、200ｇの果物を
食べましょう」をスローガンに食育活動を展開している
同協会は、2014年６月19日に「野
菜と果物の摂取に関するＷＥＢ
調査」を公表した。このなかで、
「フルタイムで働く女性、若年層、
単身層でより野菜不足を感じ、
実際に食べている量も少ない。
カット野菜を取り入れる傾向があ
り、 手間を軽減する簡便化への
ニーズが高まっている。この結果
から野菜摂取の推進活動に対す
るターゲットは明確で、彼らへの
野菜摂取の習慣づくりを促す活
動が、健康志向の広まりを助け、
ひいては野菜市場ならびにカット
野菜の市場規模拡大に期待でき
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る」と指摘している。

尋ねたものである。

また、
「１日に５皿未満しか野菜を食べていない人の
７割以上が自分の食べている量が適量であると認識」

29.6％、
「まったく食べない」46.3％とほぼ４人に１人が

という結果から健康づくりに必要な野菜摂取量350ｇ

週１日以上利用している。 属性別には、 単身男性は

の浸透はいまだ道半ばといえるかもしれない。 若年・

「週に１日以上」3 7.7％が「まったく食べない」32.7％

単身層で野菜の摂食量が少ないのは、
「野菜の価格が

を上回り、
「ほぼ毎日」が１割に達した。一方、既婚層

高いから」の割合が高く、当所調査の結果と同様な傾

および単身女性のほぼ半数が「まったく食べない」と回

向を示している。

答した。年齢層別に見ると、各属性共に若年層ほど多
く利用している。 単身男性は「週に１日以上 」が全年

５

．カット野菜に需要の高まり

（１）単身男性、全年齢層でカット野菜を「週に１日
以上」利用

齢層を通じて３割を超えており、利用頻度が高い。
料理用カット野菜について見ると（表６）
、トータル
では「週に1日以上 」17.7 ％、
「週に1日未満 」29.4％、
「まったく食べない」52.8 ％とサラダ用に比べて利用

前述のとおり、野菜の摂取不足は顕著である一方、

頻度はやや少ない。属性別には、主婦、単身女性で

需要が高まっているカット野菜について、 当所調査か

「まったく食べない」がほぼ６割に上った。単身男性でも

ら消費実態を見てみよう。

「週に1日以上 」26.6％、
「まったく食べない」39.5％と

表５は、 サラダ用カット野菜を食べる頻度について

38

トータルでは「週に1日以上」24.1％、
「週に1日未満」
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ることが要因であろう。 年齢層別に見ると、
「週に１日

カット野菜の「国産原料を使用」への関心はやや薄い

以上」が20代以下で各属性共に高い。一方、
「まった

ように感じられる。 加工品であることから製造メ ー

く食べない」はサラダ用と共に高年齢層ほど特に女性

カーへの関心が高いのであろう。

層で多い。50代以上の主婦、 単身女性ではおおむね

属性別に見ると、 単身男性では「価格が安い」が３

６割前後を占め、単身女性の６割は料理用を利用しな

割を超え、
「味が良い」も25.9％と他の属性と比べて最

いと回答している。 高年齢層は重宝している人も見ら

も高い。単身男性でのニーズが高いため、価格や品質

れ、二極化しているのかもしれない。

へのこだわりが強いものと思われる。年齢層別では、

（２）カット野菜を購入する理由、トップは「料理の
手間が省けるから」６割超

「価格が安い」は20代以下の32.7％に対し、60代以上
では２割を下回り、
「味が良い」も高年齢層で低い。一

カット野菜を購入する際、重視する点について尋ねた
ものが、図３（属性別）および図４（年齢層別）である。

方、
「この商品は買わない」は主婦および60代以上で３
割を超えている。

トータルでのトップは「価格が安い」23.5％、２位が

次に、 カット野菜を購入する理由を尋ね、 属性別

「味が良い」20.3 ％で共に２割を超えている。次いで、

（図５）および年齢層別（図６）に示した。トータルで

「国内製造の商品」17.9％、
「国産原料を使用」12.5％、

見ると、トップは「料理の手間を省けるから」62.5％で、

「原料の原産国が表示」10.4％が続く。 当所調査で野

「すぐに食べられるから」52.3％が続き、共に半数を超

菜購入時の重視点を尋ねた設問では、
「国産品である

えた。 次いで、
「量が適量だから」36.2％、
「いろいろ

こと」は「鮮度 」
「価格」に次いで４割を超えており、

な野菜が食べられるから」24.3％の順となり、
「値段が
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お手ごろだから」はおおむね２割にとどまった。
属性別では、
「料理の手間を省けるから」は単身男性

年齢層ほど高い。
「値段がお手ごろだから」も高年齢
層のポイントが高く、50代以上では２割を超えている。

が71.8％と他の属性に比べ10ポイント程度高い。
「すぐ
に食べられるから」は全属性を通じて半数以上を占め
ている。
「量が適量だから」は単身男性、
「いろいろな
野菜が食べられるから」は単身女性でポイントが高い。
年齢層別に見ると、
「料理の手間を省けるから」は若

40

（３）カット野菜の購入場所、スーパーに続いてコ
ンビニ
カット野菜・野菜を購入している人に、主な購入先を
尋ねたものが、表７である。１～３位の合計で見ると、

年層で７割程度とやや高く、
「すぐに食べられるから」

「スーパー」が93.6％と９割を超え、２位は「コンビニ」

は各年齢層ともに５割前後となっている。
「量が適量だ

18.5％で２割に迫る。昨今のコンビニはカット野菜の品

から」および「いろいろな野菜が食べられるから」は高

揃えが豊富になり、 購入機会が増えているものと思わ
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「平成24年度カット野菜小
売販売動向調査事業報告
概要」によると、カット野
菜のスーパーにおける市場
規模は605億円と推計し、
「カット野菜は、 これまで生鮮野菜の価格が高い時に
代替品として販売が伸びると言われていた。
（略）平成
24年以降は、卸売価格の高騰にあわせてカット野菜の
販売個数の水準が上がり、かつ、卸売価格が下降して
も販売個数はそれ程減少していない。 簡便化志向の
中で使いきりのできるカット野菜の利便性を知り、カッ
ト野菜の利用が定着して、需要が拡大していると最近
言われるようになったが、 そのことが十分に伺える推
移となっている」とまとめている。
（株）サラダクラブは「パーティーシーンにぴったり」
と４～５人前の大容量サラダを大人数で食卓を囲む機
会が多くなる年末年始に合わせて期間限定で発売した。
同社プレスリリース（2014年11月10日付 ）によると、
ぜいたく

「
『特別な日にちょっと贅沢に過ごしていただきたい』
という想いをこめて……」とある。
「特別な日には腕を
振るって手料理を」となると思いきや簡便化の追求はと
どまるところを知らない。2014年12月19日付『日経流
通新聞 』によると、6000店舗の導入を目指すというこ
とである。 当所調査ではカット野菜を購入する理由を
家族人数別に分類すると、
「量が適量だから」は３人
以上の世帯は２人以下に比べて10ポイント以上下がっ
れる。次いで、
「生協」11.1％、
「青果専門店」8.0％が

ている。カット野菜のパックは１～２人用が一般的であ

続く。

り、 大人数ではホール野菜も比較的無駄なく使えると

野菜の購入場所としても今回調査では１割を超え、

思われる。 前述の大容量のカット野菜はこの層をター

店舗数も多く利便性に優れており“野菜（カット野菜）

ゲットにしているのであろう。実際、スーパーの店頭に

はコンビニ”の構図が進行しつつあるようだ。

は野菜の種類、容量共に多種多様な商品が並んでいる。

図７、図８は、スーパーを除き、１番目（２番目）に

『日本農業新聞 』が全国の流通業者を対象とした

挙げられた購入先（上位３）について、 年齢層別に示

「2015年農畜産物トレンド調査」によると、消費が伸び

したものである。高年齢層は生協、若年層ではコンビ

そうな野菜の「売れ筋期待値ランキング」は、２位：ス

ニやネットスーパーでの購入が多い。

ナップエンドウ、７位：ベビーリーフ、13位：スプラウ
トなどサラダ商材の期待値が高くなっている。

６

．カット野菜の市場は年々拡大

（ 独 ）農畜産業振興機構が2013年５月に公表した

ちなみに、2014年12月に農畜産業振興機構が公表
した「平成26年度冷凍野菜等の消費動向（web調査）
調査結果について」では、 生鮮食品が高いとき代替
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として購入する野菜商品を問う設問では、カット野菜

野菜の量が多くなれば」を選択した人が、 単身女性、

42.1 ％に続き冷凍野菜38.3 ％と冷凍野菜の需要も相

単身男性および30代以下で２割程度いる。 単身層・若

当高い結果が出ている。また、冷凍野菜を利用・調理

年層では中食の機会が多く、 野菜不足解消の１つのポ

する理由では、トップは「長期保存ができるから」74.9％

イントといえるかも知れない。 持ち帰り弁当の「ほっと

で、
「必要な分だけ調理できるから」69.2 ％、
「調理時

もっと」
（＜株＞プレナス）では、
（株）タニタと共同開発

間を節約できるから」48.8 ％が続いている。利便性か

した『タニタ監修弁当』を2015年１月13日から発売（東

ら上手に使いこなしている姿が浮かび上がる。

京限定）している。 そのこだわりの１つが「野菜たっぷ

当所調査で、冷凍野菜を購入する際の重視点を尋
ねた設問では、トップの「価格が安い」
（カット野菜：

スーパー、コンビニでも総菜コーナーは趣向を凝らした

23.5％、冷凍野菜：22.3％）以下、上位項目はほぼカッ

商品が並び、スペースも広く活況を呈しているようである。

ト野菜とポイントは変わらなかった。

７

加工・業務用野菜の比率も上昇、ホール野菜
．
からカット野菜へ

本項では、加工・業務用野菜の市場全体について概
観してみよう。

８

変わる流通・産地、卸売市場も新しいビジネ
．
スモデルに

消費の現場が大きく変化している昨今、流通も変わっ
ていかざるを得ないであろう。例えば、卸売市場におい
て野菜の市場経由率は70 ％強まで下がっている。 加

農林水産政策研究所の推計によると、野菜13品目の

工・業務用需要が５割を超えているにもかかわらず、そ

加工・業務用需要割合は1990年度の51％から2010年度

の対応ができていないことが要因の１つと考えられるの

56％へ20年間で５ポイント上昇した。品目別に見ると、

ではないだろうか。

ニンジン（42％→64％）がトップでトマト、ネギ、ダイコ

農林水産省で開催している「卸売市場流通の再構築に

ンが続き、 ９品目が５割を超えている。 また、 加工原

関する検討会」は近年の卸売市場に対するニーズなどの

料用は増加傾向にある一方、業務用需要は減少した。

状況変化を踏まえ、今後期待される役割や機能など卸売

これは、外食・中食企業においてカットなどの一次加工

流通の再構築に向けた検討を行っている。検討会では、

食材の利用が増えていることの反映であろう。

立地、機能に応じた卸売市場のあり方として、後背人口

次に、
（公財）食の安全・安心財団が2014年６月に公

や近隣における産地、実需者の拠点などの有無、物流イ

表した「平成25年外食産業市場規模推計について」に

ンフラの整備状況、集荷・分荷機能、加工・調製などの

よると、外食産業市場規模は、23.9兆円と推計している。

付加機能などに応じて、ビジネスモデルを構築することを

また、外食率と食の外部化率の推移を見ると、それぞ

指摘している。ビジネスモデルとしては、
「産地連携によ

れ1992年（37.5％、41.9％）
、2002年（35.5％、42.8％）
、

る魅力ある生産物の集荷・販売」や「加工・業務用ニー

2012年（35.9％、45.1％）と外食率はやや漸減傾向を示

ズに対応した機能強化と商品開発」などが挙げられた。

している一方で、 食の外部化率は増加している。 これ

後者の事例として、埼玉川越総合地方卸売市場の取

は、 外食率と外部化率の差である中食の比重（1992

り組み「小売業者や業務実需者からの加工処理に対す

年：4.4ポイント、2012年：9.2ポイント）の高まりを示し

る要望の増加を受け、加工処理施設（カット野菜加工、

ている。デフレ環境化で外食がやや控えられ、中食あ

マグロ加工等）を積極的に誘致 」が紹介されている。

るいは内食が増えたこともその一因であろう。今後、高

筆者も同市場を視察させていただいたが、 集荷量は減

齢世帯、 単身世帯の増加が一層見込まれることから中

少傾向にあるなかで、前述の加工処理、女子栄養大学

食（弁当、総菜など）の増加傾向が続くと思われる。

と連携した食育、お客さま感謝市などさまざまな取り組

当所調査でも表３のとおり、 野菜の摂取量が増える
と思うきっかけで、
「市販のお弁当などに使用されている
42

り」で１食当たり130ｇ前後の野菜を使用することである。
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ド調査」によると、
「野菜の売れる条件」は「鮮度」
「価
格」が５割を超え、
「産地への要望」は「品質の安定」
がトップとなった。小売り段階では数量と共に品質の低
下は当然大きな関心事であろう。
当所調査で、野菜売り場や商品に対する要望を尋ね、

スキームづくりが最も必要だと思われる。

９

．おわりに

2015年１月12日付『日経流通新聞』では「シニア消費

属性別に示したものが、図９である。トータルのトップは

に期待」として、スーパーのバイヤーを調査対象にした

「産地のことを紹介してほしい」38.3％でおおむね４割を

市場見通し「食品、日用品ともにシニア層を意識した商

占めている。単身女性ではやや低く、３割に満たない。

品が拡大するとの見方」を示した。 食品では、
「総菜・

「農薬の使用状況を紹介してほしい」32.5％、
「収穫日・

弁当」が首位で、スーパー各社は「中食」需要を獲得す

出荷日を紹介してほしい」31.5％が続き、それぞれ３割を

るため既存店のテコ入れを進めている、としている。こ

超えた。
「野菜の種類（特性）
を紹介してほしい」23.3％、

れまで述べてきたように、私たちの食生活は単身層を中

「食べ方を紹介してほしい」20.8％は、主婦、単身女性の

心に「簡便化 」志向が鮮明になり、 この流れが、
「中

女性層で関心が高い。年齢層別に見ても「産地のことを

食」の拡大であり、カット野菜、パウチ総菜、宅配（弁

紹介してほしい」は各年齢層ともに３割を超えている。

当）などにつながっていく。野菜に限ってもこの大きな

「カット野菜の種類を増やしてほしい」という要望は、
単身層および若年層でやや高い傾向となった。
当所の消費行動調査結果ではここ数年、畜産物や野
菜の国産志向が顕著になり、さらに消費者は産地の情報
を求めている。 スーパーでは産地や生産者の紹介ポス

流れは無視できず、産地、流通、小売り共に念頭に置
いた対応が必要となろう。
一方、消費者（生活者）の立場では、健全な食生活あ
るいは食育に対する意識を高めることがより求められる。
2014年12月11日付『日本農業新聞』コラム「四季」で、

ター、パネル、チラシなどがよく見受けられるが、まだ足

明治・大正時代に掛けて活躍した著述家の村井弦斎が

りないのかもしれない。産地、流通、小売りで協調し産

紹介されていた。 その一節を引用しよう。
「弦斎は、食

地の動向をより的確に発信していくことが求められよう。

物は『新鮮のもの』
『場所に近きもの』を勧め、 料理は

市販用「カット野菜」は前述のとおり「国産原料」へ

『腹八
『天然の味を失わざる事』とし、
『よく咀嚼 』し、

のこだわりが弱い。野菜の量、種類と共に産地を強くア
ピールした売り方（包装など）が必要ではないだろうか。
一方、加工・業務用は生食用と規格が異なりより安定

そ しゃく

分目に食する事』が大事だという」
カット野菜は上手に使いたいが、子どもが野菜そのも
のをイメージできずに育つことは避けたいものである。

供給が重要視される。産地とユーザーで物流を含めた
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都市農村交流・産直などにおける
農山村の魅力を表す情報発信の
あり方を考える
～山形県朝日町エコミュージアムを訪ねて
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

こおり や ま

まさふみ

郡山 雅史

２

．はじめに

．
「リンゴとワインの里」朝日町

昨年、わが国で最初にエコミュージアムに取り組み、

朝日町は山形県の中央西部、磐梯朝日国立公園に
い

も がわ きょう

活動の評価が高い山形県朝日町の報告を聞き、現地

指定される朝日連峰の東麓、最上川中流の五 百 川 峡

を訪ねる機会を得た。
「生活・環境博物館」と意訳さ

谷と呼ばれる急流部に位置する中山間地にある。人口

こく

れるエコミュージアムは、1960 年代のフランスで生ま

は 2014 年 12 月現在、約 7600 人。町の主産業は農業

れ、地域全体をオープンエアの博物館と見なし、住民

で、特にリンゴ（
「無袋ふじ」など）は日本一の品質を

の参加を通じて地域固有の魅力を掘り出し・学び・保

誇り、ワインも国内のコンクールで多くの賞を受けるな

存し・展示（情報発信）する取り組みで、
「学校」
「研

ど、
「リンゴとワインの里」として知られる。今回、現

究所」
「保全機関」の機能を果たす。

地を訪ねた 11 月中旬は、積雪シーズン突入直前とやや

都市農村交流やグリーンツーリズムの取り組みにお

物寂しい季節であったが、リンゴの収穫シーズンさな

いて、地域に埋もれた潜在資源を発掘し、それらを結

かで、ワインの新酒が味わえるという意味では良い時

び付け、発信することは、以前より、その重要性がい

期であった。

われてきたが、地域外に住む者を魅了するような農山

朝日町のエコミュージアムの取り組みが実質始動し

村発の情報は、目立って増えているとは思えない。都

たのは 1989 年。現・朝日町エコミュージアム協会理

市農村交流・グリーンツーリズムに取り組む地域のツー

事、朝日鉱泉ナチュラリストの家を経営する西澤信雄

リズム情報の多くは、いまだに従来型の観光情報が中

氏を中心に町の有志による朝日町エコミュージアム研

心なのではないだろうか？

また、インターネットなど

究会が立ち上げられた。地域の自然を活用し、住民と

を活用し、地域外の消費者が農産物や加工品を購入

自然の共生を目指す朝日町の地域づくりの契機となっ

する産直においても、こういった情報ニーズは拡大しつ

た、運輸省（現・

つあると思われるが、優良事例は一部あるものの、広

国土交 通省）が

がりが乏しいように思われる。

1984 年に指定し

本稿では、朝日町エコミュージアムの現地探訪とそ

た「家族 旅行村

の考察を通じ、今後の農山村の情報発掘・発信のあり

整 備事業」
、そ

方を考えてみようと思う。

のシンボル的な
施 設 を目 指 し、
地域住民の声を
踏まえ整 備され

44
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た「空気神社」などもエコミュージアムに取り組む背景

アム来訪者に対するインフォメーションセンターならび

となったようである。朝日町エコミュージアム研究会が

に、エコミュージアム協会メンバーの活動拠点となって

作成した「朝日町エコミュージアム基本構想」は、当時

いる。訪れた当日、取り組み初期に町民に呼び掛け収

の町長の理解を経て、朝日町の「第３次総合開発基本

集した「投稿ハガキ」ファイルを閲覧させていただいた。

構想・基本計画」に盛り込まれることとなった（朝日町

約 1000 通のハガキに小学生からお年寄りまで住民そ

エコミュージアム研究会は、メンバーを中心に 1999 年

れぞれが魅力と感じる朝日町がびっしりと書き込まれて

12 月、ＮＰＯ法人朝日町エコミュージアム協会として再

いた。また、協会スタッフが町民に聞き書きしたミュー

組織化）。

ジアムノートをまとめた『エコミュージアムの小径』
（小

３

．朝日町エコミュージアムを実際に巡る

冊子）も見せていただいた。なかでも、江戸時代の寺
子屋の教科書として書かれた「大谷往来」の特集は、
江戸時代の朝日町大谷地区（旧・大谷村）の名所がガ

エコミュージアムは、その範囲を表す「テリトリー」
、

イドブック的に描かれた大谷往来に関する住民の聞き

インフォメーション機能を持つ中核施設「コア」
、保存・

書きで、読むうちに当時の朝日町（秋葉山）から最上

展示対象となる「サテライト」
、散策路となる「発見の

川を眺めているような気分にさせられ、興味深かった。

こ みち

小径」
、外部と内部、内部と内部を結ぶ「アクセス
道路」
、コアやサテライトの位置他を表す「サイン」

（２）空気神社（サテライト）

などから構成される。全町をテリトリーとする朝日町

「空気」と「神社」というユニークな組み合わせによ

エコミュージアムは、町中心部に位置するエコミュージ

るネーミングのサテライト。
「日本は八百万の神なのに、

アムコアセンター「創遊館」
（ミュージアムルーム）をコ

感謝すべき空気の神様がいないのはおかしい」という

アとし、16 のサテライトエリアを有する。

住民の白川千代雄さんのつぶやきを、町民有志「一歩

以下は、今回、実際に巡ったコアならびにサテライ
ト群である。

やおよろず

会」が寄付活動を通じて、住民と自然の共生を目指す
まちづくりのシンボルとして実現したのだとか。早朝、
宿泊した朝日岳山麓家族旅行村「Asahi 自然観」より、

（１）エコミュージアムコアセンター「創遊 館」内
ミュージアムルーム（コア）
町の中心部、朝日町役場に隣接して、文化会館、中
央公民館、図書館、ミュージアムコア機能を有する複

歩いて訪ねた空気神社は、朝日差すブナ林の中に５ｍ
四方のステンレス板が設置され、周囲の木立、冬空が
くっきりと切り取られて、美しかった。
また、ミュージアムルームでお借りした整備当時の建

合施設エコミュージアムコアセンター「創遊館」がある。

築コンペティショ

ミュージアムコア機能を担当するのがミュージアムルー

ン（設計競技）資

ムで、専従スタッフ１人が常駐、朝日町エコミュージ

料を読み、 著 名
な建 築 家たちの
ボランタリーな協
力 で、 優 れ たデ
ザインが実現した
ことを知った。

ブナ林に囲まれた「空気神社」

（３）ハチ蜜の森キャンドル（サテライト）
「ハチ蜜の森キャンドル」は、昨年、東京で朝日町エ
エコミュージアムコアセンター「創遊館」

コミュージアムの事例報告を聞いた際、報告を行った
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朝日町エコミュージアム協会副理事長、日本エコミュー
ジアム研究会（Jecoms）理事である安藤竜二さんの工

みつろう

房兼店舗である。クリスマスシーズン迫る 11 月は蜜蠟
キャンドル製作のかき入れ時で、繁忙期のなかの時間
を割いて案内いただいた。建物は安藤さんの手作りで、
１階を店舗兼工房、２階をワークショップなどを行う
多目的スペースとし、木を多用した暖かみのある空間と
なっている。扉を開けると蜂の巣の中の生の様子がの
ぞける装置や蜜蠟キャンドル作りワークショップの材料
や道具などの説明、養蜂

秋葉山に設置された「大谷往来」の説明板

の体験に使う屋外広場の
案内もしていただいた。
西澤信雄氏と共に朝日

農園」
、近代土木遺産にも選ばれたコンクリートアーチ

町エコミュージアム協会

橋「旧明鏡橋」なども案内いただいた。宮本さんとや

の運営の基本路線を作っ

りとりするなか、宮本さん、そして地域の人たちが楽し

てきた 安 藤さん にエコ

んでエコミュージアム活動に取り組んでいる様子が伝

ミュージアム立ち上げか

わってきた。

ら現在までの運営におけ
朝日町エコミュージアム協会
副理事長 安藤竜二さん

品質といわれる朝日町のリンゴを栽培する「八ッ沼田川

る苦労や工夫について聞
くことができた。

４

「ファシリテーション」的な朝日町エコミュー
．
ジアムの運営

「学校」
「研究所」
「保全機関」の機能を持つ朝日町
エコミュージアムを支える朝日町エコミュージアム協会

（４）八ッ沼他（サテライト）
到着２日目の午後、エコミュージアムルームを通じ、
「朝日町エコミュージアム案内人の会」会長である宮本

の主な活動は、調査、普及、運営である。
協会の年間の活動は、①年間の活動テーマの決定、

建一さんに３時間コースで案内人（ガイド）をお願いし

②町民による宝（町の魅力）投稿ファイルのハガキから

た。前夜、
読んだミュージアムの小径の１冊『大谷往来』

テーマに関連する投稿がないか調べ、目玉となる事項、

の現代語訳は宮本建一さんによるもの。当日、急遽お

取材対象などを探す、③宝に精通する住民へ聞き書き

願いして『大谷往来』の冒頭に出てくる「秋葉山」をコー

取材、④テープ起こしに基づくエコミュージアムノート

スに入れてもらった。

作成（文章化）
、
⑤エコミュージアムノートを『エコミュー

きゅうきょ

その他、七不思議伝説や中世の豪族の五百川城址

ジアムの小径（ガイドブック）
』にまとめ、保存、⑥宝パ
ネル（エコミュージアムノートをパネル化）の制作・展示、

跡がある「八ッ沼
地区」
（宮本さん

注）ワークショップ：一方通行的な知や技術の伝達でなく、参加者

が 宮司を務める

自らが参加・体験し、グループの相互作用のなかで何かを学び合っ

春日神 社もここ

たりつくり出したりする、双方向的な学びと創造のスタイル。もと

にある）
、全国棚

ニング、学びと創造の手法を指す。そこでは、ファシリテーターと

た棚田の全 景が

呼ばれる促し役が、参加者の主体的な参加を引き出し、合意形成や

望 める「 一本 松
公園」
、日本一の
46

もとは「仕事場」
「工房」
「作業場」などの意味だが、問題解決やトレー

田百選に選ばれ

相互理解など、集団による創造を促す（ファシリテーションと称さ
朝日町エコミュージアム案内人の会
会長 宮本建一さん

ＪＣ総研レポート／2015年 春／VOL.33

れる）。近年、住民参加型まちづくりにおける合意形成などの手法
としてしばしば用いられる

【食料・農業・農村】現地レポート／都市農村交流・産直などにおける農山村の魅力を表す情報発信のあり方を考える

現 地 レ ポ ー ト 食料・農業・農村

交流、グリーンツーリズム色の強いものにリニューアル
させたばかりであった。しかし、現地に着くと、都市
農村交流の当事者たる村民たち（都市から移住した村
民を含む）にはひどく不評で、知人もホームページへ
の掲載を断ったと言っていた。国の補助金を使い、行
政が東京の大手代理店に委託して村人を取材させ、見
た目には立派になったが、村民には不評の村のホーム
ページ。不評の原因は、村民たちが行政の取り組みに
うまく利用されたと感じたせいかもしれないと思った。
秋葉山から見下ろした現在の最上川

その直後、訪ねた朝日町はそれと対照的で、仕掛け
る側（朝日町エコミュージアム協会）は、行政の支援を

⑦シンポジウムやワークショップ

注）

などの開催、といっ

たものである。
朝日町エコミュージアムの運営のあり方について、東

受けながらも自分たちは決して表に出ず、住民を表に
出し、その成果も住民に還元されるよう意図的に促し
ていた。ここで思うのは、
「地域のひと、もの、こと」

京の報告、そして現地で、安藤さんが最も強調してい

といった地域の魅力を掘り起こして、その情報を発信

たのは、
「住民一人ひとりが学芸員」
「（住民に）教える

する際、当事者たる住民の頭越しに行っても、うまく

のではなく、
（住民に）教えてもらう」ことであり、まち

いかないということ。そして、こうしたまちづくり的な取

づくりなどでワークショップを行う際、
促し役であるファ

り組みの軸となる組織は、行政や民間企業でなく、や

シリテーターが縁の下の力持ちに徹し、自分は前面に

はり非営利組織が適当ではないかということである。

出ず参加者の意見を引き出すファシリテーションの姿
勢に近い印象を受けた。

わが国のエコミュージアムの取り組みにおいても、取
り組みが容易ではなく、成果が簡単に現れない住民

行政と住民が一緒になって構想し、運営することを

参加、まちづくり的な取り組みは希薄になりやすく、地

目指すエコミュージアム。朝日町では、ＮＰＯ法人朝日

域資源の発掘、発信を表面的、見栄え良く整え、観

町エコミュージアム協会が活動の軸となり、行政が施

光としての収益や成果を性急に求める取り組みが少な

設・経済的にサポートする形をとっている（朝日町はエ

くないことを耳にする。そうしたなか、しっかりと住民

コミュージアムルームの運営をエコミュージアム協会に

の参加を土台にする朝日町による取り組みに触れ、エ

依託）。

コミュージアム関係者における評価の高さについて、再

朝日町エコミュージアム協会の活動は基本的にボラ

検証することができたのは有意義であった。

ンティアで支えられ、正会員、賛助会員の会費、寄付

また、若干の自助努力は強いられたものの、エコ

金、助成金、ガイドブック、かるたといったグッズの売

ミュージアムの取り組み側でなく、利用する側の一ユー

り上げなどを活動費に充当している。

ザーとして、朝日町の魅力の一端に出会うことができた

５

おわりに～住民たちを通した情報発信と通さ
．
ない情報発信

ちょっと話が飛ぶが、先日、知人がいる甲信越地
方のとある村を久しぶりに訪ねた。自律型の村づくり、
都市農村交流で実績のあるその村は、動画などを駆使
し、村に移住した都市住民の暮らしの紹介他、充実
したコンテンツを加え、村のホームページを都市農村

ことも付け加えておきたい。
【参考資料】
・安藤竜二「朝日町エコミュージアムについて～住民一人ひとりが
学芸員～」日本エコミュージアム研究会全国大会in大分竹田講演
資料
・西澤信雄「エコミュージアム」
『農村文化運動』
（No.184）農山漁
村文化協会、63 ～ 68ページ
・朝日町エコミュージアムホームページ

http://asahi-ecom.jp/

・日本エコミュージアム研究会ホームページ http://www.jecoms.jp/

【食料・農業・農村】現地レポート／都市農村交流・産直などにおける農山村の魅力を表す情報発信のあり方を考える
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食育ソムリエＮＯＷ

農業農村における女性の活躍を応援します。
学びの場でやる気を後押し！
食育ソムリエ養成講座の活用について
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

はじめに

か

と う

み

き

加藤 美紀

性の仕事との両立です。 同居する多世代が協力して育

にわかに高まる女性活躍の推進。アベノミクスの成長

児するという前提の下、 産休や育児休暇制度が整って

戦略の１つに位置付けられた人材活用ですが、 なかで

いないため、 安心して産み育てる環境かどうかは家族

も、 経済成長の担い手として女性への期待が高まって

や地域の慣習や意識のあり方が大きく影響します。 子

います。 女性が活躍しやすい社会に向けて、 仕事と育

育て期の女性の代替労働力は確保しにくく、 働き続け

児を両立できるよう子どもを預かる場の整備や管理職

る場合も、農業機械の大型化や農村環境の変化から、

への女性登用を進めています。しかし、こうした支援策

昔のように安心して子どもを田畑に連れて行き働ける環

は都市的地域には効果的ですが、 農業農村地域の女

境ではなくなりました。同居家族に気兼ねして外出しに

性の活躍を後押しすることにはつながらないように思い

くい、 地域に子育てする女性の仲間がいないなど孤独

ます。

感を感じる女性も多くいます。人の集まりに若い世代は

近年、女性農業者の意識に大きな変化が見られます。

ピンク系の服というルールがある、農道をベビーカーで

2012年度に実施した「女性の農業への関わり方に関す

散歩していると、あそこの嫁は働かないというレッテル

るアンケート調査結果」では、就農の理由が「農業をや

を貼られる、 厚着信仰やおやつといった世代間の育児

らざるを得なかった」が58.6％と最も多くなっています

ギャップなど、目に見えない不満と戦っている女性もい

が、世代別の20代を見てみると、
「農村生活、自然が好

ます。 こうした農業農村の特性を踏まえ、 支援策を検

きだから」42.4％、
「植物や動物を育てることが好きだ

討することが女性の活躍推進につながるはずです。

から」37.3％、
「身体を動かす仕事が好きだから」36.1％
と積極的に農業に取り組む女性像が浮かび上がってきま

学びの場を提供し女性のエンパワーメントを

す。
「私の代で農業は終わりにしたい、娘は農家に嫁が

農業ならではの良さも多くあります。 １つが自分の

せたくない」という女性農業者の声は過去のものになり

キャリアプランを立てやすいところです。子どもが小さ

つつあるのでしょう。こうした新たな発想で農業に取り

いうちは育児に軸足を置き、手が離れたら農業経営に

組む女性の活躍を農業農村の活性化につなげたいとこ

参画するなど柔軟な働き方が実現しやすいといえます。

ろです。農業に魅力を感じ、意欲ある女性農業者の活
躍を後押しする支援策とは何か。 女性農業者が輝き活
躍できる社会の実現に向け必要な環境づくりについて考
えてみたいと思います。
女性農業者の子育て環境
農業は家族経営が多数を占め、さらに昔からの慣習
が根強く残るという地域性から、 一般的な支援策では
解決できない問題があります。例えば子育て期にある女
48
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ＪＡさくらんぼひがしね

地場食材のメニュー開発勉強会

【食育ソムリエNOW】農業農村における女性の活躍を応援します。学びの場でやる気を後押し！食育ソムリエ養成講座の活用について

食育ソムリエＮＯＷ

また、子どもが、親の働く姿を見ながら育つということ

などの感情を表す文字があります。女性がこうした負の

もよいところではないでしょうか。 働く母親の姿を日常

感情に振り回されず前を見て生きていくにも社会での目

生活の延長線上で子どもが学ぶことは、子どもの生きる

標ややりがいが大切ではないでしょうか。

力につながるはずです。 子育てや家事、 農業の他に農

当研究所では、 農業農村の女性が結婚・ 出産前に

村地域はＰＴＡや自治会などのコミュニティー活動があ

培ったキャリアと出産・育児で得たスキルを活用して、

り、 女性にとって負担はありますが、 健全な地域社会

より活躍の機会を

の構築に貢献でき、社会とのつながりも実感できます。

増やしていただくた

こうした農業農村ならではの特徴を踏まえ、自分の農

めに、食育ソムリエ

業が実現できる支援として大切なことが学びの機会の

養成講座を提案し

提供です。
「女性の農業への関わり方に関するアンケー

ています。 食育で

ト調査結果」では、 女性農業者がさらに活躍するため

活躍したい女性、

に必要なこととして「女性自身の意欲・ 意識の向上 」

またそれを支 援さ

55.1％と答えています。女性の活躍で最も期待できるの

れる皆さまは、ぜひ

が食育分野です。毎日の食事づくりを通し農業と食卓が

ご参考になさってく

つながっていることが感覚として分かっていること、 食

ださい。

と農に関する知識と経験が女性の強みです。 農業の６
次産業化に挑戦する女性グループや農産物直売所の大
部分を占める女性従業員などが、 旧来意識の変革や発

ＪＡおきなわ 「食育の日」試食会

想の転換を押し進めているように思います。今までの知
識、経験を社会で十分発揮するためには、食と農を体
系的に学習する機会が必要です。
ねた

そね

こ

女偏の漢字のなかには、妬み、嫉み、嫌う、媚びる

【参考資料】
農林水産省「女性の農業への関わり方に関するアンケート調査結果」
（2012年度調査）

【食育ソムリエNOW】農業農村における女性の活躍を応援します。学びの場でやる気を後押し！食育ソムリエ養成講座の活用について
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ＪＣ総研 第36回・第37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

藤里町社会福祉協議会（以下、藤里社協）では、

画と連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換

2010年より、
「ひきこもり者、 不就労者及び在宅障

する場として公開研究会を開催しています。 今回は

注）
害者等」に対する支援事業（以下、
「こみっと」 ）

「協同組合における『参加』のあり方を考える～参加

を実施している。藤里社協が目指したのは、ひきこも

型社会の構築に向けた協同組合の役割と課題～」を

り問題の解決ではない。若者がひきこもったままで終

テ ーマに、 都留文科大学非常勤講師の田中夏子氏

わりたくない、一歩踏み出したいと思ったときに、そ

を座長として、2014年12月13日と2015年１月24日の

の思いを受け止めて地域ぐるみで支援できる場をつ

２回にわたって公開研究会を開催しました。 今号で

くる、 言い換えると個々の問題の解決を図るのでは

はその概要を紹介します。なお、個々の論考につい

なく地域が支えるシステムづくりを目指したというこ

ては当研究所発行の研究誌『にじ』2015年春号（３

とである。 支援対策としてひきこもりか否か問題に

月15日発行予定 ）に掲載されていますので、 そちら

する事業ではない。 支援する者も支援される者も共

をご覧ください。

に集える場として、福祉の拠点「こみっと」がオープ
ンしてから５年が経過した今、 うれしい誤算が次々

第36回公開研究会

と起こり、
「こみっと」に関わる人たちのなかでひき
こもり支援のイメージが変わりつつある。分かったこ

第36回公開研究会では、 ①「地域に埋もれる力

とは、私が安易に考えた居場所づくり構想では、ほ

を活かす『参加と活躍の場づくり』～秋田県・藤里

とんど誰も出席しないし、社会復帰に向けた支援に

町社会福祉協議会～」菊池まゆみ氏（秋田県・藤里

ならないということだ。 彼らが本当に求めているの

町社会福祉協議会常務理事）、②「漁村における参

は優しくいたわってもらえる居場所ではないし、楽し

加～山口県萩市・三見シーマザーズの活動を中心に

める企画・メニューでもない。 普通の暮らしなので

～」三木奈都子氏（水産大学校教授）
、③「ＪＡにみ

ある。

る緩やかな組合員参加と事業活動～ＪＡなすの『男

「こみっと」支援の主軸としては、５つの事業（①

の居場所講座 』を事例として～」石田正昭氏（三重

週１回のレクリェーション活動、②自由に使える共同

大学招へい教授 ）の３人の方から報告をいただきま

事務所のパソコン、③手打ちそばメインのお食事処

した。

「こみっと」での就労訓練、 ④『白神まいたけキッ
シュ』の製造販売＜工賃をきちんと払う仕組み＞、

１．「地域に埋もれる力を活かす『参加と活躍の場

50

づくり』」菊池まゆみ氏（秋田県・藤里町社会福祉

注）
「こみっと」とは秋田方言で「しみじみと感じるさま」
「人間関

協議会常務理事）

係の親密なさま」を意味する言葉で、そこから命名
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【協同組合】ＪＣ総研 第36回・第37回公開研究会（記録）

⑤「こみっと」バンク＜人材派遣組織＞としての活

度合いに濃淡があり、責任体制を明確にするため、

動）がある。

１口１万円の出資を募り、 その結果として42人に絞

うれしい誤算は、ひきこもり状態から「こみっと」

られた。 この42人の出資により、2007年5月に三見

支 援を求めて出てくることを期待した若者が少な

シーマザーズは結成され、2010年８月に株式会社化

かったのに対し、 オプションのつもりだった求職者

された。

支援事業には多くの人が出てきたことだ。昼夜逆転

漁村における暮らしに関わる活動を担ってきた漁

で朝起きて出てくることさえできなかった人や、不安

協女性部は部員減少のなかで、1990年代以降、 自

そうな表情で声も出ないのかと疑った人が、３～６

発的な企業活動の方向にシフトした。それに伴い組

カ月の期間で、 ひきこもりだったことなど本人さえ忘

織のあり方も変化せざるを得なかった。 つまり、 メ

れる状態に変わって一般就職を決めていくことだ。

ンバーを目的意識を持つ人に絞り責任体制を明確化

福祉による支援ではなくハ ードルが高くても一般の

する方向に動いている。その上で参加形態を複数設

受講生と一緒に受ける求職者支援事業を選択する若

けるなどして、 地域住民の緩やかな参加を促してい

者が多いこと、かなりの高確率で一般就職を果たせ

る。さらに、漁村外の地域や住民の関係づくりも行

ることを考えると、社会復帰に向けた若者支援の重

い、関係性の枠を広げていることも特徴である。女

要な１つのヒントになるのではないかと考えている。

性は、 これまでの活動に示されたように、 身の回り
から大きな理念的なものまでを実際の活動として組

２．
「漁村における参加〜山口県萩市・三見シーマ

み立て、 男性の当たり前をあらためて問うイノベ ー

ザーズの活動を中心に〜」三木奈都子氏（水産大

ターとしての力を有している。これまでの漁村の男女

学校教授）

間の溝を埋めるべく、ボトムアップの話し合いのプロ

さん み

三見シーマザーズの活動は、 山口県漁協三見支

セスが必要と考える。

店女性部が1996年から取り組んだ高齢者と触れ合う
「いきいきサロン」がそのきっかけである。現在の活

３．
「ＪＡにみる緩やかな組合員参加と事業活動～

動内容は、 ①総菜・ 弁当の製造・ 販売（漁協購買

ＪＡなすの『男の居場所講座』を事例として～」石

部・道の駅・イベントでの販売、配達）
、②道の駅の

田正昭氏（三重大学招へい教授）

レストランの運営、 ③高齢者への弁当配達（昼食を

ＪＡなすのでは、地域住民対象のＪＡファンづくり

週２回）５軒、④月１回のいきいきサロン（漁協女性

のため講座を８講座（なっちゃんクラブ、 彩菜農業

部役員12 ～ 13人と高齢者12 ～ 15人）、⑤料理教室

塾、男の居場所講座、いきいきセミナー、わくわく

の開催（小・中学校、高校など）、⑥給食への食材

セミナー、ミニデイサービス、家の光あいとスクール、

納入（学校での料理教室とからめて）であり、売上金

フラワーデザイン教室）設けている。今回はこのな

額は、2007年度に300万円だったものが2013年度

かの「男の居場所講座」に注目した。当講座は、Ｊ

には4400万円にまで増加した。ただし、組織として

Ａなすの管内在住の60歳以上の男性を対象に、 粗

の利益はほとんどない状況である。三見シーマザー

大ゴミ、 ぬれ落ち葉といわれないために、
「新たに

ズの活動の成果としては、地域雇用の発生と地元漁

熱中できるものを見つけて、生き生きとした第二の人

獲物の買い上げによる漁業者の所得向上、 交流人

生を送りましょう」をキャッチフレーズで開催するも

口の増加、 福祉の向上などが挙げられる。2014年

ので、2013年度には、料理教室、山野草の寄せ植

には「男女共同参画女性のチャレンジ特別部門賞」

え、健康講座、救命蘇生法講習、テーブルマナー

を内閣府から受賞し、 水産分野以外からの評価も

講習会、生け花講習会、そば打ち講習会、おつまみ

得ている。参加については、当初、漁協女性部142

作り・新酒利き酒大会といった講座を10回開催した。

人の参加を想定していたが、加工販売に対する関心

当講座の設立趣旨は、 ＪＡを起点に仲間づくりを
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してもらう、である。当講座への参加状況は、2011
年度は20人うち19人が員外、2012年度は20人うち18
人が員外、2013年度は26人（新規10人、 再受講16

第37回公開研究会では、 ①「高齢者生協におけ

人）、2014年度は17人（すべて新規）であった。１

る高齢者の主体的で緩やかな社会参加」熊倉ゆりえ

期生（2011年度生）が「なすの悠遊会」を結成した。

氏（明治大学大学院博士後期課程 ）
、 ②「インター

悠遊会は11人のグル ープで２カ月に１度会合を設け

ネットによる新たなコミュニティー形成の可能性につ

て活動を続けており、 現在は、 ＪＡ助け合い「ひま

いて」栗田典子氏（パルシステム生協連合会執行役

わり会」に加わり、ミニデイサービスへの協力やＪＡ

員インターネット事業本部長）
、③「アカウント３を通

まつりの手伝いなどのボランティア活動に積極的に

して見る英国社会的企業が紡ぎ出す『連帯経済』〜

取り組んでいる。３期生（2013年度生）は自分の特

参加の基盤にあるもの〜」藤井敦史氏（立教大学教

技を生かし「そば打ち」を教えている。

授）の３人の方から報告をいただきました。

今後の課題は、 ①ＪＡとの関係性をどう構築する
か（自主的な活動にどう関わっていくか、ＪＡとして

１．
「高齢者生協における高齢者の主体的で緩や

どんな協力ができるか）、②ＪＡの事業にどう結び付

かな社会参加」熊倉ゆりえ氏（明治大学大学院博

けるか（組合員加入、貯金・年金などの系統外から

士後期課程）

の呼び戻し、共済加入）、③参加者に評価されてい
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高齢者は従来ケアを受ける側と認識されてきたが、

るにもかかわらず、 担当している職員の満足感が低

超高齢社会となり、高齢者も主体的・自発的な社会

い、である。特に担当職員として満足感が得られな

貢献が求められている。ただし、高齢者の状況やニー

いというのは重要な課題であろう。

ズは多様で、画一的な参加の方法やプロセスだけを

ＪＡの組合員組織は、①基礎組織（集落組織=農

想定するとうまくいかない。現に行政を主体とした取

家組合、生産組合など）、②協力組織（青年部、女

り組みで明確な問題意識を持ちつつも成果を得られ

性部など）、③機能組織（作目別組合、生活班、助

なかった事例もある。

け合い組織など）、④利用者組織（年金友の会、共

こうしたなかで、 この課題につき協同組合が果た

済友の会など）に区分されるが、加入者数が最大で

し得る役割りを探る。事例として高齢者生協を取り

今後より重要になる組合員組織は「年金友の会」で

上げる。 高齢者生協はケアの提供主体であるが、

あろう。 最大の貯金流入源であり、 今は年金受給

高齢者の主体的な社会参加を引き出す場としても捉

者が拡大しているが、 まもなく縮小し始めるので、

え得る。

競争激化が予想される。
「男の居場所講座 」を年金

有識者のなかには、早くから、福祉国家を再編し

受給者層に呼びかけてはどうか。
「年金友の会 」を

て、多様な主体を包摂し、多様な主体の参加を促す

組合員組織のなかにきちんと位置付け、組織活動を

政策の必要性を主張される方はおられた。いわば福

実質化するとともに意思反映の機会を持つことが必

祉社会づくりである。1970年代には「高齢者の自発

要なのではないか。

的な仕事の創出、地域貢献 」を目的に、
「政府・自

また、 なぜ職員の満足感（ＥＳ）が得られないか

治体でも民間組織でもない組織を法制化する」とし

の問いには、 ①ＪＡ内部での位置付け（暮らしの活

て、高齢者事業団が発足した。しかし「生きがい政

動についての理解がない、利益に結び付かない、担

策」に甘んじ大きな成果は得られなかった。

当者のアイデアからの出発）、 ②他の事業利用に結

退職後高齢者の希望する働き方や社会参加の方

び付かない（縦割りの事業活動＜共感が広がらない

法は多様だ。だからこそ自発的に組織されるべきだ。

＞、横串を刺す部署の機能が不十分、組合員情報の

しかし、雇用労働でもボランティアでもない仕事をす

共有が難しい）がその要因として考えられる。

るための新しい組織や制度はない。また、主体的・
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自発的参加を引き出すことが難しい、 という課題が

２．
「インターネットによる新たなコミュニティー

ある。

形成の可能性について」栗田典子氏（パルシステ

希望が多様であるから参加の強制は難しく、緩や
かな参加の方法やプロセスを考慮すべきである。加

ム生活協同組合連合会執行役員インターネット事
業本部長）

えて、参加は人々が主体的に将来の社会を創造して

生協の理念実現のためにも、事業伸長のためにも

いくものでなければならず、 継続的な市民教育が必

コミュニティーの形成は不可欠だ。特にインターネッ

要である。 協同組合には人々が学び合う場をつくり

トは「モノを売る」だけでなくコミュニケーション媒

出す可能性がある。

体である。

日本高齢者生活協同組合連合会は、 全国に23の

パルシステム生協連合会は、関東地方を中心とし

加盟組織（高齢者生協）があり、同組合員は約３万

た１都９県で活動する各生活協同組合の出資によっ

人、 同職員は約3000人、 売上高は約68億円（中心

て構成されている。 毎週カタログを80万人の組合員

は介護保険法に基づく高齢者ケア）である。利用者、

に配布している。2000年代毎年度２桁に近い事業

職員が組合員となっている他に、理念に賛同し出資

成長を経験したが、誕生以来、産直を重視してきた。

した組合員が多い。高齢者ケアに注力してきたが、

生協は消費者の組織だが、 パルシステムは生産者

そもそもの設立趣旨は高齢者の仕事起こしである。

の状況を理解し、 農村を含む社会全体のあり方を

なかでも福岡県高齢者福祉生活協同組合は規模

見直そうとしてきた。1990年代から個人宅配をスター

が大きい。 同生協の水巻事業所は、 宅老所、 デイ

トさせた。2000年「個人対応型くらし課題解決事

サービス、ヘルパーステーション、生協ホーム（生活

業」を始めた。赤ちゃんのいる世帯、育ち盛りの子

保護水準を念頭に低料金で賃貸住宅を提供 ）、 生

どものいる世帯、大人中心の世帯のそれぞれにアプ

活支援に取り組み、行き場のない高齢者を受け入れ

ローチ手法を変えてコミュニケーションを図ってきた。

てきた。同事業所には支部運営委員会が置かれてお

インターネットは「個人対応型」のチャネルとして有

り、地域住民（組合員）から７人が委員として参加し

効だ。 例えば、 赤ちゃんのいる世帯に対しふさわし

ている。委員のなかには同事業所の元調理スタッフ

い商品だけでなく子育て情報も提供できる。世帯を

など従来からつながりのある方もおられるが、 これ

３つに分類した（現在は２分類）といってもカタログ

まで同事業所の経営と関係のなかった方もおられる。

に並ぶ商品の７～８割は同じだ。 しかし、量目、食

同委員は地域の高齢者のニーズくみ上げのための地

べ方提案、提供する情報が違う。つまり必要なのは

域懇談会を企画したり、 広報誌の作成など得意分

一方的な発信ではなく、 相手に合わせた対話だ。

野で運営に貢献している。

生協は社会運動だが入り口はこの対話だ。対話でき

水巻事業所は高齢者ケア事業を通じて、 ケアを

るノウハウを組織として得たと捉えている。

必要とする人もそうでない人も包摂している。 こうし

パルシステムでは、
「耕せ！ 日本の食と農」をうた

た機能は地域づくりにおいて重要だ。 さまざまな参

い、 生産者価格を約束した予約登録米、 飼料米を

加のあり方を提供できており、運営へのコミットメン

使ったこめ豚などを積極的に扱っている。 商品代金

トの強い人、 弱い人の区別なく、 人々の居場所や地

の一部をサンゴの森プロジェクトなどに寄付する仕

域貢献の場を常時提供することで、 職業生活から

組みもある。 これらを可視化し、 ごはんをもう一杯

の引退後の高齢者を緩やかに参加に導くことができ

食べたらこれだけ食料自給率が上がる、こめ豚でこ

ている。

れだけ耕作放棄地が減る、 もずくの購入でサンゴの

今後は同事業所以外の状況も把握し、 協同組合

森がこれだけ守られる、と分かるように訴えてきた。

が提供する教育の場が主体的な地域づくりに役立っ

産地との交流は大事だ。しかし、すべての組合員

ているか、研究を重ねたい。

が産地に行けるわけではない。家の中にいて社会を
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変えるには、 考える市民として、 食べ物の物語を理

している。 この方々にアンケートを取ると4000人が

解して選択することだ。これをサポートしたい。

回答していただける。

2000年代後半からインターネットを使ったコミュニ

加入の動機が「生協の意義を理解」という方は少

ティーづくりを仕掛け始めた。 事例としてyumyum

数だ。まず利用の必要性、
「便利」を感じ、継続的

baby clubを紹介する。
「赤ちゃんのいる世帯」でも

関係ができ、 その上で生協の存在意義を理解いた

年齢・ 月齢で必要な情報は違うので、 誕生月でグ

だけるようになるのだろう。こうした過程のなかでイ

ル ープ分けした。 会員はＳＮＳ上で日記を書く。 予

ンターネットを利用したコミュニティー形成は重要と

防接種した、 離乳食を始めたということが分かる。

考える。

また、実際のイベントに参加いただき友達ができる。
講師の派遣紹介も行っている。8000人の会員がお

３.「アカウント３を通して見る英国社会的企業が

られ、日記を毎日書いている方は1500人に及ぶ。

紡ぎ出す『連帯経済』〜参加の基盤にあるもの〜」

商品開発チームもwebサイト「商品づくりコミュニ
ティー」を通じて組合員参加を促している。さんまの

イギリスは労働党政権から保守党・自民党連立政

みりん干しの開発では、 月に１回実際に10人の組合

権となり、公的資金は削減された。また、公共サー

員に集まっていただいた。 しかし会合は平日の昼間

ビス市場において営利企業の寡占状況が生まれてい

で参加は限られる。そこでインターネット上でより多

る。 例えば、 ワーク・プログラムのように、 職業訓

くの組合員に「さんまのみりん干しを家庭で作るか」

練にかかる公的支出の多くは大企業の収入となって

「大容量でお得がいいか、小分けか」とアンケートを

いる。 しかし、 こうしたなかでも発展を続けている

取る。10人の後ろに4000 ～ 5000人がおられる。ま

労働統合型社会的企業は存在する。 その柔軟な対

た、 アレルギーのあるお子さんのいる家庭は点在し

応能力の基盤はどこにあるのかを「アカウント３」の

ている。米粉のショートパスタと豆乳のグラタンの商

事例を通して報告したい。

品開発はインターネット上と実際の会合の組み合わ
せで進んだ。

アカウント３とは、イギリスの労働者協同組合であ
り、 社会的企業である。 移民女性の社会的・経済

インターネットで知り合った方々が実際に集まり、

的自立支援をミッションとしている。アカウント３は、

その様子をインターネットにアップする。この組み合

労働党政権下で、 社会的・経済的支援の手法を確

わせで盛り上がっていくことを大事にしたい。

立したとされるが、保守党・自民党連立政権下の困

週に１回宅配とカタログ配布という手段を持って
いるが、 これに情報を盛り込んでもあまり読まれな
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藤井敦史氏（立教大学教授）

難な環境下でも維持され発展した。その背景には次
の２点がある。

い。また、パルシステムのホームページも注文では

まず、 極めて豊かな連帯経済が存在している。

使われるが他を読んでくれない。 でもスマホなら常

ソーシャルキャピタルとして地域における幅広いネッ

時だ。現在は１人が平均130人とＳＮＳでつながって

トワークが存在する。 また、 アカウント３が後方で

いるという。 共感を前提とした発信力を重視すべき

支える中間支援組織として機能していることも要因

だ。 昨冬の雪害では山梨のパルシステムの事業所

である。

が被害を受け配送が滞った。おわびの気持ちでイン

もう１つは、 個人の成長プロセスに応じた柔軟な

ターネット上で報告したのだが、多くの励ましコメン

参加である。協同組合におけるフォーマルな参加は

トをもらい、被災した産地へカンパが集まった。

ハードルが高く、時間、言語、自己効力感（自信）、

「まめパル」という組合員向けのスマホアプリがあ

情報などの前提条件がある。 アカウント３には、 支

る。 使った食材を消していくと残りの食材、 賞味期

援を通じてこれらの条件を整えながら参加を促して

限が分かる。 ４万人が使い、 その65％が毎日使用

いく仕組みがある。
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以下、この２点につき詳しく述べる。

タッフのアカウント３に対するロイヤリティーは高い。

アカウント３は、 初期のころ、 ＥＵの社会基金や

かつてアカウント３の教育プログラムを受けていた者

地元自治体の事業委託を主たる資金源としていた。

が弁護士になりアカウント３で専門家集団の一翼を

しかし、先述したように、公的資金は削減され、か

担っている例もある。 個人の成長プロセスを支え、

つ、 大企業が公共サ ー ビス市場を占有するように

コミュニティー開発を同時に進めるという、まさに王

なった。 そこで、 アカウント３は、 貧困層向け公的

道の取り組みが見られる。

住宅（ソーシャルハウジング ）での福祉・法律相談
サービスに力を入れるなど、ソーシャルハウジングを
管理する大規模チャリティー団体であるハウジング

協同組合・協同会社職員交流セミナーを開催

アソシエーションとの関係を強化し、サードセクター

しました。

内部での取引を増加させている。 また、 現政権下
での保育政策の進展も背景にあり、保育事業も重視

ＪＣ総研は2014年12月18日（木）～ 19日（金）

しており、妊婦をサポートする非医療的な補助業務

に、
「協同組合は地域に貢献できるのか」を主題

を行うスタッフの訓練も行うようになった。 こうした

として、 協同組合・協同会社職員交流セミナー

事業がアカウント３の持続可能性の重要な基盤と

を開催しました。関西大学杉本貴志教授の講演、

なっているといえるだろう。

ＪＡおちいまばり、ＪＦ全漁連、生活クラブ生協

以上のようなアカウント３におけるエンパワーメント

東京の事例を通じて、 協同組合とそこで働く職

の手法は、まず受益者をグループ化（自助組織とし

員の使命について学び、 およそ５時間のグル ー

て当事者の組織化）し、これをサポートしていくと

プ討議を行いました。35人の参加者のうち、 Ｊ

ころに特徴がある。その上で、特定の業種に直結し、

Ａが７人、ＪＡ中央会が６人、県域ＪＡ電算セン

移民女性のニーズと結び付いた職業に就くことがで

ターが５人、 ＪＡ全国機関・関係団体が６人、

きるような職業訓練を施し、職業紹介を行い、加え

生協５人、全漁連３人、全森連１人、その他２

て、起業・事業支援も行い、マイクロクレジットも派

人とさまざまな背景を持っておられる方々が集ま

生させている。

られました。

そして、 このような支援プロセスから育った組織

このセミナーは、協同組合の職員が系統の枠

は、 単なる顧客ではなく、 アカウント３と継続的な

を超えて横断的に学べる極めて貴重な場です。

関係を持ち続け（アカウント３は、これらの組織とコ

協同組合間提携の担当者や他の協同組合に学

ンピューターのサーバーを共有し、給与手続きを代

ぼうとする方にぜひ活かしていただきたいと思い

行している）、そのビジネスパートナーになっていく。

ます。また、中途採用者や単独では協同組合に

これは競争的な市場経済とは異なる、 相互に助け

ついて学ぶ場を提供できない中小規模組織の職

合い、資源をシェアする「連帯経済」
「共生経済」と

員の方々にとっても貴重な場であると認識してい

呼べるものではないか。

ます。

加えて、もう１つ大事なことは、個人の成長プロセ
スと参加のあり方である。参加に至るには、自立を

来年度も開催の予定です。多数の受講をお待
ちしています。

支援する仕組みが必要であるが、アカウント３には、
①多様な事業構成を背景に多層的なプロセスがあり、
②人の成長に伴い支援―被支援が循環している。
また、 ③アカウント３自体のスタッフに対しても手厚
い教育・ 訓練支援がなされている。 そのため、 ス

（文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）
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2014年の賃金引き上げの調査結果と
ＪＡの賃金について
ＪＣ総研 経営相談部

１．はじめに

ているといえよう。

2015 年春闘が始まり、今回は当初からどのくらいの

また企業規模別や産業別に見ると格差が生じてい

ベースアップを勝ち取るのかが焦点となっている。こ

る。表１は、2013 年と 2014 年の平均賃金の改定額お

のような状況になった１つの要因として「経済の好循環

よび改定率（賃上げ率）を比較したものである。2013

の継続に向けた政労使会議」が挙げられる。同会議

年では、規模別で改定率を見るとほぼ 1.5 〜 1.6% の

は今年も昨年に引き続き開催され、政府が賃上げの継

なかに収まっている。2014 年では、最も大きい改定率

続に向けて経済界に協力を要請したことの影響が大き

が 1000 〜 4999 人の階層で 2.1% となっている。それ

い。これを受けて日本経済団体連合会は、最大限の

に対して最も小さい改定率が企業規模の小さい 100 〜

努力をすると表明している。この政労使会議は 2014

299 人の階層で 1.6% となっている。2013 年では最大

年の春季労使交渉でも開催され、同じように確認事項

と最小の格差は 0.1 ポイントであったが、2014 年では

として文書でまとめている。この２年間は政労使会議

0.5 ポイントと広がっている。

によって政府が後押しをする春闘となっており、今年も

また産業別に見ると 2013 年では２% 以上の産業は、

賃上げが注目されている。
２．2014 年春闘の結果について
まず、2014 年の春闘はどうだったのか振り返ってみ
たい。2014 年は、2.19% の賃上げ 率（厚生労 働省：
民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況より）となり
13 年ぶりの 2.0% 以上の賃上げとなった。それ以前は、
2.0% 未満の水準が続いたが、一般的に 1.8% 前後が
定期昇給分といわれており、
「ベースアップなし」状態
が長く続いた状況から脱したといえよう。
しかし、2014 年４月以降は消費税が５% から８%
に増税され、物価は上昇傾向にある（円安による影響
もあり）。計算上では、消費税増税分を考慮すると約
2.86% の賃上げ率がないと、実質賃金ベースで見ると
「賃下げ」になると指摘されている。この点から見ると、
賃金は確かに例年になく上昇したものの、それ以上に
物価が上がっていることから、
実質賃金は賃下げになっ
56
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「不動産業、物品賃貸業」だけだったのが、2014 年は
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人 事 管 理

ところが、 地区別に見ると状 況 が異なってくる。

この他に
「建設業」
「卸売業、小売業」
「学術研究、
専門・

2014 年、ベースアップをしたＪＡがゼロの地区は、東

技術サービス業」と拡大している。そして、
「宿泊業、

北北海道地区と近畿地区の２地区であった。この地区

飲食サービス業」や「教育、学習支援業」は前年比で

は 2013 年も同じ結果であった。ベースアップの平均金

も改定率が同率ないし減少している（「電気・ガ

額は、対前年比で関東甲信地区は 4 倍加、東海北越

ス・熱供給・水道業」は特別な事情があるので比較対

地区では 0 円から 3382 円の増加、中国四国地区は３

象外とする）。このように、賃上げが全体的に見れば

倍加と、大きな増加となっている。

前年よりも大きくなったものの、従業員の多い企業や
特定の産業にとっての変化であることが分かる。そし

４．まとめ

て従業員数が小規模な企業、ホテルやレストランといっ

2014 年のＪＡの賃上げ状況は、全体的に他産業と

たサービス業、学習塾や通信教育を事業としている企

同様に今までにない賃上げを獲得したといえよう。し

業では改定率が小さいものとなっている。

かし、その水準は消費税増税分をクリアするものでは
なく、実質賃金は下がっていると、今回の調査結果を

３．2014 年春季賃金引上げ状況調査（ＪＡの賃上
げ調査）結果から

見る限りでは判断される。
また、地区別に見るとベースアップの支給状況や金

表２は、2013 年と 2014 年の賃上げ結果調査（Ｊ

額では格差が拡大している。今回の調査結果だけで

Ｃ総研による）を取りまとめたものである。ＪＡでは、

は詳細が分からないが、新聞などの報道では地方と都

2014 年の賃上げが 2.13% となり、ほぼ全国的な動向

市部との格差が拡大しているといわれている。関連し

と同じ結果といえよう。ＪＡの場合、2000 年以降はお

て、日本商工会議所の会頭が定例記者会見では「地方

おむね 2.0% 台前後の賃上げ率を推移しており、近年

の中小企業の賃上げについては、やると決断できると

は 2.0% を切る状況となっていただけに、久しぶりの

ころは、まだまだ多くない」と発言している。地方に位

2.0% 以上の賃上げとなったのである。

置するＪＡが多いだけに、地域格差が解消されないと

2014 年の特長は、前年と比較するとベースアップを
したＪＡ数の増加、ベースアップ平均金額の増加であ

賃上げの実施や金額の増加もＪＡ全体では厳しいもの
となる。

る。2013 年にベースアップしたＪＡ数は７ＪＡだったの

さらに、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交

が、2014 年は 21ＪＡと３倍加している。さらに、ベー

渉や農協改革、さらに輸入資材の高騰、消費税の増

スアップの平均金額は 2013 年では 789 円だったのが、

税など、農業を取り巻く環境は以前にも増して厳しく

2014 年には 1794 円と２倍加以上となっている。

なっているが、ＪＡも他産業と同様な賃上げの流れと
なっている。 今後、
「2.0% 以 上 」
の数値が１つの基準となって春季
労使交渉が進められると想定され
る。
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近年の労働関係法令の
改正動向について
ＪＣ総研 経営相談部

ますます複雑化する社会にあって、労働問題を取り
巻く社会環境も大きく変化していることに対応し、近

１

労働法務チーム

2008 年～ 2013 年施 行までの主な労 働
．
関係法令動向

年、労働関係法令においても、実務上の重要事項に
ついての改正法が相次ぎ施行されています。
主な法令改正について挙げると、2008 年３月１日に

労働契約についての基本的なルールを分かり

新たに制定された労働契約法が施行され、同年４月１

やすい形で明らかにすることなどを内容としてい

日に改正パートタイム労働法、2010 年４月１日に改正

ます。これにより、紛争が防止され、労働者の

労働基準法、同年６月 30 日に改正育児・介護休業法、

保護を図りながら、個別の労働関係が安定する

同年７月１日に障害者雇用促進法が施行されました。

ことが期待されています。

その後、2012 年から 2014 年にかけては、労働者派
遣法・高年齢者雇用安定法・労働契約法の各改正、
男女雇用機会均等法の省令改正、過労死等防止対策
推進法の制定などが相次ぎ施行されました。

（２）パートタイム労働法の改正（2008 年４月１日
施行）
パートタイム労働者がその能力を一層有効に
発揮することができる雇用環境を整備するため、

さらに、2015 年４月１日に改正パートタイム労働法・

働き方の実態に応じた通常の労働者との均衡の

改正次世代育成支援対策推進法（時限立法の延長）
、

とれた待遇の確保や通常の労働者への転換の

2015 年 12 月１日に改正労働安全衛生法（ストレスチェ

推進などを内容としています。

ックおよび面接指導の実施）、2016 年４月１日に改正
障害者雇用促進法（差別禁止等）が施行されます。
今後、2015 年通常国会において、
「日本再興戦略」

（３）労働基準法の改正（2010 年４月１日施行）
長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保す
るとともに仕事と生活の調和が取れた社会を実

などを受けて、女性活躍を官民で進めるための、女性

現する観点から、労働時間にかかる制度の見直

の職業生活における活躍の推進法案、さらには、改

しなどを内容としています。

正労働者派遣法案、労働時間法制などの整備などの
労働関係法令の改正法案が審議されることが見込まれ

（４）育児・介 護休 業 法 の改 正（2010 年６月 30
日施行）

ていることから、これらの法改正動向も注視し、人事

短時間勤務制度の措置や所定外労働の免除

労務体制や就業規則の整備などに適切に取り組むこと

の義務化の他、父母が共に育児休業を取得する

が必要です。

場合の休業期間の延長（パパ・ママ育休プラス）

以下に、2008 年以降の労働関係法令の制定・改正
のうち、主な法律の制定・改正ポイントについて紹介
します。
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（１）労働契約法の制定（2008 年３月１日施行）
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など、父親の育児休業取得を促進するための制
度の導入などを内容としています。
（５）障害者雇用促進法の改正（2010 年７月１日
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労 ◆
働 ◆
法 ◆
務 ▶▶▶▶▶▶
◆

労働者の心理的負荷の程度を把握するための

納付金の適用対象が 2010 年７月１日より常用

医師、保健師などによる検査（ストレスチェック）

雇用労働者 201 人以上、2015 年４月１日より常

の実施と医師による面接指導の実施について、

用雇用労働者 101 人以上の事業主に段階的に拡

事業者に義務付け（従業員 50 人未満の事業場

充されることなどを内容としています。

は当分の間努力義務）が行われることなどを内

※納付金とは、国が法定雇用率未達成の事業主（常

容としています。

用雇用労働者数 101 人以上）から徴収（不足数１人に
つき月額５万円）する制度のことをいいます。

（６）労働契約法の改正（2013 年４月１日施行）
有期労働契約問題に対処し、働く人が安心し
て働き続けることができる社会を実現するため、
①有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年
を超えたときは、労働者の申し込みにより、期
間の定めのない労働契約（無期労働契約）に
転換できる制度を導入すること
②最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること
③有期契約労働者と無期契約労働者との間で、
期間の定めがあることによる不合理な労働条
件の相違を設けてはならないこと

なお、職場の一定規模の集団（部、課など）
ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえ
て職場環境を改善することも事業者の努力義務
になる予定です。
（３）障害者雇用促進法改正（2016 年４月１日施
行、法定雇用率の算定基礎の見直しは 2018
年４月１日施行）
雇用の分野における障害者に対する差別を禁
止するための措置および精神障害者を法定雇用
率の算定基礎に加えることなどを内容としていま
す。
なお、2013 年４月１日から、15 年ぶりに障害
者雇用率の引き上げ（民間企業は 2.0％）が実施
されています。

などを内容としています。
（７）高年齢者雇用安定法の改正（2013 年４月１
日施行）
希望者全員が 65 歳まで働ける制度の導入が
企業に義務付けることなどを内容としています。

２

2015 年・2016 年施行の主な労働関係法
．
令動向（2015 年２月時点の確定分）

（１）パートタイム労働法の改正（2015 年４月１日
施行）
パートタイム労働者の雇用管理の改善などを
促進するため、すべてのパートタイム労働者を対
象とした待遇の原則の新設、差別的取り扱い禁
止の対象となる通常の労働者と同視すべきパート
タイム労働者の対象範囲の拡大などを内容とし
ています。
（２）労働安全衛生法改正（ストレスチェックなどの
実施は 2015 年 12 月１日施行）

【労働法務】近年の労働関係法令の改正動向について
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ＪＡファーマーズマーケット利用者
調査結果とその活用について
ＪＣ総研 経営相談部

ＦＭ戦略研では、利用者のファーマーズマーケット

ファーマーズマーケットチーム

意外なのは、
「スーパーと比べて安い」という項目で、

に対するお店の評価や要望を明らかにし、店舗運営に

プラス評価では下から２番目です。６割の利用者が安

活かすことを目的に毎年秋に本調査を実施しています。

さに魅力を感じているものの、鮮度・安心感・品ぞろ

今回で 12 回目になりますが、全店舗を集計したグラフ

えをより重視している傾向があります。

を見ると、驚くほど、毎年同じような調査結果が出てき
ています。
2014 年度のファーマーズマーケット利用者調査は、
10 月に全国 32 店舗、6318 人の利用者の声を集めるこ
とができました。調査結果の概要と活用について紹介
します。
《ＪＡファーマーズマーケットに対する評価》
「朝採りの農産物だから新鮮」
「生産者が明示されて
いて安心」という評価が９割以上と断然高く、次い
で「ＪＡ直営だから信頼感がある」
「店全体に活気が
ある」
「従業員の対応がよい」と続きます。
また、品ぞろえについても評価が高く、
「地場の珍し

2014 年 11 月にオープンした
ＪＡ大阪南「あすかてくるで河内長野店」

い商品がある」
「年間通して品ぞろえが豊富」と、店舗
たゆ

で弛まず努力している成果の表れといえます。

《利用者の属性》
年齢層は、60 歳以上が最も多く約６割。次いで 40
～ 50 歳代が約３割を占めます。30 歳代までの利用者
は１割程度しかいません。
同行者の数を見てみると、自分１人で来たという利
用者は１割程度で、９割近くの人は誰かと一緒に買い
物をしている、という結果でした。スーパーやコンビニ
の利用者は初めから買う物が決まっていて、買いたい
物を目指して（他の物には見向きもせずに）店内をドン
ドンと移動しますが、ファーマーズマーケットに来られ
る利用者の方は、一緒に来た同行者と、
（まるで宝物
探しのように）今日はどんな野菜・果物が並んでいるの
かしら、どんな献立にしようかしら、とお話しながら、
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【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット利用者調査結果とその活用について

買い物を楽しんでいる様子が目に浮かんできます。土

低ければ、それは何が原因か、特別な事情があるのか、

日になると、親子連れの比率が高くなりますが、平日

そして、改善することはできるのか、評価を上げるた

ではご夫婦で買い物に来るという方が半数以上という

めにはどうすればいいのかについて、他店の店長の経

結果でした。

験談や取り組み事例を参考にしながら検討します。

店までの所要時間は 10 ～ 20 分程度というのが半

また、利用者調査結果は、ＪＡの関係者や店舗の

数以上を占めますが、30 分以上掛けて来られる利用

従業員だけでなく、ＪＡを通じて生産者にも伝達され

者が４割近くおり、交通手段は８割以上が車利用です。

なければなりません。
調査結果を要約すると、
“ファーマーズマーケット（Ｊ
Ａ農産物直売所）は、新鮮・安心、そして情報発信力
が決め手！”ということになるのですが、手作りＰＯＰ
や農家直伝のレシピのように、最もインパクトがある情
報は“生産者の思い入れ”で、それを的確に伝えていく
ことが大事といえます。
利用者の意見を反映し、いかに店舗の運営改善を

《利用者からの要望》

進めるか、ＪＡファーマーズマーケットは、これからも

利用者からの要望で多かったものは、
「農産物の残

一歩一歩前進していきます。

留農薬の定期検査」と「加工品の細菌の定期検査」
が７割を超え、安全・安心を重視しています。また、
「加
工品の特徴の説明」
「農産物の調理・保存方法の説明」
「農産物の特徴の説明」を要望する利用者も多くいるこ
とが分かります。

《調査結果の活用について》
ＦＭ戦略研では、参加の店長・所長が、設問項目ご
とに、全店舗の平均と自分の店舗の集計結果とを見比
べながら、一つひとつじっくりと、精査していきます。
例えば、ある店舗の評価が全店舗の平均より極端に

2014 年 10 月にオープンしたＪＡ香川県「讃さん広場」

【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット利用者調査結果とその活用について
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鈴木 丈織

「心が躍動する」という積極的な状

Ｖ）
、農の連鎖（ＡＣ）、農の知恵（Ａ

まず、 より活性化するための技術を身

態を自分自身のみならず周囲の方々に

Ｉ）
」のなかでもメンタル・マネジメント

に付け、 さらにスキルアップを目指す

もつくり出す、それが「メンタル・マネ

における「起動力」は「農 」の営みの

のです。素直な眼差しで「農の技術（Ａ

ジメント 」です。 そのスキルは、 努力

「技術的向上を目指す姿勢によって培

Ｔ）」の原点となる７つの心理要因を自

することで必ず磨かれ、 さらに「メン
タル・マネジメント」
をスキルアップで

われる力」であると確信します。

らに取り入れましょう。

心の躍動（メンタル）は、
「このやり
方で、この方向で、この技術で実施す

「農の技術（ＡＴ）」を磨きレベルアッ

職場はもちろんのこと、家庭でも組

るなら確かに目指す目標や与えられた

プを促し、 上昇傾向を生み出す心理要

合員さん宅でも、いつでもどこにおい

課題は達成できる！」と描けたときに

因のポイントは、 ①現状分析力

ても「メンタル」に関心を抱くことで、

希望と共に沸き立ち始めるのです。つ

像力

「成果、雰囲気、適切行動、人間関係、

まり、
「より良さ」を常に求めながら目

統合力

指す技術です！

す。

きる力となっていきます。

状況把握、個性化、ストレスコントロー
ルなど」に今、 ここで求められる最善
の好影響をもたらすことができます。
だからこそ、自分の起動力を鍛える

③ 取捨選択 力
⑥試行力

④ 受容力

②想
⑤

⑦克己心の７つで

作物が季節ごとに最良の状態に成長
できるように手を加えます。 より逞し

①現状分析力：何のために、何を、何

く！

から、どのように変えていくか？

より強く！

より早く！

より豊

ためにも「メンタルトレーニング」や、

かに！

と、 個性を引き出すために

日ごろから現状を変える自覚を持ち、

部下や後輩のレベルアップを目的にす

細心の思いで具体的に手を施します。

果たすべき課題を念頭に置き、 冷静に

る「メンタル・マネジメント＆ケア」
が、

願いだけがあっても現実にそれを実り

事象、現象を見るのです。イメージや思

テクニックとして必要であり、 磨き上

にしなくては、むなしい幻想にしかす

い込みではなく、変革に必要な基準で、

げなくてはならないのです。

ぎません。

その現象は、プラス（＋）の推進か、マ

こだわらず、 ひるまず、 試して壊し、
「躍動の原点」
となる「農の躍動（Ａ
Ｌｍ）」
４方向の機能的要素を１つずつ

また築く勇気が必要です。
そこに「農の技術（ＡＴ）
」
としての、

イナス（− ）の抑圧になるか、 判断し見
極める力です。スキルアップへのスター
トです。

たゆまなく続く革新の源があるのです。

確認していきましょう。

②想像力：
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実存心理では次のように考えます。

仕事で 活 かすためにも心 の躍 動

田からたわわな実りを、 種から豊か

「農の技術（ＡＴ ）
、 農の価値（Ａ

（メンタル）
ポイントを学び取りましょう。

な実りを、 実から優れた種を描くように、

ＪＣ総研レポート／2015年 春／VOL.33

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（13）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅱ・ＡＴ」

プラス（＋ ）への成果を思い巡らすの

の手などの総合バランスで１つに完成

です。 想像は、 プラス（＋ ）でもマイ

します。 それぞれの役割や使命を果

植物の生命力には驚かされます。

ナス（− ）でも構わないのです。 どの

たし、また、分配された仕事の成果を

生命を脅かされる外部刺激を受けると

ような想像でも必ず「なぜそう描いた

１つに組み立てることも重要です。一

実り豊かになるのです。怯えるからこ

のか？（原因）
、それをどうしたらよい

つひとつの部分が最良の成果であっ

そ今より強くなり、 危ういからこそ実

のか？（対策）」を併せて描くのです。

ても集合した際にぶつかり合い、 傷

力を超えるのです。弱いからこそ限界

それが、 心配性でネガティブの不毛

つけ合っては、完成には至りません。

を広げるのでしょう。

な妄想との違いです。スキルアップは、

課題は、 全体の完成であり部分や、

未熟という謙虚さや一知半解の自

自由自在です。

自分だけの 完 成 ではないので す。

分だから、もう一歩進む自覚をしまし

トータルバランスの注視です。

ょう。すべてがゴール直前のサブゴー

③取捨選択力：
「 より良さ」をつくり出すためにも

ルです。
⑥試行力：

「摘果 」が必要です。 切り捨てる決断

閃 くと同時に着手の準備に取り掛

です。しかし、いったん、切り捨てら

かりましょう。 あなたのできることし

れたものは、元には戻りません。その

か閃きません。閃きを変えるのではな

リスクは、何をするにも裏表で付いて

く、 着手への手段や支援者、 予算や

回るのです。より慎重で、より大胆さ

場所、 時間帯などを検討すると閃き

が求められます。 決断の勇気です。

が成長していきます。

「犠牲のあることを知る」ことが決断

⑦克己心：

そして、その工程と結果からさらに、

の勇気となります。無謀や蛮勇とは違

努力としてさまざまな変化がもたらさ

う生産的決断なのです。

れます。 成功と失敗を併せ持つ実験

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
美しく実りを作り上げること」
あなたを仕事においても自分づくり
としても成功させるための技術は、７
つの心理要因の実践で磨かれ上昇し
ていきます。

に取り組む勇気となる力です！
④受容力：
品種改良は、 長所＆
長所の繰り返しから生ま
れます。 しかし、 大体は、
思いもよらない変質であ
り雑 種のような 扱 いに
なってしまいます。
異質で 価 値観の違い
や違和感がある意見やア
イデアであったとしても
受け止める姿勢が改良に
つながるのです。 そこか
ら第３のアイデアや発想、
知恵が生じる源となるの
です。
⑤統合力：
作物は環境、肥料、人

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（13）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅱ・ＡＴ」 ＪＣ総研レポート／2015年 春／VOL.33
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企

画

総

３号会員の加入状況について
ＪＣ総研 企画総務部

３．ＪＡの３号会員加入状況

１．当研究所の会員制度

当研究所は、2013 年の一般社団法人への移

当研究所の会員は、次のとおり１～３号会員の

行を契機として、ＪＡ全中の協力の下、全ＪＡに

３種類に分かれています。

対して３号会員（賛助会員）への加入を働き掛
１号会員（社団の社 員）
：ＪＡ全中、ＪＡ

けています。名実共に会員制度の実 態を整え、

全農、ＪＡ共済連、農林中央金庫、日本

会員のためのシンクタンクという位置付けをより

農業新聞、家の光協会、ＪＡ全厚連、農

明確にすることを目指すものです。多くのＪＡに

協観光、ＪＡ全国共済会の９団体

ご理解をいただき、３月 17 日現在、全国 681Ｊ

２号会員（特別会員）
：都道府県農協中央

Ａのうち半数を超える 364ＪＡにご加入いただい

会、ＪＦ全漁連、全森連、日生協

ております。

３号会員（賛助会員）
：農協、漁協、森組、

なお 2015 年から、機関誌３種
『ＪＣ総研レポー

生協、各種協同組合の県連合会、電算セ

ト』
『人事管理 REPORT』
『協同組合研究誌 に

ンターなど

じ』の送付は、会員限定とさせていただきました
ので、ご理解願います。まだお申し込みのないＪ
Ａにつきましては、ご加入をいま一度ご検討いた

２．新規の３号会員

だき、当研究所が目指す「会員の会員による会

当研究所は、2011 年度に（財）協同組合経営
研究所を統合したことにより、日本の協同組合

員のためのシンクタンク」づくりにご協力ください
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご加入につきましては、ＷＥＢ申し込みでお願

の研究機関である「ＪＣ総研」となったことから、
ＪＡグループ以外の協同組合にも賛助会員として

いいたします。ＪＣ総研ホームページのトップペー

３号会員への加入をお願いしています。趣旨をご

ジ左下の「ＪＡ専用お申込みページ」より、手続

理解いただき、今年度次の団体が新たにご加入

き願います。なおパスワードは、代表者宛郵送文

いただきましたので紹介いたします。
（申し込み

書（2014 年 12 月 18 日付）をご確認いただくか、

順）

企画総務部（電話 03 - 6280 -7200）までお問い合
わせください。
また、会員からご意見などをいただき当研究

○生活クラブ事業連合生活協同組合連合会
○日本労働者協同組合
（ワーカーズコープ）
連合会

会費請求時に、アンケートを実施させていただく

○（一社）日本共済協会
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所の運営などに反映させるため、2015 年５月の
予定ですので、よろしくお願いいたします。

【企画総務】３号会員の加入状況について

務

編 集 後 記

３月末の受け付けをもって『クロネコメール便』が廃止されます。Ａ４判資料が１kgまで格安で送れたので利用できなくなるのは痛
い！ です。廃止理由は、当事者のヤマト運輸（株）はもちろん、各メディアが報じているので、そちらをご覧いただき、ここでは視点
をズラしてメール便の配達現場から見えてくる“○○な現実”に触れます。
郵便物やメール便は宛先にちゃんと届くのが当たり前ですが、この当たり前が当たり前ではないのです。不着原因のなかでもやっかい
なのが引っ越し。日本郵便（株）には転居届けを出せば旧住所宛の郵便物などを引っ越し先に届けてくれる「転居・転送サービス」があ
りますが、宅配便会社のメール便にはそうしたサービスがありません。宅配便会社から業務委託されたダイレクトメール（ＤＭ）会社など
を通じて還付という形で後日戻りますが、旧住所の郵便受けで朽ちることもなくはないのです。「信書」ではないから……なのでしょう
か。ＤＭ関係の仕事をしていた知人は、メール便は還付率の高さが悩ましかったと語っています。
個人が出す郵便物やメール便は、取り扱いサイズ内に収まれば姿や形は問われませんが、バラバラな形状のために取りまとめや仕分
けなどの現場作業に人手を要してきました。ヤマト運輸は４月から郵便受け投函のメールは、売り上げの約 90％を占める法人客のみが
対象の新ＤＭ便へと切り替えるそうです。これによって形状のバラツキが抑えられ現場作業の機械化が一段と進むはずです。先を見据え
た合理化策と想像しますが、見当違いでしょうか？
もちろん、郵便物もメール便もラストワンマイルはこれからも人手が頼りです。

（編集スタッフ 加藤文英）

黒木研究員の研究ノート「売りっぱなしの企業でいいのか」を読んで驚いた。「携帯電話の解約は（亡くなった）本人でないとできませ
んと断られた」という話。実は私自身、母を亡くしたときに同じ経験をしていたからだ。こんな目に遭った人が他にもいるなんて。あの
ときの悲しみ、憤りは今思い出しても涙が出る。
この話とは対照的に、とても心温まるサービスを受けたことがある。そのころはまだ健在だった母を、ちょっとおしゃれなイタリアンの
お店に連れて行ったときのことだ。当時、わが家では病人を抱えていて、看病疲れ気味の母に少しでも元気を出してもらおうと、病院か
らの帰り道に、私は母を食事に誘った。
席に着き注文を済ませると、ツンとすましたギャルソンがパンを運んできた。差し出されたバスケットには、グリッシー
ニというスティック状の細長いパンと、丸パンが２つずつ。「どうぞお取りください」と恭しく声を掛けられた母は、
なんとグリッシーニを菜箸代わりにして、丸パンを皿に取り分け始めたではないか！ 私は焦って「それはお箸
じゃないよ。それもパンなんだよ」と言うと、母は恥ずかしさのあまり顔を真っ赤にして、うつむいてしまった。
そのとき、横で様子を見ていたギャルソンが母に掛けてくれた言葉を、私は今でも忘れることができない。「お母さん、実は僕も初め
は箸と間違えたんですよ。とてもおいしいパンですから、ぜひ召し上がってみてくださいね」。専門的な教育を受けてきたであろう彼
が、パンと箸を間違ったはずはない。きっとその場で機転を利かし、母が傷つかないように取り計らってくれたのだと思う。
彼の一言がきっかけで、高級なお店でどこか緊張していた母の心はほぐれ、看病のつらさもしばし忘れて、私たち２人はとてもくつろい
だ気持ちで会食の時間を楽しむことができた。初めは気取った印象だったが、娘の私よりも、よほど母の気持ちを酌んでくれた若い男
性に、私は心から感激し、そして感謝したのである。
「ホスピタリティー」という言葉がある。「心からのおもてなし」という意味を持つこの言葉を耳にするたびに、私は彼のことを思い出
す。マニュアルどおりに美辞麗句を紡いでも、そこに「心」がこもっていなければ、何も伝わらない。それどころか、かえって相手を傷つ
けることにもなる。それはサービス業に限ったことではないだろう。家庭で、職場で、友人関係で……。「心」が置き去りになっているこ
とはないか。自戒の念も込めて、いま一度考えてみたい。生命が萌ゆる新しい季節が訪れたのだから。
（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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