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秀則

私も役所に 15 年お世話になった。今思

きていて、双方が熾烈な交渉を展開し、必

えば、怖いことだが、私にとっては「情報

死に頑張っている演技をして、いよいよの

とは基本的に出すものではなく、隠すもの

終盤の出すべきタイミングを計っていただけ

で、上手に都合よく小出しにして、自分たち

なのである。
「これだけ厳しい交渉を続け

がやりたいことを実現できるように国民や

て、ここで踏みとどまったのだから許して

業界を誘導するために使うものだ」というの

くれ」と言い訳するための「猿芝居」を知

が常識になりかけていた。

らずに、将来不安で悩み、廃業も増えた

政治や行政に関わる人たちは、国民の生

現場の農家の苦しみをどう考えているのか。

活を良くするために奮闘していると思いたい

一番大事な「国民を守るための政治・行政」

が、現実には、いかに情報を操作し、国

という視点は視野から消えている。このよ

民を騒がせず、文句を言わせないようにし

うな背信行為に良心の呵責を感じるどころ

て、自分自身を含む一部の利益を高めるた

か、首尾よく国民を欺き、自分の責任は問

めに、狡猾な策を弄しているように思われ

われないように仕組んで、事を成し得るこ

ることが、残念ながら多い。このようなこと

とが快感になってしまっているかのようだ。

を当たり前のように感じるようになったとき

さらには、当然問題になる「重要品目は

は、実は異常なのだということに気付かせ

除外または再協議」という国会決議との整

る何かが必要な気がしてならない。

合性については、国会決議の「除外」は、

こうかつ

ろう

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）

す ず

き

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

関税撤廃の除外であって関税削減や一定

交渉の行方にかかわらず、日米の市場アク

数量内の無税枠の設定は否定していない

セス交渉については、実は、すでに 2014

という姑息な理屈も当初から準備されてい

年の４月時点で、ほぼ合意され、発表の

た。かつ、決議の文章に「再生産が可能に

タイミングをうかがってきただけだというの

なるように」との文言を組み込むことで、
「国

が、明らかになってきた。なぜなら、2015

内対策も含めて重要品目の再生産が可能」

年に入ってから官邸・政府がリークし始め

であれば、国会決議は守られたのだと、つ

た合意内容は、すでに 2014 年４月のオバ

まり、国内対策との合わせ技で「文句は言

マ大統領の訪日時に、一部メディアが「秘

わせない」という準備をしていたのである。

密合意」として報道した内容とほぼ同じ、

ＪＣ総研
研究所長

か しゃく

こ そく

そもそも「聖域なき関税撤廃が前提のＴ

つまり、安倍晋三総理大臣とオバマ大統領

ＰＰには参加しない」も姑息だった。2013

は、2014 年４月に、実は、寿司屋で「にぎっ

年２月の共同声明に「交渉に入る前から何

ていた」のである。

でも全てなくすとは一方的に言わなくてもい

そのわずか２週間前に日豪の合意で、冷

いよ」という文章を共同声明発表の前日に

凍牛肉関税を 38.5% → 19.5% と下げたこ

入れてもらえることが分かったときに、某

とへの国会決議違反との批判に対して、

省では祝杯をあげていた。聖域撤廃が「前

19.5% をＴＰＰの日米交渉のレッドラインと

提ではない」かのように国民をごまかしてＴ

して踏ん張るからと国民に言い訳しておき

ＰＰに参加できる根拠を得たといって酒を

ながら、舌の根も乾かぬうちに日米では９

飲んでいたわけである。国民の幸せのため

% にしてしまっていたのであるから、怒りを

ではなく、こういうことを、形式的な責任

通り越してあきれてものが言えない。

逃れの策を弄して首尾よくやり遂げることを

確かに、その後、アメリカの業界の「ゼ

喜びとして日々政治・行政を遂行するこ

ロ関税じゃないのか」の反発で一度「ちゃ

とが人間の生き方としてまっとうなのか、

ぶ台返し」になったのも事実だとしても、

一人ひとりが胸に手を当てて考え直しても

基本的には、昨年の「落としどころ」は生

らいたい。
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ＪＣ総研シンポジウム
「農山漁村は若者をどう活かすか」
開催報告

2015年３月10日（火）13時から明治大学リバティー
タワー 1063教室において、ＮＰＯ法人ふるさと回帰
支援センターとの共催で、ＪＣ総研シンポジウム「農
山漁村は若者をどう活かすか」を開催しました。200
人以上の参加者は、熱心に耳を傾け、ときにはペン
を走らせるなど、 大変充実した時間を共有されてい
ました。本稿ではシンポジウムの概要を報告します。
なお、 総合司会は本誌の編集長で、
『魅力ある地
域を興す女性たち』
（農文協）の著者である、ＪＣ総
研基礎研究部主席研究員の小川理恵が務めました。
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シンポジウム解題
小田切徳美氏（明治大学農学部教授）

な変化はない。 つまり若者に変化が生じている点に
注目したい（図１）
。
また、
「移住者数の推移」を明治大学の研究室と
毎日新聞社で合同調査した。2013年度に約8000人で、
2009年から2.9倍という数字になっている。先に見た
「移住したい」という願望は、 現実にこのように移住
者増として表れている。
こうしたことを前提にして、 それぞれの研究が積
み上げられている。
また、この研究会では次のことも意識されている。
しばしば世代交代できる状況をつくり出すことが地

今回のシンポジウムは、 ＪＣ総研の研究会「農山

域の課題となっている。 しかし、 そのことは研究に

村の新しい形研究会」の公開を兼ねている。研究成

も当てはまる。この研究会では、精力的な実態調査

果はこれまで4冊筑波書房から出版している。そこに

を行う、 若手・ 中堅の研究者が集まり、 世代交代

は、私たちの研究会で共有化している前提的認識を

ができる研究会を目指している。

見ることができる。

なお、 最後に１点指摘しておきたい。 農山村には、

１つは農山村の性格。 それは強くて弱いという矛

自治体、 ＪＡをはじめ多様な主体があり、 ここで取

盾を持ったものだ。決して一方的に強いものではなく、

り上げる地域内外の若者の動きに関わりを持ってい

一方的に脆弱なものでもない。 この両側面をしっか

る。しかし、今回のシンポジウムの参加状況からも

りと認識しよう。私たちのある種の出発点である。

明らかであるが、 ＪＡのこの課題に対する関心は低

ぜい じゃく

２番目は田園回帰傾向が発生しているという実態
認識である。 内閣府の2014年の世論調査で「農山

い。 この状況の改善自体が課題であろう。 以上、
私からの解題である。

漁村に対する定住の願望」を尋ねているが、９年前
の調査と比較して、 全般的に上昇傾向で、 男性の
20代・30代・40代、 そして女性の30代・40代の伸
びが顕著である。 逆に、 男性の50代、 そして60代
以上の、いわゆる「団塊の世代」を含む世代に大き

第1部

基調講演・実践報告

基調講演
若者と地域をつくる
—— 共感が生み出す農山漁村の新たな価値 ——
図司直也氏（法政大学現代福祉学部准教授）
地方創生では、人口増加あるいはその手段として
の移住・定住というものの推進が前面に押し出され
ていて、東京の移住・交流フェアに出向いた地域お
こし協力隊から、
「限られた移住希望者を自治体の
間で奪い合っているようだ」という感想を聞いている。
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なくなってきている世代がどんどん増えている。リア
ルに農山漁村に触れる機会というのはなかなかない。
一方で、 テレビに映る農村の温かみのあるコミュニ
ケーションや環境を目にして、地域への関心が高く
なってきているのではないか。
３年間、地域おこし協力隊のような取り組みに入っ
て関わっている若者にしても、 自分は地域に何がで
きるのかを、最初の１年は悩みながら活動している。
これは、あまりいい話ではない。
今、 農村には非農家の人たちがたくさん住んでい
て、農家は１割。
「むらの農離れ」だ。農村にいなが
ら、 地域に対する愛着、 誇りの部分が持ちにくく

３年間の任期を終えて、うまく地域に根付いている若
者は、図２の三角形のバランスがうまく築き上げられ
ている印象だ。
地域づくりの本質を考えたときに、 早稲田大学の

みやぐちとしみち

「時代にふさわしい新しい価値を
宮口侗廸先生は、

なっている。
2014年８月の『日本農業新聞 』に掲載された２つ

地域から内発的につくり出し、 地域に上乗せしてい

の新聞記事を紹介する。 １つの記事には、 農村に

く」という表現で述べられた。地域のなかで、世代

定住したいという気持ちを持っている都市住民が増

を超えてつながってきたような知恵や技術というもの

えているとある。20代、30代、 比較的若い世代に

を捨て去るのではなく、 むしろそれをしっかり受け

そういうモードが出てきている。しかし「いつ移住し

止めていこうという発想だ。早稲田大学の後藤春彦

たいですか」と問うと、
「20年後」にかなり丸が付い

先生はそれを「地域遺伝子」と表現された。それが

た。それこそ定年になってからの話であり、農村に

こもっている資源にこそ、 実は若者世代が共感を覚

は仕事がないということが１つの理由になっている。

えている。

一方で、 同じ時期に、 農林水産省から新規就農

若者の目からは、農山漁村は仕事がないから住め

者のデータが出たが、新聞の見出しには「９％減の

ないのではなく、 仕事の中身や性格が問題だ。 若

５万人

者にとって「地域の遺伝子」がこもっていない仕事で

倍増へ てこ入れ必須」だと書かれていた。

この２つの記事から、都市部の若者には「農村の仕
事＝就農」と捉えられていない現実が見えてくる。
今の若者には、盆や正月に地方に帰る機会を持た

は、農山漁村にいる意味はおそらくない。
ナリワイ代表の伊藤洋志さんは「フルサトをつく
る」という発想を提示された。ここでいう「フルサト」
とは「実際の故郷よりもゆるい故郷」と表現されてい
る。 若者にとっていざというときに頼れる場所なの
だ。今は、農山漁村にとってかなり追い風が吹いて
いるはずだ。人口論での議論に巻き込まれたままで
いいのかどうか、まず問題提起をしておきたい。

実践報告①
移住女子がつなぐ、里山みらいづくり
佐藤可奈子氏（新潟県 かなやんファーム代表）
私は、池谷集落に移住して、今年で５年目になり

4
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業ボランティアに参加したことが始まりでした。集落
のある十日町市は、毎年４m近くも雪が積もる豪雪
地帯です。 募集チラシには「ここは６軒13人の限界
集落です。助けてください」とありました。どれだけ
廃れていて、さみしいところだろうと、好奇心を持っ
て行ったところ、現実はまったく想像と違っていまし
た。みんな70代以上なのに、生き生きと夢を語る。
みんなが集落をつなげたいという思いで１つになって、
●佐藤可奈子（さとう かなこ）氏：立教大学在学中に当時６軒
13 人だった新潟県十日町市の池谷集落の農業体験に参加。大学
卒業後、集落に移住して就農。その後「かなやんファーム」を立
ち上げ、水稲、ナス、サツマイモなどを栽培している。移住女子
フリーペーパー『ChuClu（ちゅくる）』の編集長として中山間地
域の魅力を発信、また仲間たちと女性用の農業作業着「NORAGI」
の開発も手掛ける。2014 年には十日町市農業委員に就任。『新

こ

「限界集落」といわ
一生懸命船を前に漕いでいる。
れているけれど、
「ここは希望集落だ！」と本当に痛
感したのです。
私は、もっとこの地域のことを知りたいと思い、月
１回か、隔月ぐらいで池谷集落へ遊びに行くようにな
ほ

潟日報』でコラム「きぼうしゅうらく」を連載して人気を集める

りました。そしてそのまま惚れ込んで移住することに

など、多方面にわたり活躍中

なったのです。
なぜ移住したのかというと、 そこにはなりたい大

ます。香川県の高松市出身で、大学進学で東京に出

人がいて、 あこがれる生き方があったからだと思い

てきました。高校時代に、アメリカで９・11があった

ます。 そんな、絶対になくしてほしくないものが「限

り、中東が騒がしかったりという状況があり、
「どう

界集落 」 という名前で失われていくのが、すごく嫌

やったら戦争がなくなるんだろう。どうやったら平和

だったので、それをつなげようと思ったのです。それ

になるだろう」と考えるようになりました。 そこで、

をつないでいったら、きっと世の中も良くなっていく

大学では政治学科を選び、 国際紛争の解決や人道

のではないか。何か、そういう未来をつくりたいから

支援などをテーマに勉強しました。

農業をやっている、つなげる手段が私にとっては農

大学１～２年のときは海外で働きたいと思い、よく

業だったという感じがします。

海外へ行きました。 でも、 行けば行くほど、
「ここ

まずは、廃校になった分校の管理人をしながら、

じゃないな」と思ったのです。 なぜなら、 現地での

池谷の移住生活がスタートしました。現場にいると、

活動は「お金がないからお金を出す、水がないから

国や行政が地域をつくるのではないとつくづく思いま

井戸を掘ろう。 食べ物がないなら食べ物を送ろう、

した。 人のあり方とか、人そのものが地域になるの

服を送ろう」という絆創膏的な対応にとどまってしま

です。 最初の３年は「おまえが移住するのなら、俺

い、 日本が考える豊かさを押し付けているような気

が貸す」みたいな感じで、田んぼと畑と機械を集落の

がしてならなかったからです。

人たちが全部無償で貸してくれました。このような信

ばんそうこう

紛争、戦争の原因というと、本当に人間の気持ち

頼が頑張る力を与えてくれたような気がしています。

の嫌な部分があんな大きなものになってしまうんだ

トラクターを、何回も崖から落としたし、軽トラも何

と思いました。
「心」という小さい単位が良くなれば、

度も農道にぬかって、その都度集落の人たちに引っ

大きい単位も良くなるのではないか。このとき感じた

張り上げてもらいました。よく飽きずに面倒をみてく

気持ちが、小さな集落に入ることになった１つのきっ

れたなと思います。
「使う」ではなく、
「育てる」こと。

かけにもなりました。そして、その思いは今でも同様

集落の人たちがこの仕事を通して深みを教えてくれま

に感じています。

した。信頼して育てようという思いがすごく伝わった

移住の経緯は、大学３年のとき、池谷集落の農作

から、今も農業を続けていられるし、ありがたい。
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私は運が良かったと思っています。

農家さんは「こういうことをやりたい」とか、 異業

今地域には、 男性よりも女性の方が多く入ってき

種の人と何かしたいという思いはすごく強いけれど、

ていますので、 そんな女性たちとフリーペーパーも

皆さんずっと農場に居るので縁がない。 そのできな

作っています。 普通に自立して生活するだけで、 本

いところを補っているような感じです。
「もっとこれし

当に地域のためになるし、 地域をつなげるというの

ようよ」とか、
「料理教室を農家さんのトークライブ

はそういうことではないかと思うこともあります。 若

付きでやろうよ」とか、妻有焼という陶芸をやってい

い女性には、リクナビ（リクルートグループが提供す

る人と「十日町で一番お米がおいしく食べられる茶

る就職と転職、派遣に関する求人情報サイト）のリス

碗を作ってもらおうよ」
「一緒に売っちゃおうよ」など、

ト以外にも、働き方、生き方ってあるんだということ

いろいろアイデアが出てきて、とてもありがたいです。

つま り やき

を伝えたいです。
移住した者の視点から「暮らしってこうだよ」
「こ
の地域って、こういうことがいいよ」という内容で、
『新潟日報 』の「きぼうしゅうらく」というコラムを担
当しています。春からは『全国農業新聞』にも連載す
ることとなりました。また、去年農業委員にも任命し
ていただきました。農業委員会の会議の場に行くと、
50歳以上の方々、地域の重鎮みたいな人たちが多く
いらっしゃいます。皆さん、地域をどうにかしようと
いう強い思いがあり、同時に農業に対してもやはりシ
ビアな考え方を持っていますから、 身の引き締まる
思いで取り組んでいます。
また農業をやっている女の子たちで「tsuchicoco」
というユニットをつくり、女性用ワークウエアの開発
も行っています。ママ用の授乳チャック付きの作業
着がないので、
「それも作っちゃおうよ」と、ゆるくて
楽しくものづくりをしています。
「地方にこういう女の
子のグループがあるんだよ」ということが分かれば、
多くの女性が安心して地域に入れるのではないで
しょうか。
最近では、若い人たちで「ちゃーはん」というグル
ープをつくりました。
「地域で何かしたい」と集まっ
たメンバ ーが米農家、 豚農家、 野菜農家と花農家

6

だったので、
「え？ これ、全部混ぜたらチャーハンが

孤独な何年間を経て、やっと私も去年結婚できま

作れるよね」ということで、
「ちゃーはん」と名付け

した。相手は地元の人です。挙式は集落の分校で、

たのです。

全部、手づくりで挙げました。
「音響をやるなら、あ

その活動の１つが、コミュニティーギフトブック作

の人に頼もう」
「お花は、 あそこの人に持ってきても

りです。
「あそこのあの人とやればいいよね」
「この

らって、料理はあそこに頼んで、司会はどの人で」と

人のこれとこれをくっつけたらいいんじゃない？」と

いう具合です。町のサイズや、人と仕事がシンプルで

いう、粘土みたいなことをしています。

ちょうどいいのです。都市でできないようなことがど
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んどん実現できる土壌があって、 それをかなえてい
る若者が増えています。
そういう話を十日町ですると、
「いや、 オラのとこ
も、そういうことしたいんだ」という声が上がります。
中間管理機構ができて、簡単に田んぼが借りられる
ようになりましたが、でも農家さんはさらに一歩踏み
込んで、
「田んぼも貸すけど、この機械も貸せるよ」
「作業場も貸せるよ」、そういうところまで言いたいら
しいのです。
「本当はうちの空き家にも泊まって、 教
えてもいい」という人もいるんです。

●岩本 悠（いわもと ゆう）氏：大学在学中に 1 年間休学して
アジア、アフリカ 20 カ国の地域開発の現場を巡り、その体験
を基に『流学日記』
（文芸社）を出版、その印税などでアフガニ
スタンに学校を建設した。大学卒業後はソニー（株）で人材育
成や組織開発に従事する傍ら、途上国の教育支援や日本の学校

今、一番やりたいことは「やまのほいくえん」。池
谷集落の近くにあった保育園が廃園になって、 さら
に私が嫁いだ先の集落でもまた廃園の話が出ました。

でのキャリア教育に取り組む。2006 年、島根県海士町に移住し、
地域と協働した教育の魅力化に取り組んでいる

ワークとして、 学校や大学などで出前授業をさせて
あ ま ちょう

「だったら自分たちでやれないか」ということです。

もらっていました。島根県の隠岐郡海士町から、子

フィールドもいいし、園という施設のなかだけで保育

どもたちに出前授業をやってほしいという声が掛か

するだけじゃなく、 例えば、 主婦でもあるお母さん

り、それが初めて隠岐諸島の中ノ島に足を踏み入れ

のためにそこでお総菜も買えたりすれば、 本当にい

るきっかけでした。

いと思うのです。農業って人も育てますから。

島には、 超人口減少、 少子高齢化、 財政難と

人を増やすだけではなくて、たくさん人がどんどん

いった課題が山積しています。 これらは日本のこれ

入ってきて、また出ていって、移住しなくても私はい

からの重要課題で、 高齢化率は日本全体の35年ぐ

いと思っています。 もちろん、 移住する人も出れば

らい先を行っています。 島は１つの社会の縮図で、

万々歳で、 １回集落を出た人にも戻ってきてほしい

コミュニティーとして必要な要素がすべて詰まってい

と思いますが、 遠くで村人と同じ気持ちで生活して

ます。しかし、人、モノ、金、という経営リソース

いるとか、東京にいながら池谷集落の料理のレシピ

がありません。 孤島という悪条件のなかでも、 どう

が作れるとか、それだけでも集落とつながっている

やって幸せな地域コミュニティーをつくっていけるの

ことになると思うのです。そんな感じで「遠い親戚」

か、課題とうまく付き合いながらのコミュニティーづ

をたくさんネットワークとしてつなげることができたら

くり、地域づくりができれば、他の地域や、日本全

いい、 幸せなおばあちゃんが里山にたくさん増えた

体になんらかの形で貢献できるのではないか。そう

らいいと思っています。

いう妄想を抱き、励みにしながら日々生きています。
島で結婚し、 楽しく生活しています。 子育てとい
う面においては本当に最高で、いまさら東京で子育

実践報告②

てをしたいとは思えません。

移住者を活かす島と学校
——島根県海士町と島留学の事例——
岩本 悠氏（島根県海士町 高校魅力化プロデューサー）

教育という分野を活かして地域をより良くしていけ
ないか、という視点で活動をしています。
短期間で効果が見える地方創生は、例えば島では

東京で生まれ育ち、島に移住して９年目です。大

『さざえカレー』という商品を開発していますが、 そ

学卒業後は企業に就職しました。その一方でライフ

れがたくさん売れるとか、○○ビジネスをつくり収入
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めたのが、全国から“脱藩生”を募集する「島留学」
です。松江に行っても松江の生徒だけですが、島留
学生が持ち込む、全国の多彩にして多様な価値観に
よってもまれることで、 力を育むことができるように
とやり始めたのです。 異文化や多様性を持ち込めば、
当然学校のなかでは生徒同士や教員、また地域も含
めて、いろいろなぶつかり合いが起きますが、それを
逆に活力にしていければいいと思っています。
自ら「なりわい」だとか、 事業をつくり出していけ
が稼げている、雇用ができている、都市部からのＵ

る、
「コト」を起こしていける地域起業家精神を持っ

Ｉターン者が増えているという成功事例をつくること

た人材がこれからは必要です。特にグローバル化と

ではないかと解釈をしています。 しかし、中長期で

いう流れに、今は地方がほとんど対応していません。

効果が表れてくる地方創生は「人づくり」です。

10年後を見たときに、ちゃんと地域にいながら、
「こ

海士町は超人口減少が進んでしまい、かつては

れ、海外に売ってもいいよね」とか、
「海外のこうい

7000人いましたが今では2400人になっています。人

う人たちに、もっとここに来てもらおう」と普通に発

口が減って子どもたちの数も減ると学校も統廃合さ

想できる、普通にそういう視点を持ってコミュニケー

れることになります。 島唯一の高校があと数年で統

ションできる人材が必要です。

廃合される状態でした。家から通える高校がなくな

地域全体を学校だと捉えたら、たくさんの施設や

ると、子どもたちを連れて島外に出て行くということ

設備があります。 そして地域にはいろいろな専門家

が起こります。 学校がない場所に子どもたちを連れ

がいます。この人たちにも先生として関わってもらえ

てＵターンやＩターンで入ってくるということは非常に

ばいいと思います。そして、ここにないリソースでも、

考え難い状態になるのです。

今 はＩＣＴ（Information and Communication

農山村において学校の話はあまり重要視されてい

Technologyの略。 情報処理および情報通信、 コン

ません。中長期的に見たときに、学校の存続や教育

ピューターやネットワークに関連する諸分野における

は地域経営における急所になるというのが、陸続き

技術・産業・設備・サービスなどの総称）があるの

だと見えにくいのですが、 島という環境で見ると、

で、ハーバードのような授業だって島にいても受ける

はっきりと見えてきます。

ことができます。 そういうものを組み合わせたグ

町づくりや人づくりにおいて、 特に高校という盲点

ローカル（グローバル＜Global：地球規模の、 世界

だったものを拠点にした人づくり、 町づくりをやって
いこうというのがこのプロジェクトです。
島では、 生まれたときから子どもが少なくて人間
関係が固定化し、序列も付いていて、刺激や競争が
ありません。だから、多様な価値観を受け入れて、う
まく協働していくような力とかクリエーティブな発想、
イノベーティブな発想、チャレンジ精神といったもの
が生まれにくい環境です。 意欲や能力、学力、チャ
レンジ精神、自立心が高い子どもたちほど松江の高
校に出ていきます。 この環境を変えられないかと始

8
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規模の＞とローカル＜Local：地方の、地域的な＞を

からの日本のあり方をリ ードする「タグボ ード（曳

掛け合わせた造語で、
「地球規模の視野で考え、地

船）
」になるのではないかと思います。小さいけれど

域視点で行動する」という考え方）な学びというのを

もスピードが速くて、大きな船団をリードするような、

地域でも展開していきたいです。

そういう場所になっていきたい。そういう場所であり

そのために、 世界中でいろいろな取り組みをやっ
ている人たち、地域で活動している人たち、そういう

たいという思いを持って、 自分自身も参画させてい
ただいています。

ロールモデルにたくさん出会うことが大切です。そこ
で今、高校２年生は全員、
「海外研修」として、世界
的な都市型の発展をしようしている島、シンガポ ー
ルへ行くことにしています。 生徒たちは、 私たちの
島とは真逆の価値観のなかに入ることによって、 自
分たちのコミュニティーの価値だとか、 魅力を相対

第２部

農山村へ向かう若者と
“なりわい”づくり

的に再発見しています。
報告①
そのようななかで、ある生徒たちは新たな観光プ
ランを考え出しました。それは単なる自然体験では

大学・大学生と農山村の再生
中塚雅也氏（神戸大学大学院農学研究科准教授）

なく、
「この地域の一番の魅力は人だ、この人を観光
資源にした新しい観光をつくりだそう」というもので
した。そして、それを実践できるツアーをつくってみ
たところ、 地域全体に広がりました。 また「人 」を
テーマにした観光ガイドブックを高校生も一緒になっ
て作成しました。 島留学で来た子どもたちが入り、
地元の子どもたちと一緒に考えることで、 そんな発
想が生まれてきたのです。 生徒の数はどんどん増え
て、今新入生の４割ぐらいは県外からで、島根県の
推薦入試では最も倍率が高い高校という状況です。
今まで教育は、地方から若者をつくって送り出して
きました。そのことによって地方の誇りもなくなり、人

大学では文部科学省が主導して、グローバル化が

口減少・少子高齢化の惨状になってしまいました。

進められると同時に、
「知の拠点 」としてどのように

教育の魅力化とは、ここだからこそできる教育を行

地域に貢献するかが問われている。大学も生き残り

い、
「グローカル人財」をしっかり育てていくことで

をかけている。

す。教育のブランド化により、ここで子どもを育てた

一方、地域の方々は、大学に課題解決や新しいア

い、ここで暮らしたい、という教育移住なども起きる

イデアを求めるが、うまくマッチングできない課題が

でしょう、そういう地域づくりをしていこうと考えてい

ある。

ます。

まずは、大学・大学生が行う地域活動にはどうい

この30年ぐらいの間で時代の価値観が大きく変

うものがあるのか整理してみる。

わってきました。そのようななか、小さくてもキラリと

１つは「交流型」
。農作業や地域づくりを行う。マ

光る人と人のつながりや、人と自然との関係性が豊

ンネリ化、
「交流疲れ」が起きやすいという問題があ

かな海士町のような地域が、これからの時代、これ

り、お客さま扱いをしないこと、集落全体で楽しむ
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ことなどが大切だ。

推進のポイントについて考えると、 １つに実施可

２つ目が「価値発見型 」。グループ単位での活動

能な連携活動は地域の置かれている環境によってあ

を計画的に行い、地域の新しい価値発見を目指す。

る程度決まってくる。 大学から近いところでは課題

地域資源マップ作りや、外部からの目で見た資源の

解決型の実践が行いやすいが、 ２～３時間離れて

見直しなどの活動だ。 大学はきっかけづくりで、 ど

いるところでは、 そのような活動は合わない。 ある

うやってそれを実践につなげていくかを考えていくこ

程度の制限を基に目標をきっちり決めていくことが大

とが地域側の課題だと思う。

事だ。そうしたなかでインフラを整備して活動をつな

３つ目は「課題解決型 」。地域の抱える課題に対
して、 具体的な実践活動（商品開発など）を通して

げていく、ネットワークを広げていくことが大事だと
思う。

解決を試みる。 多くの時間や資金が必要で、 全部

２つ目としては、インフラをしっかり整備すること

の大学ができるわけでもなく、 大学内のハードやソ

である。ハードとしてしっかりとした拠点があること、

フトの支援環境をどう整備していくかというのが課

そして、ソフトとしてコーディネーターがいることが

題ではないか。

大事だ。

４つ目は「知識共有型」。教員や大学院生が中心

３つ目は学生同士のサポートや教員のサポートを

になり専門知識を使って地域課題の解決に貢献して

する体制をしっかりつくっていくこと。さらに大学生

いく。 一方通行になりがちで、 双方向性を持つこと

は、 クラブやサ ークル、 アルバイトとは違う形で地

やマッチングしていくことが課題となる。

域活動を位置付けることが大切である。

次に、実際どのように地域連携が進んでいくのか、

今後の課題の１つは「エンパワーメント」だ。学生

その課題は何かというのを、神戸大学と兵庫県篠山

たちの現場での実践活動がどのように地域の力の回

市での取り組みを見ながら考える。 神戸大学と篠山

復・強化や、 地域の人々に希望や夢を与えたりする

市は2006年ぐらいから連携の話が進んだ。 神戸大

ことにつながっているのか、ということで、これは活

学農学部の前身である農科大学が篠山にあったので、

動の評価軸にもなるだろう。 もう１つは「キャピタル

人的ネットワークや親近感というのがまだぎりぎり

化」で、大学と大学生を地域の資本=キャピタルとし

残っていた。また、個別の研究者がさまざまな形で

てどうつなぎ止めていけるかということだ。これは地

関わっていた。

域側の課題だが、しっかりやっていくことが大事だ。

その土壌の上に、形として見えるものとして、１つ

学生については出入りが絶対にあり、大学・大学生

目に「地域連携協定」を締結。２つ目に具体的な地

は、そこに居続けるものではないことを前提として、

域連携計画を策定。３つ目は拠点になるステーショ

地域の特性に合わせつつ、どのようにつながり続け

ンを開設。４つ目は研究員を配置。そのなかで現場

るか、 離れながらも関係性を維持するか、というこ

での教育プログラムというのを始めた。１年生時に

とが、これから求められていくだろう。

は月１回、土曜日に篠山に行き、農家の人に弟子入り
して活動する。２年生時には座学で現場の政策や施
報告②

策を学ぶ。そして３年生時には戻ってもう少しプロ
ジェクト方面の活動をする、という仕組みをつくった。
昨年度からは「地域おこし協力隊 」の制度を取り

移住者の地域起業による農山村再生
佐久間康富氏（大阪市立大学大学院工学研究科講師）

入れた。２～３日地域にいて、２～３日大学にいると

10

いう「半学半域 」という形態である。 １年生からの

ＪＣ総研ブックレットの『移住者の地域起業による

学部での地域活動の上に、 地域おこし協力隊を組

農山村再生』
（筑波書房）は、第３部のパネルディス

み込んだものである。

カッションのコーディネーター・鳥取大学筒井一伸准
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かということをまとめた。
１つには、 都道府県・市町村行政が中心になる移
住のきっかけづくり・受け入れの入り口づくりがある。
またもう１つには、既存の地域コミュニティーによる生
活相談や生活の支援といえる生活づくりのサポート、
地域のしきたりの確認がある。両者の間で重要なのが、
行政と地域コミュニティーの間のつなぎづくりである。
きちんと地域の方に受け入れられるようにマッチングす
る、都会のルールと集落のしきたりをうまく“翻訳”し
教授、パネリストの（特非）
100万人のふるさと回帰・

てあげるようなつなぎづくりの段階である。これには

循環運動推進・支援センター（以下、ふるさと回帰

地域の協議会やＮＰＯといった新しいコミュニティー

支援センター）の嵩 和雄副事務局長と私の３人で執

の果たす役割が期待されている。

かさみ かず お

筆した。本書では、特に農山村の地域資源を活用し
た“なりわい”づくりを紹介した。
１章では社会的背景を説明している。現役世代の

４章では、私たちの立ち位置を改めて確認している。
「起業」は、新しいことに挑戦したいという自己実現
であるといえ、いわば移住者視点のなりわいといえる。

田舎暮らしが注目されており、ふるさと回帰支援セン

その一方、地域側では起業しようとする人たちをどのよ

ターのデータでは、移住の相談者は2008 ～ 2011年

うに受け入れるのか、地域での位置付けが課題である。

にかけて、現役世代が大きく増えている。

「継業」は、移住者側がどういった形でなりわいを引

「移住先で希望する働き方」は、2010年と2013年

き継いでいくのか、きちんと事例が蓄積していけば、新

を比べると農業が減り、 新規立ち上げの自営業とそ

しい地域のなりわいの受け皿になる可能性はあると思

の他（地域おこし協力隊や地域活性化の仕事）が増

う。

えている。

にいがたイナカレッジ（＜公社＞中越防災安全推進

移住者の方は、 自身のライフスタイル実現のため

機構 復興デザインセンター）の「後継ぎインターン」で

に地域に入っていく。 移住者にとっては自己実現だ

は、 応募者が十分には集まらないところもあったと聞

が、農山村コミュニティーにとってみれば地域資源を

く。 新しく来た人がきちんとお付き合いをして人間関

活用する主体である。移住者に起業してもらい、地

係をつくっていくような準備段階の裾野をどう広げて

域自体が新たな価値を生み出せる場になっていくこ

いくのかが重要である。また、地域側にとっては、ど

とが重要である。
「起業 」の実態について、 事業性

ういう思いを持って受け入れるのか、 どういう形で地

だけではなく地域性・社会性を重視しているという

域に新たな価値をつくっていけるのかという点が重要

のが、ふるさと回帰支援センターが取り組んだ「農

である。これからはこうした地域側の視点が問われて

村六起」の考え方だ。農産品を活用するプラン、地

いくのではないか。

域資源をうまく活用していくような形が多く、実際の
取り組みは多様であることが分かってきた。

農山村側の視点に立ち、 移住者数という「量的 」
な見方だけではなく、きちんと地域側の思いを伝えて

この多様ななりわいづくりを捉えようとしたのが

新たな価値がどれだけ生まれたかという「質的」な結

ブックレットの２章。４つの事例を紹介しているが、

果を政策のポイントにしておくことが大事であると考え

特に、
「継業」と名付けた、 地域の生産資源を受け

ている。

継いで新たな枠組みをつくっていく取り組みに注目し
ている。
３章では、どんな形の政策的な支援があり得るの
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できる面はすごくあります。移住した女の子たちはみ
んな、積極的に地元と関わっているような印象です

第３部

パネルディスカッション

ね。
筒井

例えば、 自分たちから女性ならではの関わり

をつくったりすることはありますか。
農山漁村は若者をどう活かすか

佐藤

私はおじさんと関わることがすごく多いですが、

他の移住した女の子で本業が販売の子などは、 販

《パネリスト》
佐藤可奈子氏（新潟県 かなやんファーム代表）
、岩

売部門の女性たちと積極的にコンタクトを取りながら、

本 悠氏（島根県海士町 高校魅力化プロデューサー）
、

仕事をしていますよ。

嵩 和雄氏（ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター 副

女だからやはり得している感じはします。 どこの

事務局長）、和泉真理氏（ＪＣ総研基礎研究部 客員

家にも入りやすいし、地域のおじいちゃんやおじさん

研究員）

は気持ち的に受け入れやすいのだと思います。 十日

《コーディネーター》

町は男性の「地域おこし協力隊」がすごく増えました

筒井一伸氏（鳥取大学地域学部准教授）

が、 男性で、 しかも会社で働いてきたような人のな

※以下、敬称略

かには、変にプライドと知識があるため、うまくいか
ない人もいます。 そうした経験や知識を持っていな
い初心者的な人ほど、 女の子のコミュニティーにも
男性のコミュニティーにもスッと入って、新しいことを
どんどんしてしまうという印象があります。
筒井 なるほど、分かります。岩本さんに１つお伺い
したいのは、 地域との関わりに関して、 男性ならで
はの経験などは何かありますか。
岩本

僕は今言われたことの真逆で、地域でうまく

いかない男性の典型だと思います。 もともと農村や
島暮らしにまったく興味や関心がなく、 どちらかと
筒井

まずは目的の確認をしておきたいと思います。

農山漁村の地域と若者移住者はどのように協働して

そんな人間でも島でなんとか９年生活できたのは、

地域の生活をつくっていくのかということを、今日は

１つは結婚して、 妻は周りの人たちとうまくやろうと

テーマとします。では、最初に佐藤さんに、どうやっ

いうタイプで、そういう部分を妻がやってくれて助け

て池谷の人と関わりをつくっていっているのか。少し

られている部分が大きかったです。

ご紹介いただけますか。

それから、 受け入れてくれた人たち。 役場の人や

小さい集落なので、環境が地域をつくるので

議員さんや町づくりをやられている方がものすごく

しょう。豪雪地帯ですから、助け合わないと生きて

守ってくれました。陰でいろいろなことを言われてい

いけないという精神が根付いているような気がしま

ると思いますし、耳に入ることも当初はありました。

す。どの地域も１つの家族のようになっています。例

しかし、
「そうは言うけれども、あいつは」とかばっ

えば、独り暮らしのおばあちゃんの家の屋根に雪が

てくれたり、大事な人にちゃんとつないでくれたり、

いっぱい積もっていたら、雪下ろしに行かなきゃ、見

「こういう場面ではこういうふうにした方がいい」とい

に行かなきゃと、余計なお節介を普通にしているよう

うことを教えてくれたり、 ものすごく助けてもらった

な地域なので、生活しているだけで自然と関わりが

し、守ってもらいました。

佐藤

12

いうと都会の方が肌に合う人間だったと思いますね。
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もう一度、佐藤さんにお話を戻しますと、

あるいは買って、 この園芸作物も組み合わせると年

『ChuClu（ちゅくる）』にもある“リアルむらぐらし”

収いくらになりますよ、あなたはいくらの年収が欲し

筒井

のなかでまさに“リアル”に困ったことはありますか。
佐藤

意外とないですが、あえて言うなら結婚が大

くて、 どのぐらいの面積をやるのですか、 という、
数字の計画書でした。

変でした。 移住女子が集まるとそういう話題になり

今私は全部直販しているので、それとも合わない

ます。 移住する女の人には、 キャリアを積んで知識

し、 米とナスを組み合わせたらこうという決められ

があって、意欲がある女性が多くいて、地元の男の

た農業の枠でもない。そこで「では、私の農業はな

人と話が合わないと言うんです。 移住女子のある人

んだろう？」とすごく苦しみましたね。

は「地元の男の人は超つまんなくて、話してみたら自
分の力仕事の話しかしない。 たまにしたかと思うと

●想定外ルートから新規就農者はやって来る

パチンコの話ばかり、私の地域への思いや活動なん
て全然通じないの」みたいなことを言っていました。

筒井

悩ましいなと思います。

受け入れるときのポイントを他地域の事例なども踏

私も移住したら「あの子は独身だ」ということが町

和泉さんに、 いわゆる移住者を農業者として

まえてお話しいただけるとありがたいと思います。

中に広がり、すべての婚活パーティーやお見合いに

和泉

呼ばれましたし、相棒探しはやはり大変でした。

している和泉と申します。2014年、2015年と新規就

まず自己紹介から。ＪＣ総研の客員研究員を

結婚したら、子どもが生まれたら、そんな日々の相

農の調査研究をしており、 特に地元のＪＡや市町村

談ができる人が少ないですね。 最初の１年、２年は

や普及員の方々が連携して、どのような支援をすると

仲間がなかなか見つからなくて、農家のママがやっ

どのような成功例や課題があるかを研究しています。

ている飲み屋さんにしょっちゅう通うようになりまし

私が佐藤さんの話を聞いた感想も含めて、女性に

た。 ノンアルコールで晩御飯を食べて、ママにいろ

ついての話をさせていただきたいと思います。 農家

いろ話を聞いてもらって。そこで「私、分校ではなく

の女性は、実は全員がよそ者です。農家女性は全員

て家が欲しい」とずっと話していたんです。それを後

新規参入者だとおっしゃった女性リーダーもいます。

ろで聞いていた人が夫です。 設計士さんで建築を

そういう意味では、 今までよそ者たる女性を活かし

やっています。
「池谷のあの子は家が欲しいのか、

きれていなかったのかな、 せっかくよそ者がどの家

では、作ろうかな」みたいな感じで。そんなご縁で知

にもいるのに、という感じもします。

り合いました。

今の農村の女性リーダーといわれている60代ぐら

佐藤さんにもう１点お聞きしたいのは、 農業

いの方々は、農家にお嫁さんとして入り、けっこう厳

をやるという観点から移住されて５年の間で、 起

しい環境のなかで頑張って、今や全国的に名が知ら

こった苦労話を少しお聞きしたいと思います。

れるようになった方たちです。 しかし、 佐藤さんの

筒井

佐藤 苦労話が意外とないのです。本当に人と場所
に恵まれて。でも、一番苦労したのは、移住して農
業を始めて２年目にあの里山だからこそできる農業
はなんだろうと、うんと考えさせられたことです。と
いうのは、 農業研修を始めると、 振興局が新規就
農者のサポ ートをしてくれるのですが、 そのときに
「あなたはどんな経営でやりますか？」という計画書
を作らされるんです。 その参考資料として渡された
のが、田んぼを何ha持って、機械をどれだけ借りて、
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年代では農業に対するアプローチがまったく変わっ
てきています。

生産部会さんがやっている、
「井原ぶどう塾」です。
これは年に７～８回、ブドウの体験作業をするも

佐藤さんは農家にお嫁さんで入る前に、まず農業

ので、ポスターも「ぶどう栽培に触れてみませんか」

がやりたくて入ってきています。 １人で農業をやって

というものです。 対象は周りに住んでいるブドウ栽

いる若い女性世代が増えていますし、 使うツールが

培に興味のある人たち。 ７～８回やった人のなかに

全然違います。 簡単に言えばＳＮＳ（ソーシャル・

は、ブドウ農家が忙しいときに作業のお手伝いをす

ネットワーキング・サービス）を使ってネットワークを

る人が出てきます。 塾をやって10年ぐらいですが、

つくり、異業種の方々とコミュニケーションを取って

自分でブドウを作りたいという人も出てきました。実

新しいことをどんどんやっていこうとしています。 そ

際、
「井原ぶどう塾」の参加者のうち10人ぐらいはブ

ういうジェネレーションギャップをどうしていくのかも、

ドウの専業農家になっています。 生産部会は余って

大きな課題ではないかなと思いました。

いる園地などを斡 旋して、 ブドウをここで作らない

農業をやっていない若い世代で、あるいは都会に

あっせん

かという誘いも掛けます。 定年退職して地元に帰っ

住んでいる人で農業をやりたいと思っている人は増え

てきた人が、
「よし、じゃあブドウでも作ってみるか」

ています。例えば、新しく農業を始める人のうち農家

という気になるのです。 専業ではなく、 年金をもら

出身者は全体で２割。49歳以下になると４割です。

いながら趣味のブドウ作りです。 実は農業に関わる

今や新しく農業をやる若者の４割は農業を全然知ら

人はいろいろな段階の人がいて、その全体を見て支

ず、 農業のバックグラウンドのない人だということに

えることが、新規就農支援だと考えています。

なります。

筒井

若い人たちの関心は、自然が好きだとか、おいし

新規就農をされた方々の生活に着目して、 何

かお話しいただけることがあれば、お願いします。

いものを作りたいといったこと。新しく農業を始めた

和泉 農業経営をするとき「５本の柱を持て」という

男性の話を聞くと、自分でものを作りたいと言います。

話をあちこちで聞きます。 私がお話を聞いた農家の

今の日本の都市の仕事は自分でものを作ることがな

いう５本の構成とは、まず２種類の農産物を作れ。

かなかなくて、そういう人たちが自分でものを作りた

３本目の柱は加工、あるいは受託作業とかでやる。

いと思ったときに、農業かなと思ったという人に何人

４つ目の柱がグリーンツーリズムや食育。 ５つ目が

も会いました。

再生可能エネルギーを使ってエネルギーを売れ。そ

県の研修制度や事業開始支援制度など、 そう

の５つで１本50万から100万の売り上げがあれば、

いったルートで入る人は意外と少ない。 制度があっ

農家として生活できるというのです。 農村はいろい

ても、 本当は全然違うル ートから入っている人が多

ろな機会を持っているし、ＪＡは直売所や選果場と

い。そういうところを特に地元の市町村やＪＡがどう

か加工とか、 いろいろな事業をしています。 そこで

やって捉えるのかが、ポイントではないかと思います。

はアルバイトやパートをする場所を提供しているので、

新規就農者の柔軟な受け入れをしている事例を１
つだけご紹介します。岡山県井原市のＪＡのブドウの

それを全部うまく組み合わせて、農村の生活ができ
ると考えていくべきではないかなと思っています。
●チャレンジを後押しする懐の深さが魅力に
筒井

岩本さんから見て海士町の移住者の生活やな

りわいの状況を少しお話しください。
岩本

海士町への移住者は、若い人たちが多いです。

いわゆるスロ ーライフなどを求めていない人が多い

14
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る面もあります。子どもたちには、ここを出るときに
は本当に最前線に行ってこい、そこで修羅場をくぐっ
て、さまざまなまったく異なる経験をして、できたら
帰ってきてもらいたいと伝えています。 早く帰ってき
てもらいたいという思いは持ちながらも、後押しする
ことができるのか、 それともかたくなに希望を押し
つけてしまうのかによって、人を育てるか、そして人
を活かせるかどうかが、 かなり根底的に変わってく
るのではないかと思っています。
印象があります。ここでチャレンジしたい、ここで新

筒井

しい形やモデルをつくりたい、 ここから発信をして

実態と、 チャレンジを後押しするという話が他地域

いきたいというような思いを秘めながらやっている方

の事例としてあるかという点をお願いします。

が割と多いかと思います。

嵩

地域のキーマンのような人たちが、 地域に対して

嵩さんからは、今、移住希望者が増えている

ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターの嵩です。

『100万人のふるさと』という情報誌を発行しています。

の誇りや愛着や志みたいなものを持っていて、 そう

東京に戻ってきたのが６年前で、 生まれは新潟。

いう思いに若い人たちは共感しています。 新しい考

2001年に調査で熊本県の小国町に行き、 そのまま

え方や発想や取り組みが面白いと思って、 それを受

住み着いてしまいました。 半年の予定だったのが気

容しているのです。理解できなくてもやらせてみると

が付いたら９年間いました。今は移住支援で田舎暮

か、チャレンジを許容する器を持った人たちの存在

らしをしたい人に全国の自治体を紹介する仕事をし

が、チャレンジ精神あふれる若い人たちを受け入れ

ています。

る場の空気をつくっているなあと思いますね。 それ
が１つ目です。

田舎暮らしをしたい人は確実に増えています。 東
京のふるさと回帰支援センターの移住相談会やセ

２つ目はすごくシンプルで、 永住を移住の前提条
件にしていないところがあります。
ここにいる間はそれぞれの力を最大限活かしても
らい、それで地域に貢献してもらえればうれしいし、

ミナーに実際に来た方が、2008年は1814件、2014
年は１万３件でした。７年で約５倍。特に2013年、
2014年の動きが非常に激しく、 なぜここまで増えて
いるのかは正直、われわれも分かりません。

そういうのを応援するという形です。僕も最初は３年

ふるさと回帰支援センターは、団塊の世代が大量

という話で来て、 更新して９年になっているわけで

退職をしますから、そういった方々がふるさとに戻り、

すが、永住を前提にはしていません。取り組みがあ

地域活性化に一役買ってもらおうという思いで始まり

る程度形になって、それで永住していく人もいれば、

ました。課題になるのが地域での働く場や仕事で、

出ていく人たちもいます。 でも、 それを許容した受

2014年から「ふるさと起業塾 」という起業支援の取

け入れの姿勢やスタンスが、 今の海士町にとって効

り組みをやってきました。都会で雇われるよりも、地

果的で非常に大きい要素になっていると思います。

方に行ってなりわい起こしをということで始まったも

永住を前提にしていなくても、永住してもらいたい

ので、 ふるさと起業塾では、
「農村六起事業 」にも

という思いは非常にあるのです。 でも、 永住を押し

取り組んでいます。 チャレンジを受け入れる土壌が

付けることが機能しないことはなんとなく分かるとい

ある地域は、起業家がどんどん増えていますね。

うか、子どもの教育もそうで、
「外へ出て行くな」と

地域はどのような戦略を立てて、そういった土壌

か「絶対に帰ってこい」という言い方が本当に機能し

をつくっていくのか。 熊本の小国町も、当時の町長

ているのかというと、 いろいろな可能性を狭めてい

のスタンスが「来る者拒まず、去る者追わず」で、本
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当に「いてもいいよ」という空気感でした。それが非
常に居心地よくて、私もついつい長居をしてしまいま
した。
それにプラスして、実は中間支援組織の位置付け
が非常に重要だと思います。行政ではできない移住
の取り組み、移住後のサポートが、地域のなかには
必要だと思っています。 そういった中間支援を支え
る組織が、若い人が移住してきた際のチャレンジの
後押しをする役割を果たすのではないか。海士町や

も含めて経験を積むなかで、 どういう人を受け入れ

十日町にもそういった後押しをするものがあるので

たらいいのか、どういう人は合わないのかということ

はないかと思います。

が、 感覚的にかなり見えてきました。 受け入れたと
きにどういうフォローやサポートが効果的なのか、

●危機感の具体化と共有が地域に変化を生む

また、どういうときにサインを出しているのかが、分
かってきたんです。人を見て、この人だったら受け入

なぜ地域の人たちが若い人と接することがで

れるとか、この人はちょっと難しいだろうなとか、紹

きるのか、 受け入れ慣れているのかという話を、 佐

介できないなとか、 それはなんとなく言語化されな

藤さんから順番にお願いします。

い暗黙知として、かなりフィルターを掛けています。

筒井

佐藤

中越地震以降、都会からのボランティアの方

和泉さん、 今のお話に関連して何かありまし

がどんどん入ってきました。集落では、最初はボラン

たらお願いします。

ティアとはなんなのか、悪い奴なのか、お金を払わ

和泉

なければいけないのかという話もあったようですが、

は、その産地に危機感があるかないか、それだけだ

２年、 ３年経って、 外から来る人たちがアイデアと

と思います。どの産地もみんな漠然と危機感を持っ

知恵と人を連れて来て、 それが集落を高めてくれて

ていますが、その危機感をちゃんと危機感として具

いるという、そういう気持ちがあったのでしょうね。

体化して踏み込んだところが成功しています。

地元が受け入れる体制ができているかどうか

集落が外からの人たちを受け入れ始めて５年目に私

例えば、井原市だったら、年180万円ぐらい出して

が初めて集落に行ったので、 前から通っていた方た

研修受け入れをやり、それにプラスして、新規就農し

ちが、道付けをしてくださった土壌はすごく大きいと

た人の家がなければ、ＪＡと市町村と生産部会と普

思いますし、 集落自体が１回来たらもう親戚という

及センターが総出で家を探して、本人が来るまでに全

精神が根付いているのはやはり大きいですね。１回

部改修して掃除しておきます。 農地がないなら一生

通って都会に居ながらも、集落の何かを買ってくれた

懸命探して、全部きれいに整地して、さあ、後はブド

り、思ってくれたり、ブログを見たり、アイデアを落と

ウを植えてくださいという状態にして渡す。生産部会

したり、住んでいないけれど自分の立場で集落の村

内での危機感に対する共通認識とか、何年後には自

人として、その集落に関わっている人たちがいて、関

分たちの後継者がどのくらいいて、どのくらいの園地

わらせてくれている懐の深さがあって、
「おまえももう

が残るのか、何が残るのかといったように、ちゃんと

村人なんだ。永住しなくてもいいんだよ」という土壌

具体化しているかしていないか、それだけなのでは

が、年月を経てつくられてきたのだと思います。

ないでしょうか。

筒井

海士町はいかがですか。

筒井

岩本

もう15年ぐらい前に、月15万円で研修生制度

ますか。

をつくって、 外の人を受け入れ始めたんです。 失敗
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をやっていて、彼らは行政ではない立場で地域づくり

ります。 一言ずつ端的に今日のテーマに関してお聞

を始めて、そこも危機感を地域の人にどうやって持っ

きしたいと思います。農山漁村と若者移住者が生活

てもらうのかで苦労したと話していました。 例えば、

をつくっていく上で、一番重要だと思われるポイント

人口減少で地元の人に「2040年に何人になります

を佐藤さんからお願いします。

よ」と言っても、皆さんピンときません。そこを「今何

佐藤

もしなければ、2035年に小学校が複式学級になりま

では、 作物も若い人もよく育ちます。 地元の受け入

すよ」と具体的に伝える。複式学級にならないため

れる方も、人間というか気持ちの部分が地域をつく

には、１クラスに20人が必要です。20人にするには

ると私は思いますので、 どれだけそこに未来を描け

30代の大人２人と小学生未満の子ども２人のモデル

ているか、希望を持てているか、自分たちの地域で

家族を、毎年５家族ずつ入れればいいという、将来

目に見て分かるような形で表現できるかです。 みん

を見据えた計画づくりをやったのです。危機感を共

なが同じ未来を見ているような土づくりができたらい

有するために具体的な数字を見せます。そうした分

いのだろうと思います。 それはもちろん農村だけで

かりやすい指標、実は海士町もあったのではないで

はできません。たくさんの人が出て入って、いろいろ

しょうか。

なアイデアのなかでできるものだと思います。

重要なことは、 やはり土づくりです。 良い土

まさに言われたとおりで、 海士町も交流とい

岩本 受け入れ側と若い移住者がうまくやるポイント

うのが１つあります。町長は４期目ですが、自立・挑

は、１つはリーダーシップよりはチームシップだと思

戦・交流の３本をずっと今でも言い続けていて、 交

います。誰かが引っ張るのではなく、人と共につくっ

流が１つのキーワードです。いろいろな新しい刺激、

ていくとか、 協働を生み出していくようなマインドで

シナプスをつなげていく、 着火させるという意味で、

す。仲間やチームをつくり広げていく。１人のキーマ

交流を使います。その交流のなかでの刺激から新し

ンだけ、 １人の移住者だけではなくて、 ちゃんと地

いチャレンジを生み出して、自立へ向かっていこうと。

域の人と一緒に、 というチームシップをどれほど意

それから、 危機感の醸成と共有をかなり意識的に

識できるかです。それを育んでいく場をつくっていけ

やってきたところもあります。 最悪のシナリオを作る。

るかが、かなり重要だと思います。

岩本

それは数字的であったり、また数字で届かない人た

２つ目は、 三方よしというマインド。 農村でよくあ

ちには物語にして、大事にしているものを失っていく

るのが対立構造を持ち込み、勝ち負けとか好き嫌い

未来のイメージなどを共有できるようにします。それ

とかで左右されてしまうこと。 多分、 外からの若い

は学校であったり祭りであったり、 僕らが学校をや

人はそういうのは嫌で、そんな発想で物事を進めた

るときもそうです。 ふるさとの消滅のシナリオを、

くない。
「これは自分にとっても、 この人たちにとっ

しっかり物語として描いて共有していくことを通して、

ても、 そして社会にとっても良い」というマインドで

これはただ事ではないとか、他人事ではない、自分

物事を考えていくと、若い人たちはすごく共感します。

は直接的にできないかもしれないけれど、それをや

誰かを悪者にしてやっつけて何かをしようみたいな

ることに対して応援するとか、 足を引っ張らないと

若い人たちは、おそらく農村に行かず、グローバル

いった、 意識を共有していくのです。 海士町で中心

化に向かって戦いに臨んでいくと思うので、 農村に

になってやっている方たちは、 無意識かつ戦略的に

向く人たちはどちらかというと三方よしの方が、かな

いろいろやっています。

り共感度が高く、 気持ちよく生き生きと地域でつな
がりをつくりながらやっていけると思います。 そうい

●若者は地域と「ひと」でつながる

うマインドをちゃんとつくっていくという、そういう意
味での土づくりもかなり重要かなと思いますね。

筒井

そろそろパネルディスカッションのまとめに入

和泉

１つは、新規就農希望者であっても、定住希
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ただ、現在危惧しているのは、首都圏でも若い方
がどんどん地方を知らなくなってきていることです。
今の10代、20代が将来的に地方に行きたいと思うか、
地方で生活したいと思うか、 そのあたりが非常に悩
ましいと思っています。 域学連携であったり、 イン
ターシップなどで大学生が地方に入るきっかけなど
に期待しています。
筒井
望者であっても、一人ひとりが持っているストーリー

ありがとうございました。ここでパネルディス

カッションは終わりにさせていただきます。

は違うと思います。もう１つは、佐藤さんが「いろい
ろなことがラッキーだった」とおっしゃいました。私
が調査したときも、 新規参入された方は皆さん「こ
こに来てラッキーだった」と言っていました。例えば、
受け入れ農家さんがよかったとか、○○さんがよくし
てくれたとか、 ちょうどうまく住まいが見つかったと
か、いろいろなことも含めて「ラッキーだった」と言
うし、受け入れた方は「とてもいい方に来てもらえた。

18

シンポジウム総括
小田切徳美氏（明治大学農学部教授）
それぞれの報告から私自身が学び得たことを簡単
に紹介したい。
図司さんの報告では、
「若者と地域の本質は共感

とてもラッキーだった。うちはいい人が見つかった」

とそのプロセスだ」と鋭く指摘された。その含意は、

というような、そのマインド自体が非常に大切かなと

若者にとって地域で仕事があればいいわけではない

思っています。

ということであろう。 今般の地方創生政策に対して

嵩 最近、都会を否定しない地方移住者が増えてき

の密かな批判でもあろう。若者が地域に共感するプ

ました。都会は都会でいい。でも、農村の方が自分

ロセスがもっと重視されてよい。

の生活にとってはいいとか、 暮らしやライフスタイル

佐藤さんの報告は、 実に魅力的だった。 限界集

にはいいという人が若干増えてきたのではないか、

落ではなく「希望集落」という言葉を使い、 地域の

ということが１つです。

なかで、 皆が夢を語っている姿をリアルに語ってい

それから、 その地域ならではの暮らしのイメージ

ただいた。そこに、若者が憧れる生き方があった。

を地域側がなかなか伝えきれていないのではないか

地域をつくるのは国でも金でもなく、 人なのだ。 輝

ということです。最近センターに相談に来る方で増え

く人のいるところに人が集まる。 しかも、 普通の人

てきているのは、 いわゆる支援情報を前提としない

が輝いている。 そのような可能性があることを教え

方です。 逆に、
「地方で私はこんな暮らしがしたい

ていただいた。

のですが、 そういった暮らしができる地域はありま

岩本さんの報告もさすがだった。中長期的な地方

すか」とか、具体的に地域で生活している方、例え

創生として、人づくりの必要性を語っていただいた。

ば、 佐藤さんのように「こんな暮らしをしている」と

それは、地域とともに仕事を育てる人であり、決して

いう生の声がどんどん聞きたいというわけです。 地

自分だけがもうけようとする人ではない。そのために、

域からの移住パンフレットでは、 地方での暮らしで

そうした人を観光資源とする実践があることを教えて

はなく支援情報が先にきたり、人口は今何人で気候

くれた。そして「仕事がないから帰らないのではなく、

はこんな感じでというもの。求めてきているものが、

仕事をつくりに帰るという人材づくり」が目標であり、

特に若い方に関しては、 随分変わってきたのではな

これこそが「グローカル人財」だという指摘は、本質

いかと思います。

を射貫いた示唆的なものであろう。
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中塚さんの報告では、 学生の貢献意識と地域と
のマッチングが域学連携には必要だという原点を丁

て、提案をするようなことが必要であることが明らか
にされたといえよう。

寧に語ってくれた。 そのなかで大きな課題が２つ出

４番目は、岩本さんの発言が示唆していたが、農

てきた。 １つは、 地域の人に夢や希望を与えること

村内部に若者のチャレンジを許容する条件が生まれ

に大学がどう貢献するのかということであり、もう１

ている。それは、昭和１桁世代の最後がいよいよ80

つは、 大学の貢献が地域に残る受け皿が必要だと

歳代に入ってくることにより、農村内部の変革が起こ

いうことであった。 いずれも、 解決に至っていない

りつつあるという。しかし、その変化を私たちはしっ

問題として残されている。

かりと捉えきれていない可能性があり、農村内部の

佐久間さんの報告は、 筒井さんと嵩さん共著の3

変化にあらためて注目したい。

人を代表していた。そこでは移住者サイド、
「継業」

５番目は今日のシンポジウムの最大の成果といえ

という新しい概念が提唱された興味深い報告であっ

るかもしれないが、 そもそも地方創生とは何か。 人

た。 地域サイドは、 当然それぞれの受け入れ戦略

口が最終目標に本当になり得るのか。これは図司さ

が必要で質的側面が重要だった。 また、 移住支援

んの基調報告の何よりの問題提起だった。そこでは、

のバトンリレーモデルも示していただいた。県から市

仕事をつくるという発想が強すぎないか。 中長期的

町村、中間支援組織、コミュニティー、現場により

に効果が表れる地方創生策は、本当に考えられてい

近くなるバトンリレーが、まさに今求められている。

るのか。地域を磨く、あるいは自分を磨く意味での

これらの報告のなかに共通する論点を５点ほどま

地方創生目標のセッティングこそが必要ではないか

とめてみたい。

という問題提起につながる。

１つは、 輝く人とそれをつくる地域。 このつなが
りがさらに人を集めているという実践が、 海士町や

以上の５点を、当シンポジウムに関わった私自身の
「気づき」としてここでお話しさせていただいた。

十日町市で見られることが報告された。 そうであれ

最後に、 次のことにも触れておきたい。 過疎と過

ば、どのようにその輝く人材をつくっていくか、自分

密が生まれてからの50年と、 そしてちょうど今、 地

磨きをしていくかが中長期課題となるのだろう。 海

方創生といわれ、これからの50年を展望することが

士町の高校魅力化のプロジェクトはそのようなものと

求められている。 今回のシンポジウムでは、 これが

して位置付けられる。しかし、他方で大学では、域

非常に大きな移行期にあることが共有化できたよう

学連携の実践はあるが、それがどのように地域磨き

に思う。しかし、問題はその移行の先がまだ十分に

や人材磨きにつながっているのかが残された論点だ。

見えていないことである。

２番目は、 それでは、 そのような地域の魅力をど

そのような状況のとき、
「移行期の研究は現場に

のように伝えるのか。 佐藤さんからは、 その入り口

沈潜する」というのが１つのセオリーであることを、

に都市農村交流が位置付くことを教えていただいた。

過去の研究などが教えてくれる。 予断を持たない地

しかし、そのためには、そもそも地域サイドが、自

域との触れ合い、 そして無理に一般化しないことも

らの地域は何が魅力なのかということを的確に把握

研究には求められているのではないだろうか。 そう

する対応が重要となることが明らかにされた。

いう意味では農山村研究自体に刷新が求められてい

３番目は、 仕事づくりについてだ。 起業ではなく

る。 そのような研究のあり方も含めて、 今後の課題

「継業」という道があることが筒井報告により指摘さ

が浮き彫りになったシンポジウムではないかと思う。

れた。また、和泉さんからも、しばしば言われる多
角化としてのなりわいは、農業をベースにして成立す
る可能性があることも指摘された。いずれにしても、
仕事づくりは、若者のライフスタイルの実態に密着し

くろ ぎ ひで と

構成：ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員 黒木 秀人

【特集】ＪＣ総研シンポジウム
「農山漁村は若者をどう活かすか」開催報告
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人は心を持っている。人が発する「ことば」
を人は心で受け止める。人を生かす「ことば」
もあれば人を殺す「ことば」もある。
「知恵のある者の心はその口をさとし、その
し ん げん
ことばに理解を増し加える」
（旧約聖書・箴言
章 節〈新改訳、新日本聖書刊行会〉
）
最 近 で は「 大 阪 都 」 を 巡 る 騒 動 に 端 的 に 現
れた、勝つか・負けるか、敵か・味方か、善か・
悪 か、 と い う 単 純 な 二 項 対 立 の 論 理 が 人 々 の
心を支配している。競争は善でその否定は悪、
あ る い は、 都 市 は 栄 え て 地 方 は 消 滅 す る と い
う単純な言説を無条件で受け入れる心の準備
が整っているかのようだ。
元岩手県知事で元総務大臣の増田寛也氏を
中 心 と し て 作 成 さ れ た い わ ゆ る「 増 田 レ ポ ー
ト」においては、
「地方消滅」という「ことば」
とともに「消滅市町村」
「消滅可能性都市」の
公 表 が 社 会 に 衝 撃 を 与 え た。 そ し て シ ョ ッ ク
を利用する急進改革 「=市町村消滅ショック・
16

23

ドクトリン」
（ ペ ー ジ ） の「 農 村 た た み 論 」
や「制度リセット論 」が鎌首をもたげている。
だ が、 フ ィ ー ル ド ワ ー カ ー と し て の 研 究 ス
タ イ ル を 信 条 と し て き た 小 田 切 徳 美 氏 は、 単
純な二項対立の土俵にうっかり乗ってしまう
よ う な こ と は し な い。
「『地 方 消 滅 』 が 徹 底 的
ご びゅう
な誤謬で、
『 田園回帰 』が絶対的真理であるか
の よ う な 白 黒 を 付 け る こ と を、 本 書 で は 意 図
し て い な い 」 と 宣 言 す る。 そ し て ２ つ の 問 い
を立てる。
「今ある農山村は本当に消滅するの
か」
「始まったこの田園回帰傾向は、農山村に
本当に無意味なものなのか」
（はじめに ペー
ジ）
。
冷静に農山村の実態に深く身を置きながら、
「本当にそうなのか」
「なぜそうなっているの
か 」 を ロ ジ カ ル に 突 き 詰 め て い く。 豊 富 な 地
域の実例を丹念に分析し現実から目をそらす
こ と な く、 誠 実 で 丁 寧 な 答 え を 明 ら か に し て
いく。岩の塊と格闘する彫刻家のように。
著 者 は 農 山 村 で「 人・ 土 地・ む ら の 三 つ の
空洞化」と、それらを通して「誇りの空洞化」
が 生 み 出 さ れ る プ ロ セ ス を 指 摘 す る。 そ し て
臨界点の引き金となる「諦め」の恐さも。
「農山村集落は 『強くて、弱い』という矛盾
的 統 合 体 で あ る。 そ の 将 来 は、 単 純 な ト レ ン
ドの延長で予想できるものではない」
だ か ら「 集 落 対 策 に は、 厳 し い 現 実 の 中 で
『 どっこい生きている』という実態と、しかし
それがいつ変化するかわからないという強い
警 戒 心、 そ し て そ れ を 前 提 と し た 速 や か な 対
応が必要とされている。
『 希望の光はある。し
かし時間の余裕は多くない』
」
（ 〜 ページ）
。
確 か に 希 望 が 存 在 し て い る。 著 者 は、 地 域
11

42

43

vi

づ く り の 取 り 組 み と と も に、 活 発 化 す る 田 園
回 帰 の 現 実 と そ の 可 能 性 に 注 目 し、 農 山 村 移
住 な ど の 実 態 を 丹 念 に、 そ し て 生 き 生 き と 描
写する。
だが希望とともに重大な選択が求められて
いることも事実なのだ。
「実は私たちの社会の
大 き な 岐 路 を 表 し て い る。 つ ま り、 成 長 路 線
を掲げ、
『 農村たたみ 』を進めながら、グロー
バ リ ゼ ー シ ョ ン に ふ さ わ し い『 世 界 都 市 Ｔ Ｏ
Ｋ Ｙ Ｏ 』を 中 心 と す る 社 会 を 形 成 す る の か。
そ う で は な く、 国 内 戦 略 地 域 で あ る 農 山 村 を
低 密 度 居 住 地 域 と し て 位 置 づ け、 再 生 を 図 り
な が ら、 国 民 の 田 園 回 帰 を 促 進 し つ つ、 ど の
地 域 も 個 性 を 持 つ 都 市・ 農 村 共 生 社 会 を 構 築
するか」
（２３８ページ）──確かに未来は私
たちの選択の結果なのだ。
「世界を変えうるものは、
“最後に、
希 望 の あ る も の ” だ け だ。 世 界 の 実
像 を 暴 い て、 そ れ で、 後 は 知 ら ん と
い う の で は、 学 習 の 研 究 者 は 困 る。
おぬしがやるべきことは、最後に“希
望のあるもの”を書くことだ」
（中原
淳 著『 経 営 学 習 論 人 材 育 成 を 科 学
す る 』 東 京 大 学 出 版 会、 ２ ０ １ ２ 年
８月、２４１ページ）
「
を
に／逆風が吹
Change
Chance
かなければ凧は揚がらない」
（今村
奈良臣著『 私の地方創生論 』農文協 、
２０１５年３月、１９７ページ）
本 書 を 読 み 終 え て、 こ う し た 思 い
を 強 く し た。 私 も 本 書 に 勇 気 づ け ら
れ、希望を見つけた１人だ。

【この本が好き】
『農山 村 は 消 滅しな い』
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研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

戦中戦後の食料難を歴史教科書は
どう書いているのか
～日欧比較を通じて食と農を考える～
うす

い

ＪＣ総研 元理事長 薄井

１

ひろし

寛

第２次世界大戦の食料難を詳述するイギリ
．
ス・ドイツの歴史教科書

平均的な熱量摂取量は戦前の2948kcalより５％減の水

1935年のドイツ再軍備と相前後して、ドイツとイギリ

肪の摂取は減ったが、 パンの消費は増え、 畜産物の

スは戦時食料体制の準備に入った。 第１次大戦の敗

配給価格が統制されたため、
「普通の民間人は戦前よ

因の１つとなった「カブラの冬」の轍を二度と踏まない。

りも栄養状態が良くなり、 幼児および新生児死亡率の

ドイツにはその強い思いがあった。
「イギリスの海上封

ような公衆衛生指標は、明白な改善をしめした」注２）。

鎖によって重要資源の海洋からの輸入が止まり、
（中

「食料は供給してくれるという信頼感と、全体的な不足

略） 家畜の餌であったカブラ（かぶはぼたん）がパン

を国民みんなで分かち合っているという感覚があった

用粉の増量材やジャガイモに代わる貴重な食料となっ

ため、食料が、イギリス人の高い士気の維持に貢献す

た。
（中略）貧しい人々や病人、高齢者などには乏しい

る、１つの要素になった」注３）と、研究者のリジー・コ

配給の他に食料がない。1914 ～ 18年、栄養失調によ

リンガムは分析する。

てつ

注１）

る死亡者は70万人を超えた」 。ドイツの中学歴史教
科書は「カブラの冬」についてこのように書いている。

準に維持されていたのである。 動物性タンパク質と脂

イギリスの歴史教科書には、１週間分の配給食品や
政府の推奨献立表などの資料が掲載され、 戦時中の
食生活を想起させる工夫が随所に見られる。
「イギリス

高い士気の維持に貢献した食料配給制度
イギリスは1938年までに戦時食料政策を策定した。

は多くの食料を輸入していた（戦前の食料自給率は約
30％）
。そのため、極端な対策を講じなければ、敵の

その中心は、 放牧地の耕起による穀物増産と配給制

攻撃によって国民は飢えを強いられ、降伏の危険さえ

度の実施であった。しかし、開戦（1939年９月）の直

あった。 政府は、 第１次大戦で銃後の食料供給に失

後からドイツの潜水艦攻撃が激化し、食料輸入は急減

敗した経験を踏まえ、配給制度を速やかに実施した」。

する。5000万部を超える配給手帳を開戦前に準備し

こう述べるハイネマン社の中学教科書は、
「緑色の配

たイギリスは、1940年１月から食料の配給を始めた。

給手帳が交付された妊婦は、 なんの果物でも優先的

その特徴は、①パンとジャガイモを配給の対象から外
す、②食肉や砂糖など多くの輸入食品の配給量を大幅
に抑制する、そして③放牧地の70％を残して酪農生産
を維持し、 妊婦や幼児などの弱者へ優先的に牛乳を
供給する、ことにあった。
放牧地の耕起は成果を挙げた。1940 ～ 45年に穀
物とジャガイモの年間生産量は開戦前（1937 ～ 39年）
よりそれぞれ61％、78％も増え、戦時中に国民が食料
危機に直面することはなかった。1943年の段階でも、

注１）Thomas Berger und Hans-Gert Oomen, Entdecken
und Verstehen 2, Cornelsen, Berlin, 2013, p.198 （本稿が
引用したドイツおよびイギリスの中高歴史教科書はすべて、2014
年度に使用されていたものである）
注２）ミカエル・トレイシー著、阿曽村邦昭・瀬崎克己共訳『西欧
の農業：1880年以降の危機と適応』農林水産業生産性向上会議、
1966年、p.275
注３）Lizzie Collingham, The Taste of War－World War
Two and the Battle for Food, Allen Lane (an imprint of
PENGUIN BOOKS), London, 2011, pp.366-367
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に購入することができ、卵は一般市民の２倍も買えた」
注４）

と強調する。また、フォレンズ社の中学教科書は、

に追い込まれ、1942年には開戦時の60％に減少した。
飼料不足という、 冷涼地におけるドイツ農業の最大

「経済的に豊かな人たちが食料を買い占め、 貧しい

の弱みが露呈したこの年、 生産現場では機械や肥料、

人々が何も買えなくなるような事態は起こらなかった。

労働力の不足が深刻化していた。 男性農業従事者の

多くの人々は配給制度を公正な仕組みだと感じていた」

45％が戦場へ送られた。これを補うため、ナチス政権

注５）

は未婚女性や小中学生、 さらには戦争捕虜や外人労

と指摘する。

さらに教科書は、市民が自ら食料生産に努力し、ド

働者を徴用する。1943年５月までに70万人の戦争捕虜

イツの兵糧攻めを跳ね返したことも強調する。
「多くの

と、150万人の外国人労働者が全国の農村へ配置され

自治体が公共の土地を市民に開放した。
（中略）あらゆ

た。
「戦争捕虜と外国人労働者がいなかったなら、 ド

る空地を利用して、 人々はキャ ベツやカリフラワー、

イツ農業はほとんど崩壊していた」注９）との指摘がある

ジャガイモなどを作った。鶏やガチョウを飼う人もたく

ほど、労働力の不足は逼迫していたのである。

ひっぱく

「勝利のために耕せ」を合言葉に、 野
さんいた」注６）。

悪化する食料事情についてドイツの中学教科書は次

菜作りは国民的な運動へ発展し、
「野菜の消費量は

のように記している。
「戦争が長引き、食料はいっそう

注７）

1941年から45年にかけて上昇した」

のである。

乏しくなった。配給の量はいつも少なく、多くの人々が

戦時中の食料難を生徒たちの研究課題に取り上げ

飢えに耐えなければならなくなった。しばらくすると、

る教科書も少なくない。
「なぜ多くの国民は配給を公

配給はジャガイモと豆、それにパンと砂糖ぐらいになっ

正なシステムだと評価したのか」
「戦争末期、多くのア

た。人々はニンジンやジャガイモのクッキーを焼き、カ

メリカ兵がイギリスに上陸した。イギリス国民がいかに

ブラでジャムを作った。
（中略）ただし、ユダヤ人には

して戦争を生き延びたのか、その暮らしぶりについて、

粗悪な食料しか与えられず、 その量はずっと少なかっ

彼らは母国の友人などへどのように伝えたのか。 想像

た」注10）。

してそれを手紙の形にまとめてみよ」など、さまざまな
方向から生徒たちの関心を高めさせようとしている。

ソ連の穀倉地帯ウクライナを占領して大都市への穀
物輸送を封鎖する。モスクワ市民など3000万人を餓死
させ、年間700万ｔの穀物を奪取する。これが1941年

穀物の略奪を狙ったナチスの「飢餓計画」

５月にナチスが決定した「飢餓計画 」の目的である。
ひん

「外交政策の基本は、 その国が食料供給面で他国

破綻に瀕した戦時食料体制を立て直すための切り札と

から独立していることにある」。1933年、ドイツのダ

された。コルネルセン社の高校教科書はこう解説する。

注８）

レー食糧農業大臣はこの信念に基づき

、 農政改革

せんめつ

「世界戦争に対するヒトラ ーの考えの中心は殲 滅と根

に着手した。 食料輸入の抑制、 穀物の生産増と強制
出荷制度の導入、 備蓄の積み増し、 パン食に不可欠
なバターの生産維持などが改革の柱であった。黒パン
とジャガイモの消費も奨励され、開戦時の1939年には
パン用穀物の自給率が115％に上昇していた。
第２次大戦勃発の直後、ドイツはパンや食肉などの
配給を開始し、当初はその量も十分に確保していた。
しかし、1941年から食料事情が暗転する。イギリスの
海上封鎖によって飼料穀物の輸入が戦前の290万ｔか
ら84万ｔへ激減し、これにジャガイモの不作が追い打
ちをかけた。 養豚用飼料のジャガイモとライ麦を節約
して市民の配給へ回したため、 豚の飼養頭数は削減
22
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注4）Stuart Clayton and Martin Collier, History in progress
1901 to present day 3, Heinemann, London, 2011, p.94
注 5） A a r o n W i l k e s , 20t h C e n t u r y S t u d i e s , F o l e n s
Publishers, Bucks, UK, 2007, p.225
注6）注4）のp.94
注7）早川紀代『戦時下の女たち──日本・ドイツ・イギリス──』
岩波書店、1993年、p.43
注8）注２）のp.215
注9）John E. F.arquharson, The Plough and the Swastika
– The NSDAP and Agriculture in Germany 1928-45,
SAGE Publications, London, 1976, pp.235-237
注10）Claudia Bischoff und Cäcilia Nagel, Deutschlands
dunkle Jahre, Brigg Pädagogik Verlag, Augsburg, 2013,
p.41
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絶であった。
（中略）
（飢餓計画は）ソ連の食料余剰地

らない。飢えさせることが懲罰なのだ」とする、モント

帯と不足地帯を遮断してドイツ軍への兵站を確保する

ゴメリー・イギリス陸軍総参謀長のような主張が支配

とともに、調達した穀物を本国へ搬送しようとするもの

的で、中立国のアイルランドやスイスが提供した食料が

へいたん

注11）

であった」

送り返されるという事態まで起きた注14）。

。

歴史家ティモシー・スナイダーによると、
「ウクライナ

ブーフナー社の高校教科書は当時の状況を次のよう

さえ手に入れれば、第１次大戦のようにドイツを飢えさ

に詳述する。
「熱量摂取は終戦前に１日3000kcalから

せることは誰もできない。
（中略 ）イギリスの海上封鎖

2000kcalへ低下し、1946年中ごろに半減した。 パン

を跳ね返し、アメリカのような大国になれる。ヒトラー

２枚と少量のマーガリン、１杯のスープ、それにジャガ

はそう目論んでいた」注12）。しかし、1942年のスターリ

イモ２個で１日の食事としなければならない。
（中略）

ングラード攻防戦を境にソ連軍が攻勢へ転じる。ドイ

燃料もなく、 衣類も家財も不足していた。 チフスやジ

ツの戦況は悪化し、飢餓計画は1941 ～ 42年の２年間

（中略）占領軍による食料と石炭
フテリアが蔓延した。

で122万ｔの成果しか挙げずに終わった。

の援助がなかったなら、事態は劇的に悪化していたに

もく ろ

まんえん

さらに、 国内では悪天候が続き、1942年にはパン

ちがいない。６歳から18歳までの青少年へ、占領軍は

用穀物の生産が前年より20％も減り、開戦時に900万t

学校給食を提供した。特にアメリカからの食料支援が

近くあった穀物備蓄も200万tを割った。しかし、西の

過酷な窮乏を少しずつ軽減してくれた。 それに加え、

海からも東の陸からも食料輸入を増やす手立てがない。

アメリカやカナダの市民が救援物資を西ドイツ側へ送っ

事態がさらに悪化すれば、銃後の社会は持たなくなる。

てきた。 その数は950万箱を超え、 現在の価値で1億

こうした局面下で、 食料確保に狂奔するナチスは、

7700万ユーロに達するほどであった」注15）。

「ポーランドから“無用な”ユダヤ人の食料消費者を排

コルネルセン社の教科書はこう書いている。
「鉄道

除するため、 ホロコーストでの処置を急がねばならな

や輸送施設の40％が機能不全に陥り、 食料や生活必

注13）

との決定を下す。
「無駄飯食い」を絶滅し、占

需品の配給はさらに困難となった。
（中略）人々は寒さ

領地での食料収奪を強化するしか打開の途はない。

と飢えに苦しんだ。 特に1946年から47年にかけての

「ヨーロッパのユダヤ人問題の最終的解決」が決められ

極寒の冬は、
“飢餓の冬”として人々の記憶に今もとど

た1942年１月以降、 絶滅収容所が建設され、 犠牲者

まる。多くの人々が最低限の生活、いやそれ以下で暮

が増えていった。1944年中ごろまでに、ポーランド在

らしていた。
（中略）1946年のアメリカ軍占領地域では

住の300万人以上のユダヤ人のほとんどが虐殺され、

配給が1330kcalしかなかった。 ロシア地域1083kcal、

生き残りは５万人ほどだったといわれる。ナチスの人種

イギリス地域1056kcal、 フランス地域では900kcalに

政策がホロコーストの惨劇をもたらしたが、 犠牲者増

すぎない。栄養不足が欠乏症と高い死亡率をもたらし

い」

の裏側には、 飢餓計画の失敗と戦時食料政策の破綻
という２つの遠因が存在したのである。

注11）Franz Hofmeier und Hans-Otto Regenhardt, Forum
Geschichte Vom Imperialismus bis zur Gegenwart 9/10,

過酷な「飢餓の冬」を忘れないドイツの教科書
1944年６月６日、連合軍のノルマンディー上陸を許し
たドイツ軍は、1945年初めまでに総崩れとなり、 ５月
９日に降伏した。これでヨーロッパの戦争は終わった。
しかし、ドイツ国民の苦難の日々は終息せず、1946年
末に「飢餓の冬」が到来する。 終戦前までなんとか維
が かい

持されていた食料配給はすでに瓦解していた。それで
も、占領初期においては、
「ドイツへ食料を送ってはな

Cornelsen, Berlin, 2014, p.143
注12）Timothy Snyder, Bloodlands – Europe between
Hitler and Stalin, Basic Books, New York, 2012, p.161
注13）注３）のp.33
注14）Giles MacDonogh, After the Reich – The Brutal
History of the Allied Occupation, Basic Books, New York,
2009, pp.362-363
注15）Maximilian Lanzinner und Rolf Schulte, Buchners
Kolleg Geschichte, C.C. Buchner Verlag, Bamberg
Deutschland, 2014, pp.433-434
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日本の息の根を止めたアメリカ軍の「飢餓作戦」

たのである」注16）。
「カブラの冬 」と呼ばれた第１次大戦中の「飢餓の

1942年６月ミッドウェー海戦の日本軍大敗後、戦時

冬」は兵士の厭戦気分をも蔓延させ、ドイツ敗北の一

食料体制は崩れていく。日本軍は南進して戦線を急拡

因となった。 ２度目の総力戦にナチスは挑んだが、 兵

大したが、アメリカ軍の反撃によって占領地と本土を結

力、武器の生産力、食料の供給力、そのいずれにお

ぶ海域の制海権を失い、1943年後半からは石油やゴ

いても敗れ、 すべての結果は「飢餓の冬 」の再来と

ムに加え、南方からの米輸入が途絶した。
「船舶の破

なった。

壊だけで勝負は既に決まってしまっていた」注17）が、最

えんせん

後にアメリカ軍は海上封鎖で日本の息の根を止める。

２

戦中戦後の食料難を簡略に記述する日本の
．
歴史教科書

満州事変から日中戦争までの間（1931 ～ 37年）に、

1945年３月からの４カ月半、日本と朝鮮の主要港や瀬
戸内海、 本州沿岸などに１万2000個の機雷が投下さ
れた。ここでは「飢餓作戦」と呼ばれた海上封鎖は文

日本の米の輸移入量は年間170万～ 210万ｔ（消費量の

字通りの兵糧攻めで、台湾からの米移入は止まり、同

12 ～ 19 ％） に達していた。 こうしたなか、1939年に

年に本土へ着いた朝鮮米は24万tにすぎなかった。 な

日本の統治下にあった朝鮮で大干ばつが発生する。

お、 米国空軍大学の教材（
『第２次世界大戦における

米の収穫は前年比32 ％減、 翌年の本土への移出は７

機雷投下 』
）は、
「日本の喪失・ 破損船舶890万総ｔ

万ｔへ激減した（1937 ～ 39年の平均移出量は125万

（総輸送船舶の88％以上）のうち、54.7％が潜水艦、

ｔ）。 この直後に日本は戦時食料体制へ移っていく。

30.8％が爆撃機、9.3％が機雷によるが、４カ月半とい

植民地米への依存から南方米の重視へ切り替わり、

う機雷投下作戦の短い期間を考慮するなら、 同作戦

1940年４月に米の強制出荷（供出）命令が発せられた。

が最も経済的であった」注18）と評価している。

1941年４月、東京・大阪など６大都市で米の配給制度

1942年11月、サツマイモなども米に換算して配給す

が導入され、12月までに全国実施となる。配給基準は

る「総合配給制度」が実施され、1943年１月には七分

大人１日２合３勺（約330ｇ）、1930年代後半の平均消

づきの配給米が五分づきに、 ２月には二分づきの「黒

費量３合から３合５勺を20 ～ 30％も下回る量であった。

い精米」となる。配給の量的減少と質的悪化はさらに

戦時食料の供給基盤が脆弱なまま、 日本は太平洋

進んだ。 大阪市では、1943年４月の配給による熱量

戦争へ突入した。1941米穀年度への米の繰越量は過

摂取量が１人１日1553kcal、 これに買い出しなどを含

去３年平均を35％も下回る65万ｔ（総供給高の5.5％）

めた実際の摂取量は1930kcalであったが、1945年７

で、 備蓄は枯渇寸前であった。 米の供出増を農家に

月にはそれぞれ1277kcal、1824kcalに低下した注19）。

強要し、 南方米の輸入を維持する。 戦時の主食を確

なお、食の窮乏は子どもの成長に深刻な影響を残した。

保するには、それしか方策がなかった。しかし、米の

敗戦から３年経った1948年、中学１年男子の身長・体

しゃく

ぜい じゃく

生産量は1942年秋の豊作（1002万ｔ）を境に減少へ転
じ、1944年は878万ｔ、1945年は大凶作の587万ｔへ

注16）Karin Laschewski-Müller und Robert Rauh, Kursbuch

落ちていく。農家の供出増には無理があった。1941年

Geschichte – Neue Ausgabe, Cornelsen, 2011, Berlin,

から44年の間に、 徴兵や徴用、 高賃金労働への転職

p.514

などで農業 従事者総数は1474万人から1181万人へ
20％も減少し、女性と高齢者が中心となった。肥料と
動力の不足がこれに重なった。 それに、 政府の米買
入価格は低く抑えられていた。 そのため、1942 ～ 45
年度に供出奨励金が３度も引き上げられても、 生産現
場はこれに応えていくことができなかった。
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注17）J.B.コーヘン著

大内兵衛訳『戦時戦後の日本経済（上巻）』

岩波書店、1950年、p.381
注18）Major John S. Chilstrom, Minelaying in World War
II, School of Advanced Airpower Studies, Air University,
United States Air Force Maxwell Air Force Base, 1993,
p.14
注19）清水勝嘉編・解説『戦時下国民栄養の現況調査報告書』不二
出版、1990年、p.5
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重（全国平均、 カッコ内は1939年の数値）は135.0 ㎝
（137.8 ㎝）、31.4 ㎏（32.5 ㎏）と、1920（大正９）年こ

簡略化する食料難の記述、減少した写真
戦中戦後の食料難が日本の高校歴史教科書に登場
するのは、1950年代初めからである。

ろの水準に戻ったのである。
飢えに苦しんだのは銃後の社会だけではない。前線

1990年代半ばまでの教科書はこうした記述を改訂

の兵士を襲った飢餓は悲惨で残酷過ぎた。 わずかな

ごとに増やした。 そこでは、
「米の配給制 」や「代用

米を持たされて戦場へ向かった兵士に兵站補給が続か

食」
「闇市」
「買い出し」などが共通のキーワードとなり、

ない。南方の孤島に置き去りにされ、数多くの兵士が

具体的な解説が戦中戦後の窮乏生活を強く想起させ

飢えと病で無念の死を遂げた。
「病死者と戦地栄養失

た。 例えば、
「配給量も敗戦直前には、
（おとな１日２

調症による広い意味での餓死者は、合計で一二七万六

合３勺から）２合１勺（約300g）にへらされた。
（中略）

二四〇名に達し、 全体の戦没者（二一二万一〇〇〇

1945（昭和20）
年の東京では、副食物の配給量が都民

注20）

との研究さえある。 軍

１人あたり１日分ねぎ１本、５日分として魚一切れほど

指導部の無策によって、 多くの兵士が殺されたのであ

「農業生産額は、戦争による働き手の
になった」注25）。

る。しかし、
「戦争犯罪を裁いた東京裁判は、日本の

減少や肥料・農機具の不足によって減り続け、供出額

国民に対する罪で戦争指導者たちを起訴することはな

は低下した。 外地からの食糧輸送も途絶し、
（中略）

名）の六〇％強に達した」

注21）

かった」

。前出のコリンガムの指摘である。

全食品が配給制となった1944年以後は、 民間人の配

終戦後の食料事情は極度に窮迫した。 植民地米は

給量は生存に必要な最低カロリーを下回り、行列や買

消え、食料の輸入も許されない。冷夏に台風被害が重

い出し、闇買いで食料を求め、露命をつなぐ者が多く

なった1945年産米は前年比33 ％減、1905（明治38）

「物資の不足が著しくなるのにともなって
なった」注26）。

年以来の大凶作となった。他方、1945年９月、対日占

食糧の買出しや闇取り引きがさかんになり、 また統制

領政策に関するギャラップ世論調査で、
「厳しさが十分

の裏面において、軍や役職を利用した不正が、半ば公

でない」が61％に達していた

注22）

。 対日感情が悪化す

るアメリカから食料援助など望むべくもない。 日本政

然と行われた」注27）。多くの教科書にこのような文章が
見られたのである。

府が責任を持って食料を確保する。これが占領軍の当

戦後の食料危機についても詳しい記述が続いた。

初の基本方針であった。1945年10月、 東京都内では

例えば、ある教科書は、
「1945 ～ 48（昭和20 ～ 23）

上野駅構内だけで餓死者が１日平均2.5人、 多い日は

年、 食糧事情は悪化の極に達し、 主食配給の遅配・

６人、 大阪市では８月から10月に196人、 京都市では

欠配は日常化した。 都市の人びとは、 あらそって農村

同期間の「行路死」が300人以上に達した。 当時の芦
田均厚生大臣は「まるで地獄だ」との感想を漏らしたと
注20）藤原彰『餓死した英霊たち』青木書店、2001年、p.138

いう注23）。
1946年に入っても配給米の遅配・欠配が続き、５月

注21）注3）のp.303
注22）William P. Hansen and Fred L. Israel, The Gallup Poll

の東京では配給量が220gに落ち込んだ。 ５月19日皇

Public Opinion 1935-1971, Volume One 1935-1948,

居前で25万人を超える都民が「飯米獲得人民大会 」

Random House, New York, 1972, pp.533-534

（食糧メーデー）を開いたが、ＧＨＱのマッカーサー最
高司令官は、
「大衆的暴行と威嚇の現実手段がますま
注24）

す強くなる傾向は（中略）、継続を許さない」

と警

告した。1000万人の餓死者が出るとまでいわれ、 飢
餓が大規模な暴動へ発展するのをＧＨＱが恐れたほど、
事態は緊迫していたのである。

注23）
『朝日新聞』1945年11月18日
注24）袖井林二郎『マッカーサーの二千日』中央公論社、1976年、
p.120
注25）宮原武夫 他７名『高校日本史改訂版』実教出版、1987年、
p.313
注26）黛弘道 他８名『高等学校日本史 』清水書院、1984年、
p.225
注27） 稲垣泰彦 他３名『日本史三訂版 』 三省堂、1981年、
p.310
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に買い出しにでかけ、大切な衣類と食糧とを交換した」

記述の簡略化はすでに定着したのである。

注28）

と書き、 別の教科書は、
「いもなどを米のかわり

に主食としなければならない場合も多く、衣・食・住と
もみじめな生活をつづけた者が少なくなかった。今日
からは想像もできないような苦しさに人びとはたえてき
注29）

と記した。また、
「食糧事情は、敗戦

たのである」

の年の凶作によってその極に達し、主食配給の遅配・

３

なぜ日本の歴史教科書は戦中戦後の食料難
．
を忘れようとしているのか

ドイツなど欧州諸国の歴史教科書は戦中戦後の食
料難について、 日本の教科書とは比較にならないほど、
詳しく記述する。何がこの差をもたらしたのか。

欠配がつづいた。 輸入もできず、 アメリカからの物資

戦争を二度と繰り返してはならない。ドイツやイギリ

放出も焼け石に水の状態 」注30）と解説する教科書も

スの教科書を読むと、 この思いを生徒へ伝えようとす

あった。

る編集者の熱意が伝わってくる。その強さは圧倒的な

しかし、
2014年度使用の高校歴史教科書（日本史Ｂ）

情報量と質的な深さに現れている。 ドイツの高校教科

19点に、このような文章を見つけることはできない。戦

書が両大戦に割くページ数は「日本史Ｂ」の３～４倍を

時中の食料不足については、
「食料生産は労働力不足

超える。日独の教育制度には違いがあり、ページ数を

のためにいよいよ減少し、 生きるための最低の栄養も

単純には比較できない。それでも、情報の量と質の深

注31）

下まわるようになった」

などの簡略な記述が多く見

みには制度の違いで説明しきれないほど大きな差があ

られ、 配給悪化などに関する具体的な解説は減少し
た。 買い出しや闇市、1945年の米凶作などに言及し、

注28）
江坂輝弥 他６名
『高等学校新日本史Ｂ』
自由書房、
1994年、

終戦後の食料難を４～５行の文章に記述する教科書は

p.336

７点あるが、 他の12点は１～３行あるいは脚注のなか
で、
「米の供給地であった台湾や朝鮮を失ったことで、
戦争末期から続いていた食糧不足は、戦後、いっそう
注32）

著しくなった」

などの短い説明で済ましている。旧

植民地からの移入米の途絶や1945年の凶作について
本文に書いた教科書はそれぞれ７点にとどまる。 また
一方では、
「買出しや闇市で生活物資を買いもとめる苦

注29）家永三郎『新日本史』三省堂、1982年、p.292
注30）竹内理三・ 小西四朗『精髄日本史 』自由書房、1981年、
p.214
注31）小風秀雅 他９名『新選日本史Ｂ 』東京書籍、2014年、
p.222
注32） 渡部昇一

他22名『最新日本史 』 明成社、2012年、

pp.273-274
注33） 青木美智男

他12名『日本史Ｂ 』三省堂、2012年、

p.348.

しい生活だったが、 人びとは、 空襲のな
い平和な暮らしに期待をもちはじめた」注
33）

として、 経済復興の時代へ移る変化を

強調する教科書も少なくない。
人々の窮乏を思い起こさせる写真も減っ
た。1980 ～ 90年代の教科書には、 配給
所や食糧キップ、闇市、買い出し、アメリ
カ軍の援助物資に群がる児童など、少なく
とも３～４枚の写真が掲載されていた。し
かし、2014年度使用の教科書を見ると、
戦時中のこうした写真を１枚も載せないも
のが13点あり、 戦後の写真については、
11点が１枚しか掲載せず、３点は１枚も載
せていない。 戦中戦後の食料難に関する
26
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る（表参照）。 編集者たちは多様な資料を駆使し、 戦

長は回復ではなく近代化によって支えられるべきだ、

争の過酷な非人間性を生徒たちの心に刻み込もうとす

との考えを明らかにしたのである。にもかかわらず、明

る。 そのための重要な情報に、 戦中戦後の食料難が

るい未来を示すものとしてマスコミはこれに飛びついた。

位置付けられているのである。また、戦争の悲惨と残

流行語は独り歩きして「誤解」の議論もいつしか消え、

虐性を伝えるためなら、塹壕に重なる兵士の屍や青年

1980年代末ころから歴史教科書にもこの言葉が登場し

パルチザンの公開処刑、ユダヤ人虐殺など、目を背け

てきた。2014年度使用の「日本史Ｂ」19点のうち13点

たくなるほどの写真の掲載に編集者たちは少しも躊躇

は、 戦中戦後を「過去のこと」とするために、
「もはや

していない。

戦後ではない」をその明確な線引きに活用している。

ざんごう

しかばね

ちゅう ちょ

一方、日本の教科書の記述は「世界大戦の概要」の

ただし、これら２つの変化が教科書記述の「簡略化」

域にとどまっている。 多くの重要な事項に詳しい解説

をただちにもたらしたわけではない。教科書のページ

がなされず、詳細な資料の掲載は限られる。文献や当

増という流れのなかで、1990年代まではほとんどの教

時の新聞・手紙などを引用して解説に深みを持たせる

科書が「簡略化 」に手を付けることはなかった。 しか

工夫も少ない。青少年が被った戦争の影響について、

し、３つ目の変化、すなわち飽食を煽る風潮が「簡略

「日本史Ｂ」は学徒出陣と勤労動員、学童疎開を挙げ、

化」の背中を押したのである。学習指導要領の変化と

それぞれ１行程度で概説する。 ところが、 ドイツの教

戦中戦後を忘れようとする風潮に、飽食を煽る風潮が

科書はヒトラー青年隊だけでも数ページを割き、青少

重なり、 教科書の編集者たちは、
「いまさら食料難で

年たちがナチスによっていかに利用されたかを生徒た

もなかろう」との思いへ傾いた。 その結果が現在の

あお

「簡略化」へつながったものと推測される。

ちに熟考させる。

人々は飢餓と闘いながら、 何世代にもわたって懸命
簡略化へ影響を与えた日本社会の風潮

まつえい

に命をつないできた。その末裔が今日の私たちに命を

日本の教科書は食料難の記述をなぜ簡略化してき

授けた。 命のつながりの先頭に立とうとする今の高校

たのか。３つの変化が影響を与えたと考えられる。１

生が、 戦中戦後の食料難から学ぶ必要性は後退した

つは高等学校学習指導要領の変化である。1951年の

のか。いや、少しも後退などしていない。現行の高校

同要領の高等学校社会科日本史には、
「日本の戦前戦

学習指導要領は、
「自分を律し、他人と協調し、他人

後の人口問題・食糧問題について、 統計をつくってみ

を思いやる心」の成長を、
「生きる力」の育成のなかで

よう。そして今後の方策を論じてみよう」との学習活動

教育現場に求めている。 飢えを乗り越えてきた人々の

例が記載されている。 しかし、 次の1956年度改訂版

痛みを、今の生徒たちの心に刻み込んでいく。このこ

からは人口や食料の問題が削除され、
「戦後の国民生

とこそが他人を思いやり、 人の命を大切にする気持ち

活と文化については、現実を正しく見つめることの中か

を育むことにつながる。飽食を煽る風潮が強まれば強

ら、 明るさと希望をもつように指導することが望まし

まるほど、 この歴史的な視点が重要になってくるので

い」とされたのである。

ある。

２つ目は戦中戦後の苦難を忘れようとする社会の風
潮である。経済企画庁は1956（昭和31）年度の経済白

食と農の歴史から学ぶ「他人の痛み」

書に「もはや戦後ではない」と書いた。 ただし、 この

大部分の日本人が３度の食事にも事欠くことがなく

言葉によって白書は、 戦後の復興期を脱して明るい未

なったのは、それほど遠い昔の話ではない。明治から

来を目前にする状況を示そうとしたのではない。
「
（復

昭和の初め、 東京の貧民街では残飯屋が繁盛してい

興の努力や、 朝鮮戦争など世界情勢の好都合な発展
など）経済の回復による浮揚力はほぼ使い尽くされた」
注34）

という点で「もはや戦後ではない」とし、今後の成

注34）経済企画庁『復刻経済白書第７巻（昭和31年）』日本経済評
論社、1976年、p.42
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た。戦時中に行われた「備荒動植物」の調査では、ゲ

た。前述した日本の歴史教科書の変化がその証左とも

ンゴロウの天ぷらやトンボの佃煮が推奨された。 戦後

いえる。

に広く普及した学校給食は、弁当を持参できない欠食

だが、このような状況がいつまでも続くことはないだ

児童を救うためだった。70年ほど前の話である。 とこ

ろう。 次の世代へ続く人々は、食と農の将来について

ろが、20 ～ 30年ほど前から戦中戦後の食料難など遠

著しく困難な議論に立ち向かわざるを得なくなる。予想

い昔のこととされ、飽食とグルメを謳 歌 する風潮が急

される地球温暖化の影響を挙げるまでもなく、それは

速に広まった。 多くの報道機関がこれを煽り、グルメ

ほぼ確実である。 そこでは、
「農業の人口扶養力に限

番組はテレビ界を席巻しかねないほどの勢いで今も増

界はない」
「貿易の自由化と経済のグローバル化が日

え続ける。

本の食を支え続ける」といった主張は通用しなくなる。

おう か

「おいしい」
「うまい」を絶叫するタレントが全国・世
界を駆け巡り、
「元祖！大食い王決定戦」などと称する

新たな発想が求められてくるだろうが、それには歴史に
学ぶしか方法はない。

番組が相も変わらず続けられている。多数の栄養不良

ただし、食と農の未来を切り拓く議論にとって、人間

児童を抱える国から来た外国人労働者たちは、この種

の力に対するおごりは禁物である。謙虚な視点を持っ

のテレビ番組をどのような思いで観るのだろうか。国内

て食と農の歴史から学ぶことがより必要になってくる。

でも子どもの貧困率が16.3％（2012年）と過去最悪を

このことを次の世代へどう伝えていくのか。今の私たち

更新し、 満足な食事を摂れない児童が増えている。

にとって、それは１つの大事な課題になってきたと思え

そくいん

「飽食ボケ」の日本社会では、惻隠の情さえ「化石」に

てならない。

転じてしまったのか。 かつて司馬遼太郎は、
「（他人の
痛みを感じることは）本能ではない。 だから、 私たち
は訓練をしてそれをみにつけねばならない」注35）との
メッセージを子どもたちへ送ったことがある。 飽食を
きょうまん

煽る風潮には驕慢と浅慮の危険が付きまとう。おごれ
る気持ちでは他人の飢えの痛みを共有できない。 深く
考えなければ、現在と未来への視野を狭くし、食と農
の将来へ思いをはせる感性を育むこともできないだろう。
他方、 ヨーロッパの小国アイルランドでは、 小中学
生が170年も前に起きた大飢饉の犠牲者を悼み、毎年
もくとう

５月、全国一斉に１分間の黙 祷をささげる。2014年５
月８日、 この国家的な取り組みの目的について同国の
ジミー・ディーニハン芸術・遺産・ゲール語担当大臣
は、
「（ジャガイモの凶作で100万人以上が餓死した）
大飢饉のすべての犠牲者に対し尊敬と追憶の気持ちを

注35）司馬遼太郎著、 ド ナ ル ド・ キ ー ン監訳、 ロ バ ー ト・ ミ ン

示し、また、今日の世界の飢餓問題に改めて認識を深

ツァー訳
『対訳 21世紀に生きる君たちへ』
朝日出版社、
1999年、

めるためだ」注36）と述べた。歴史との向き合い方につい
て、外国から学べることは少なくない。

年下』､ 1987年）＞
注36）Jimmy Deenihan T.D., Minister for Arts, Heritage

「戦後」を忘れ、飽食に浸る風潮が広まるなかで、多

and the Gaeltacht, Government of Ireland, Press Release

くの日本人は食料の生産現場への関心を失い、そこか

“Minister Deenihan thanks schools across the country

ら遠のいていくことになんの違和感も覚えなくなった。
食と農に対する歴史観を培うことにも関心が薄れてき
28
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「繁盛店のひみつ」
～レストラン経営の成功と失敗の分かれ目を考える～
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

たちばな

まさ

お

橘 昌男

「地球に食料を、生命にエネルギーを」というテーマ
でミラノ国際博覧会が５月から開催され、 日本館の出
展にはＪＡグループも協賛している。日本館のメッセー
ジは、
「日本食」や「日本の食文化」に詰め込まれたさ
まざまな知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献する
とともに多様で持続可能な未来の共生社会を切り拓く、
である。
華やかさの一方で、飲食業界は客数の減少と価格
値上げ、スタッフの労務問題がブラック企業との批判
を受けるなど課題を多く抱え、減収・減益の大手チェ
ーンも多い。リーマン・ショック以降、個人店は閉店が
目立ち、 有名シェフたちも苦境にある。 創業100年以
の れん

上続く老舗割烹でも、暖簾を残すことと料理人の地位

イタリア風ハムの盛り合わせ

１

．経営者は目的を語れ

向上の両立のため大手食品メーカーの傘下入りを選択

消費は、
「モノ」から「コト」へ移っている。物不足の

したところもある。 大手ホテルでは食材の不当表示や

時代は、白物家電に代表されるように所有欲が優先し

異物混入防止から、ホテル内で調理する方式をやめ、

た。物が余り、ＧＤＰの70％以上をサービス業が占め

セントラルキッチン（集中調理施設）へ切り替え、同時

る現在は、生活の営みのなかで生まれる事柄に注目し

に原価低減と人件費抑制を進めている。

なければならない。

業界を取り巻く環境は厳しいものの、一流の料理人

例えば、音楽産業の「YAMAHA」は、楽器製造、

が作った幸せと美味しい料理を追求する「俺の株式会

販売、 音楽教室、 ライブやイベント運営まで行ってい

社 」、６次産業化をアピールする「塚田農場」、日常的

る。楽器という「モノ」づくりが起点であり、販売すれ

な和食をフランチャイズチェーンで展開する「大戸屋」

ば上達したいというニーズ（習い事）に対応し、上達す

などは繁盛している。また、国内の成功モデルを東南

れば仲間と演奏を披露したくなるというニーズ（自己実

アジアで展開し、現地の有力資本と提携し成功してい

現欲）を満たしている。見事に「モノ」と「コト」を組み

る例も多い。

合わせ、情緒的価値のストーリーを提供している。

お

い

社会が文化的に多様化するなかで、 繁盛店と不振

レストランであれば、
「食べ物の供給」から「良い食

店の違いはどこにあるのか。 経営者の違いなのか、

事サービスの提供」へ意識を転じなければならない。

マーケティングの違いなのか。ＪＡグループが経営する

「こだわり」
「旬」
「伝統」という表現だけでは、客を惹

レストランを題材にその成功と失敗の分かれ目を、ＪＡ
の部署に共通する事柄として考察する。

き付けられない。
ここで、 分かりやすいドラッカー博士の例え話を引
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用する。

レーション」をモノマネしようとするのは非常に短絡的

ある建築現場で、 何をしているのかを聞かれた３人
の石工のうち、

である。ＳＮＳが発達した現在、モノマネに客は喜ば
ない。喜ばないどころか、落胆した客は反感を抱き、

１人目の男は、
「これで食べている」と答えた。

悪評を吹聴する。 成功例から学ぶ価値があるのは、

２人目は手を休めずに、
「腕のいい石工の仕事をし

３つの「目には見えない深層の要因」である。

ている」と答えた。

① 成功しているＪＡの価値観や文化

３人目は目を輝かせて、
「国で一番の教会を建てて

② 成功しているＪＡの能力

いる」と答えた。

③ 成功しているＪＡ内部のつながり・仕組み

すると、 最後に奥にいた４人目の男が答えた。
「私

「勝ちに不思議の勝ちあり、 負けに不思議の負けな

は皆の心のよりどころを作っている」と。

し」と言うように、成功要因を聞き出そうにも、期待ど

４人目の男の答えこそが、経営者の語った目的であ

おりの回答は返ってこない。 成功している経営者、 担

る。 食材、 料理、 価格などインターネットで検索すれ

当者個々とのヒアリングを通じて、深く分析する他ない。

ば体裁の整った企画書は作成できる。 経営者は、 そ

「なぜ」その経営者がそのような意思決定をしたのか、

の企画書をうのみにしてはいけない。部下に企画書を

それを可能にした「要因 」である。 こうすれば必ず成

作成させる前に、 経営者は、 自分の言葉でレストラン

功するという「必勝法 」はない。 必勝法がない以上、

に賭ける思いを分かりやすく語ってほしいものだ。

経営者にできることはいかに成功確率を上げるかとい

経営とは、
「トップが考えていることを、従業員の協
力を得て実現する」こと。従業員から協力を得るために
は、なぜレストランを始めるのか、その「わけ（理由）
」
を従業員に語り掛けることが出発点である。 トップと
従業員の語り合いが不十分だと、互いの心に違和感が
生まれる。 その違和感は時とともに大きくなり、 やが
て大きなギャップとなり、オープン初年度から大赤字で
「こんなはずじゃなかった！」となる。

うこと。 できることをしっかりやり、 後はリスクを管理
するしかない。

３

．成功のための３つのポイント

和食を代表する京料理の老舗のオーナーが話してく
れた真髄は、
① 価値がある……お金がもらえる、それも高い
② 客筋がいい……客層が明確、客筋を守るため
いちげん

一見さんお断り

③ 評判がいい……自慢したくなる、知人に薦めてく
れる
上記の３点は、まさにマーケティングの手本である。
マーケティングとは、
「①何を、②誰に、③どうやっ
て」買ってもらうか。別の表現をすると、①商品戦略、
②ターゲット戦略、③プロモーション戦略となる。ド
ラッカー博士は、マーケティングを「自然に売れる仕組
旬の野菜をふんだんに使った魚のマリネとサラダ

２

まず「売り物」を徹底的に考える。次に「ターゲット
．成功例のモノマネは通用しない

レストランを検討するに際し、他のＪＡの成功例を研
修するのが通例である。 成功例を見て「表面的なオペ
30

みをつくること」と説いている。
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の客層」
、最後に「売り方」を考える。決して考える順
序を間違ってはならない。経営者が自分の頭を使って、
考えて考え抜けば、自ずと成功確率は高まる。
失敗しやすい要因は「何を、 誰に」の考えが甘いこ
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とに尽きる。甘い内容では「どうやって（売り方）
」もダ

営者がレストランの目的を曖昧にすれば、 現場はどん

メで「負けに不思議の負けなし」となる。

どん迷走する。まさに現場は、経営者の映し鏡なので
ある。
バイキングは、厨房の大きさ、水道・光熱を含むレ
イアウト、調理器具・備品、食器の種類と数量、ホー
ルの席数など、収支に影響を与える要素が多い。売上
高は客数×客単価で決まる。 バイキングだと、 客の滞
在時間が延び、客の回転率は悪くなり、必然的に客数
は減少する。 席数を増やそうにも品数の多い料理を
ホールに並べ、ホール内を客が移動するので通路を確
保すると席数も増やせず、客単価を上げざるを得ない。

米粉を使った多種のパスタ

競合店の価格を意識するあまり、経営者が単価を抑え
ろと口出ししたら、現場はお手上げ状態となる。

４

飲食業の原価の指標としてＦＬコスト（比率）は、60

．売り物

％以下にしたい。Ｆ（フード）は材料費、Ｌ（レイバー）

「売り物」とは、メニューである。郷土料理や地域の

は人件費で、ＦＬコスト＝材料費＋人件費である。

伝統食は、 家庭では食べても、 工夫や物語性など、

ＦＬ比率＝（材料費＋人件費）÷売上高×100≦60％

プロの監修なしに、 お金を出して食べてもらえるかは

ＦＬ比率は、バイキングの方がメニューオーダー方式

疑問だ。地元の食材を、和風・洋風・中華風など、ど
のように仕立てればいいのかも難問である。 メニュー
が定まらず困窮した揚げ句、バイキングに落ち着くこと

より大きくなる。その理由は、次のとおり。
・品数が多い、肉・魚を客が要求するので材料費が
アップする。

が多い。 バイキングは、 悩んでいる関係者にとって万

・食材が値上がりしても、価格反映できない。

能薬のごとき響きがある。

・メニュー間の値入ミックスによる原価調整が困難

しかし、 安易にバイキングを選択すると、 さらに問
題を難しくする。バイキングを提供している競合店の内

である。
また、バイキングは人件費も高くなる。

容、 品数、 価格の比較が始まる。 内容は良く、 品数

・品数が多いと調理スタッフも多くなる。

は多く、しかも価格は同等もしくはそれ以下ということ

・ホール内の案内・誘導、使用済みの食器の片付け、

を求めるからだ。その要求を満たすことは至難の業で

皿洗いなどオペレーションが増えホールスタッフも

ある。 競合店は、 安い業務用食材や輸入食材も使う

増える。

し、セントラルキッチンから搬入したものを温めている

など。

だけ、サラダバーやドリンクバー、スイーツは別料金と

そこで、 人件費を抑えるため、 パートに調理させる

いうような巧妙な価格政策を採っている。このような裏

となる。調理の上手なパートを雇用しても、50 ～ 100

事情を知れば知るほど、ＪＡはその戦略の採用を躊躇

人前の調理経験はないので、厨房で立ち尽くす状態と

せざるを得ない。 農産物直売所と併設するレストラン

なる。パートの調理スキルアップは、最も苦労するとこ

であれば、 売れ残った野菜を食材にまわせば仕入れ

ろである。

ちゅうちょ

価格が抑えられるという意見はもっともらしいが、大い

バイキングでオープンしたものの、採算割れでやめた

に疑問である。 レストラン側は毎日、 一定の品質のも

ＪＡもある。
「メニュー」はレストラン経営の肝なので、

のを一定量欲しいのに、 売れ残りとなると品名不明・

郷土食研究家、料理人、フードコーディネーター、地

品質不明・量不明で、 仕入れのめどが付かない。 経

元のタウン誌の記者など、外部の専門家の意見を聞い
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た上で、 経営者は自らの思いで決めるべきである。
（筆者としてはバイキングをお薦めしない）

万人が来店した繁盛店を陣頭指導した鈴木勤シェフ
（現在は料理プランナーとして独立）の取り組みを紹介
する。
鈴木シェフが狙った客層は、 女性（平日も来てくれ
ぜいたく

、県外の中高年層（味や
る）
、グループ客（プチ贅沢）
香りを楽しむ、値打ちが分かる、健康意識）であった。
鈴木シェフは「今だけ、ここだけ、私だけ」をコンセプ
トに、リピート客に誘導するため、野菜の持つ素材の
旨味を引き出す「うす味」という技で勝負した。
野菜がこんなにも美味しい、季節感がある、女性に
優しい味付け、レシピが欲しいと評価が次第に高まっ

海の幸のサラダ

ていった。

５

．ターゲットの客層

飲食店に来る客には、欲求の４段階がある。
① 当たり前を求める（ 期待したとおりのサービスを
受けたい）
② 意外性を求める（ 期待した以上のサ ービスを受
けたい）
③ 特別感を求める（特別なサービスを受けたい）
④ 店に対して貢献したい（ 知人を紹介する、口コミ
したくなる）
つまり、客はレストランを選択するには、それなりの
「わけ（理由）」がある。レストラン側にも、来てほしい
客層のもくろみがある。 その両者の思いが一致すれば、
客はリピーター（これが客筋）となる。

横浜市で育ち、北海道の牧場で働いた後、調理師学校講

師、イタリア料理のオーナーシェフを経て料理プランナーとして活
動中。全国各地の大型レストランのオープンを直接指導した実績を
誇る

６

．売り方

「わけ（理由）」とは、 客は支払う金額に応じたサー

「売り方」は、ホームページやフェイスブックのソー

ビスへの期待である。400円の牛丼を選択する客に、

シャルメディアや、テレビやラジオ、雑誌広告や新聞折

特に「わけ（理由）」などない。 カレー屋を探していた

り込み広告、 イベントなど、 その手法・手段は多くあ

が、 牛丼屋があったので牛丼にしたというのはよくあ

る。 売り物も客層も決めずに手法・手段を検討しても

る。
「なぜカレ ーではなく牛丼にしたのか」、 ただ「な

意味がない。経営とは戦略であり、手法・手段は戦術

んとなく」である。

である。 戦略を戦術でカバーしようとすれば、 どうし

一方、牛丼の４倍する1600円のバイキングを選択す

ても、戦術にムリ・ムダ・ムラが生まれる。

る客には、
「わけ（理由）」があり、 それに見合うサー

ムリとは、 目的に対し手法・手段が乏しいこと。 ム

ビスを求めてくる。そのためには、経営者は、経営者

ダとは、 目的に対し手法・手段が多過ぎること。 ムラ

感覚があり経験豊富で洞察力を持った料理人をビジネ

とは、目的に対し手法・手段が噛み合っていないこと

スパートナーにして一緒に考えることだ。

を指す。あえて言うと、何もしないという選択もありで、

オープン初日から２年間、連日行列ができ、延べ15
32
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サービス業としてのスキルアップ、スタッフの教育に集
中する。人づくり、接客サービスで勝負することこそ正
攻法である。

７

．おわりに

オープン初年度の大赤字を見事に改善したレストラ

バイキングはセルフサ ービスだから手間が掛からな

ンがある。 失敗の理由は、 前任の経営陣の見切り発

いだろうと決め込むのは、 大間違いである。 スタッフ

車に尽きる。 ２年目を引き継いだ経営トップは昼夜を

が客を誘導しないと空席ができる。相席は嫌がられる

厭わず店に出向きスタッフとの対話を基本に、食材か

ので、客数が落ちる。大皿の料理の盛り付けの修正を

らサービスまでのストーリーの演出家に徹し、組織全

しないと、商品価値が落ちる。料理がなくなると、客

体を巻き込んで「売り物、 客層、 サービスと営業」を

の不満が募るので、 なだめる必要がある。 客の食べ

全面的に見直した。そして短期間で黒字に転換した。

終わった皿の片付け、しかも嫌みのない退席の促し。

まさに、経営トップの執念と、従業員の協力体制の賜

客の質問や要望に対する対応など、接客すべき内容は

物であった。

いと

バイキングこそ高度となる。 一流ホテルがバイキングを

食ビジネスの成功には、さまざまな知恵や技が必要

目玉にする「わけ（理由）」である。いわゆる「目配り」

である。 ビジネスの成功例と失敗例を研究し、 まとめ

「気配り」はサービスの高度化であり、
「おもてなし」で

たものがマーケティング理論である。マーケティング理

ある。 特に、 料理はなくならないように、 しかも、 作

論を学んだ上で、 考え抜くことが知恵である。 知恵と

り過ぎないように、ホールと厨房のスタッフ同士の心の

は心の働きで、 知恵と技の高度化は強い現場づくりに

連携プレーが必要となる。 人づくりは、 経営者の人一

つながる。
「しあわせ」の語源は、
「仕合わせ」である。

倍の愛情が不可欠となる。

経営者と従業員、人と人、仕事と仕事を合わせること

客とスタッフのサービスに違和感をつくらないことが、

が「しあわせ」となるのだ。

客の心をほぐす。客の心の固さは財布の固さに連動し

また、
「稼ぐ力」という表現をよく耳にする。
「稼」と

ている。
「しっくり」くる場の空気（雰囲気）を気に入っ

いう文字は、禾（イネ）の取り入れは家の仕事という意

た客が、知人に店を紹介してくれる。

味に由来する。 家（組織 ）を構成するすべての人がそ
の能力をフルに発揮するためには、 家長（経営者）に
よる組織内部のつながり・仕組みづくりが不可欠であ
る。

あさりのスパゲティ・こごみ添え

知恵と技の料理の数々

（本誌で紹介した料理プランナー鈴木勤氏にコンタクト
天ぷら（サツマイモ、マイタケ、サンド豆、ちくわ）

を希望される場合は、ＪＣ総研までご連絡ください）
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農産物輸出の状況と牛肉における
取り組み
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

たかはし

よしはる

高橋 良晴

ち込んだが、2014年には101まで盛り返している。 牛肉

．はじめに

は回復してきているといっても、 売れ筋は焼き肉用の比

高齢化、 少子化のなかで、 わが国の食料市場は縮小
が予想されており、 国内消費の縮小を補完する新たな市

較的安価な肉で、ステーキ用などの高級肉は依然として
販売不振が続いているという。

場開拓が必要不可欠となっている。 農林水産業の活性

本報告では、農産物輸出において、今後とも引き続き

化において、輸出への取り組みは、販売チャネルの多様

伸びが期待できる牛肉の動向を中心に、その取り組み課

化の一環として、 必要不可欠な取り組み課題になってい

題などについて取りまとめてみた。

る。海外市場は国内市場と比べるとさまざまなリスクもあ
り、国内市場への対応とのバランスのなかで、内外一体
となった取り組みが必要である。
国内における食料品の消費動向について、家計調査に
おける支出額の推移を見てみると、2006年を基準（100）

２

．増加が続く農産物輸出

（１）概況
わが国の農林水産物の輸出額の推移を見てみると、

とした食料品の支出額は、食料全体では2014年は101と

2007年に5160億円まで増加した後は、2008年における

横ばいで推移している。品目別では、生鮮野菜（同106）

リーマン・ショックの発生、2011年の東日本大震災と東

や生鮮果物（同102）などは横ばいで推移しているが、米

京電力福島第一原子力発電所の事故などにより、2012

は価格の下落もあって2014年は80と低迷している他、生

年の4497億円まで低迷を続けていた。その後、2013年

鮮魚介も82と落ち込みが見られる（図１）。

に5505億円（前年比22 ％増 ）、2014年は6117億円（同

増減が分かれているのが畜産物で、 牛乳は減少（同

11％増）と連続して増加、過去最高を記録している。こ

84）しているが、ヨーグルトは大きく伸びている（同139）。

の内訳を見てみると、水産物は、2013年に518億円の増

肉類の場合、鶏肉が大きく伸びている（同131）他、豚肉

加（同31％増）と大きく伸びているが、2014年は120億円

も増加している（同117）。牛肉は、2012年には88まで落

の増加（同5％増）にとどまっている。農産物は、433億
円の増加（同14％増）と、2013年の456億円の増加（同
17％増）に続き、堅調な伸びを示している（図２）。
（２）主要20品目における農産物輸出
農林水産物の輸出状況の推移を、 加工品を除く主要
20品目について見てみると、 輸出額の筆頭であるホタテ
貝は、2013年は210億円増加（前年比111％増）し、2014
年も48億円の増加（同12％増）となっている。カツオ・マ
グロ類は2013年の37億円の増加（同27 ％）から、2014
年は16億円の減少（同９％減）となっている。リンゴは、
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の後、2012年9月にアメリカ向け輸出が再開したことを契
機に順調な増加を示しており、2014年の輸出額は82億円
にまで拡大している。
輸出先を国・地域別に見ると、2010年以前はベトナム
を中心とするその他地域が過半を占めていた年もあった
が、2010年以降は輸入解禁などにより輸出先が増加して
いる。2014年は香港が最も多く20億円で全体の25％を
占めており、次いで、カンボジア19億円（同23％）となっ
ている。2007年に輸出額の半分を占めていたアメリカ向
けの輸出は、口蹄疫の発生により一時取
引が途絶えたが、2012年の再開により
2014年は12億円（同15％）にまで増加し
ている（図４）。
（２）国内における輸出状況
国内における牛肉の輸出状況を、所管
する税関別に見てみると、2010年の取扱
額は、 東京税関と門司税関が12億円で
ほぼ並んでおり、それぞれ全体の34％、
35 ％を占めていたが、2014年は、 門司
税関の取扱額が37億円で最も多く全体
の46％を占めており、次いで東京税関と
神戸税関が14億円（同17％）で並んでい
2012年の不作による落ち込み（32億円減少、同49％減）

。なお、 門司税関の構成を見ると、 福岡空港
る（図５）

から2013年の豊作による増加（38億円増加、116％増）

が51％、下関が32％を占めている。

へと変動が大きいが、2014年は引き続き15億円増加（同
21％増）と好調である（図３）。

（３）牛肉の輸出と認定施設
食肉の輸出については、動物検疫所による輸出検疫の

主要品目のなかで、2013年に続き2014年も伸びてい

他、輸出相手国・地域の規制に基づき、認定施設におけ

るのは、牛肉（24億円増加、同42％増）と、サケ・マス

る食肉処理、衛生証明書の添付などを規定した輸出条件

（31億円増加、同37％増）で、牛肉は2012年から増加基

が定められている。牛肉の場合、
「輸出食肉を取扱うと畜
場の認定要件」など、 輸出食肉認定制度の対象になって

調が続いている。

３

．牛肉の輸出状況

（１）国・地域別輸出状況
牛肉の輸出金額の推移を見てみると、2008年に40億
円まで増加した輸出額は、リーマン・ショックによる景気
低迷に加えて、2010年の宮崎県における口蹄疫の発生、
2011年の原発事故など、相次ぐ環境の悪化により減少し、
2010 ～ 2011年の輸出額は34億円台で推移している。そ
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カ所が九州に位置するなど、 輸出先によっては地域に偏
りが見られる（表１）。

４

．牛肉のブランド化と輸出への取り組み

（１）わが国の牛肉事情——ブランド管理と格付け
牛肉の輸出環境は、 既述のとおり、 口蹄疫の発生や
原発事故などにより苦境に陥ったが、比較的短時間に立
ち直り輸出の回復を果たしている。 こうした背景には、
いるのは、アメリカ、カナダ、香港など15カ国・地域に上

牛肉のブランド化が進んでおり、牛トレーサビリティー制

る。なかでも、認定基準の基本となっているアメリカやＥ

度と共に、 安全性が高く評価されていることが挙げられ

Ｕなどでは、衛生管理などの認定条件を満たす施設を保

よう。

有し、 かつ、
「ＨＡＣＣＰ方式（Hazard Analysis and

わが国の牛肉ブランドの実態については意外と知られ

Critical Control Point）による衛生管理実施基準」による

ていないところがある。日本を代表する牛肉ブランドとい

管理が求められるなど、認定基準が厳しい。

えば、
「神戸牛」「松阪牛」「近江牛」などが有名で、高級

輸出をするためには、 こうした施設を経由しなければ

牛肉の代名詞になっている。
「神戸牛 」は「但馬牛（う

ならないが、 認可のための新たな設備投資はもちろんの

し）」が素牛になっており、これは品種としては黒毛和種

こと、運営管理のメンテナンスコストも大きい。条件をク

に当たる。

リアするために、 工場を新設、 申請してから認可までに

ブランドの内容について、
「神戸牛」について見てみると、

数年を要することもあるという。加えて、持ち込まれる数

実は「神戸肉・神戸ビーフ」というのが正式名称で、生

量が確保されなければ採算が取れないことから、 施設

きた「神戸牛」は存在しない。1983（昭和58）年9月に設

の設置は容易にはいかない。

立された「神戸肉流通推進協議会」
（以下「協議会」）に

わが国における輸出向けの認定施設数は、対アメリカ

より、基準の策定や商標の認定など、輸出管理を含めて

は９カ所、対香港は10カ所、2013年にようやく輸出が解

さまざまなブランド管理がなされている注１）。 まず、 素牛

禁された対ＥＵの場合は３カ所など数が限られている。

である「但馬牛（うし）」にかかる規定の他、飼養管理す

こうした施設の立地条件を見ると、対アメリカの場合は７

る登録会員（生産者）、出荷場所、歩留・肉質等級など
の規定があり、 これらの条件を満
たすものが、 兵庫県産但 馬 牛
（ぎゅう）と定義される。次に、こ
の兵庫県産但馬牛のうち、 さらに
高い等級など、 定められた事項に
該当するものが、
「神戸肉・ 神戸

注１）2009年から「但馬牛血統証明シス
テム」が稼働しており、「神戸肉流通推進
協議会 」のホ ー ム ペ ー ジで個体識別番号
により、 生産者や取引市場、 認定状況な
どを、一度に検索閲覧することができる
注２） 神戸肉流通推進協議会規約第20
条、21条
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ビーフ」と定義される注２）。

物理的にも資源的にもなかなか難しく、 代表的なブラン

わが国では「黒毛和種 」が肉専用種として最も多く飼
あか げ

ドが、先駆的に輸出に取り組んでいるといえる。

育されているが、 この他にも、
「褐 毛 和種 」「日本短角

「神戸ビーフ」の輸出の場合を見てみると、定義として

種」「無角和種」などの品種があり、この４品種とその４

県内の食肉センターに出荷することが規定されているた

「黒毛和
品種間の交雑種が「和牛」注３）と呼ばれている。

め、県外で加工すると「神戸ビーフ」でなくなってしまうと

種」にかかるブランドだけでも全国各地に160ほど見られ

いうブランド管理のハ ードルがある（現在では特別に鹿

注４）

児島の１施設のみを認定し対応）。 海外における知名度

牛肉はご当地特産物ということができる。

の高さに比べて、 輸出の実現は意外に遅く、 初輸出は

、生産規模や基準などはさまざまで一律ではないが、

ブランドの管理については、日本食肉格付協会の格付

2012年２月で、県内工場が認定施設になり、初めてマカ

けを基準にブランド肉の定義を行っているところが多い

オ向けに輸出が実現した。 その後、7月に香港、11月に

が、 基準となる等級は各団体によって異なっている。 肉

はアメリカへ、2013年にはタイとシンガポールへと、輸出

質等級を限定すると流通量を確保するのが厳しくなること

先は広がっており、輸出数量は2011年の1.1tから2014年

もあるため、安定的な供給に配慮して、同じ飼養牛でも

には45.7tへと増加している。

等級に応じてブランド名を分けているケ ースも見られる
（表２）。

2012年にアメリカへ輸出された「神戸ビーフ」は５頭分
（170㎏）であったが、その後現地において「Kobe Beef」

（２）輸出におけるブランドの確保と指定店舗制度
牛肉の輸出においては、輸出相手国・地域に応じて、

と銘打った販売が横行し、経済誌『フォーブス』におい
て取扱業者を食品偽装で告発するという事態が生じてい
注５）

。改めてわが国の牛肉（神戸ビーフ）に対する人気

衛生基準などを満たす認定施設に持ち込まなければなら

る

ない。例えばアメリカに輸出しようとすると、兵庫県の場

の高さがうかがわれると共に、 ブランドの確保に対する

合には、鹿児島県の特別に認定された施設にまで運ぶこ

取り組みの必要性が問われている。

とになり、静岡県の場合には、群馬県にまで牛を搬送す

「協議会」では、2007年に施行した輸出牛肉取扱要領

ることになる。 さらに、 輸出の際には、 ブランドを認定

などに基づき、海外におけるブランド管理を行っている。

するため施設まで担当者が格付け確認などに立ち会う必

輸出者や現地輸入者・卸売業者は会員指定登録をされて

要もある。 既述のとおり、 わが国には多数のブランドが

おり、 この会員からの事前協議と輸出申請により輸出を

あるが、これらの産地がそれぞれ輸出に取り組むのは、

行う。 また、 海外の現地輸入者や卸売業者、 小売店・
レストランについても国内同
様に登録が行われ、 指定
登録店として指定証などが
注３）Wikipedia「和牛」より。
なお、
「和牛」表示（「WAGYU」
「わ
ぎゅう」「ワギュウ」も同じ）につ
いては農林水産省ガ イ ド ラ イ ン
（2007年3月26日発表）がある
注４）
（ 公財 ）日本食肉消費総合
セ ン タ ー「銘柄牛肉検索シ ス テ
ム」より
s Biggest Scam:
注 ５）Food’
The Great Kobe Beef Lie
(Lifestyle 2 FREE issues of
Forbes Apr.12,2012@9:19PM)
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配布される注６）。また、モニター制度により、海外の現地

ク」が45％を占めて最も多かったが、2014年度には「友

卸業者を「モニター員」に任命して、 管理体制の強化に

人の紹介」が33％で「ガイドブック」の34％と並んできて

取り組んでいる注７）。

いる。 香港の店と同じものが、 日本ではかなり安く食べ

（３）海外からの観光客の国内店舗への来店増加（佐
賀県の場合）

られるといった口コミ評判が、 日本における来店客の増
加につながっているものと見られている。

既述の『フォーブス』誌の報道において留意されるの

観光客は佐賀牛を目当てに来店するので、 日本人のお

が、偽装の告発だけでなく「日本に行く機会があればぜ

客さまに比べて単価が高いメニ ューを選ばれるという。

ひ本物を食べるべき」旨のコメントであろう。これは、日

一方で、 旅行中ではなかなか予約をしにくいこともあり、

本に食べに行きたいほど牛肉への関心が高いことを示唆

お待たせしてしまうケースが多くなるのが課題になってい

している。こうした日本産牛肉の人気は、アメリカにとど

るという。

まるものではなく、アジアでも人気が高まっている。こう

こうした海外の観光客の関心の高さを勘案すると、輸

した状況について、以下では佐賀県における事例を紹介

出により海外市場に売り込むだけでなく、 国内で食べて

したい。

もらうことも、海外市場開拓の１つの選択肢として考える

佐賀県では若手肥育農家グループによる取り組みによ

ことができよう。

り、1984（昭和59）年には「佐賀牛」ブランドで国内販売
を始めている。国内の景気低迷などにより高級牛肉の売
り上げが伸び悩むなかで、輸出にも積極的に取り組んで
おり、2007年に初めて香港向けの輸出を開始し、2008
年にはアメリカへも輸出を行うなど、輸出先を広げてきた。
販促活動の他、 海外においても取扱指定店が拡大して
おり、輸出数量は2007年の10tから2014年には43ｔへ増
加している。
1993年、ＪＡさがでは佐賀市内にアンテナショップと
き ら

して、佐賀牛レストラン「季楽」をオープンし、その後も
（ 2007年）、
「季楽
「銀座季楽 」
（2005年）、
「博多季楽 」

５

．今後の取り組み課題について

（ 2009年）と店舗を開設している。香港における
鳥栖店」

わが国の農産物は国際市場では割高になることが避け

知名度向上もあって、国内においても海外からの観光客

られず、高価格でも売れるためには、高品質や安全性な

が来店するようになった。
「季楽本店 」
（佐賀市 ）および

どの付加価値が求められる。 国際市場の需要増加によ

「博多季楽」における来店客へのアンケート調査によると、

り国内に出回る量が減少した、一昨年のホタテ貝の輸出

海外からの来店客数は、2008年度は合計1277人で、 う

激増は異例の事態であるが、こうした海外市場でも通用

ち85％が香港からの観光客であった。 口蹄疫の発生し

する食材を確保することは、農産物の輸出拡大において

た2010年度は1390人と前年度に比べ減少したものの、

期待されるところである。

2011年度には1505人と急速に回復し、その後は、2012

牛肉について見てみると、 このところの景気回復の兆

年度2592人、2013年度5467人、2014年度1万879人と、

しにより国内需要が回復してきており、 焼き肉用の部位

倍々の増加になっている。海外からの来店客に団体客は

は売れるようになってきたというが、リブロースやサーロ

ほとんどなく、 国・地域としては香港からが引き続き大
半を占めるが、中国・台湾などの増加により、その割合
は７割程度になっている（図６）。
来店要因について見てみると、2012 年度は「ガイドブッ
38

ＪＣ総研レポート／2015年 夏／VOL.34

注６）
（ 公社）兵庫県畜産協会編『続但馬牛物語──但馬牛・神戸ビー
フの歩み』
注７）神戸新聞 NEXT 2 0 1 4 年 12月16日9時12分
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インといった高級肉の売り上げは依然として不振で、 こ
の部位をいかに売りさばくかが課題になっている。一方、

の整備が必要である。
３つ目は、流通（市場）におけるブランドの確立がある。

海外ではこうした高級肉における日本ブランドの人気は根

ヨーロッパでは、高級牛肉が「KOBE」と名称されている

強いものがあり、 国内市場を補完して引き続き伸びが期

ケースもあるという注８）。輸出拡大に伴い、誤表示なども

待できる有力産物であるといえる。

増えており、 ブランドの定着が課題となっている。
「神戸

牛肉における輸出拡大は、販売促進を行えばいいとい

ビーフ」の場合はモニター員の配置による対応などにより

うものではなく、 生産から流通まで一貫した取り組みが

ブランドの周知、 普及に努めているが、 民間レベルにお

必要であり、 それぞれの段階での課題が見られる（図

ける取り組みは、販売店やレストランといった点の取り組

７）。

みに限られてしまう。 日本の代表的なブランドが認知さ

１つ目は生産サイドにおける供給体制の確保である。

れないことは日本ブランドの認知低下にもつながりかねな

高級牛肉は、 生産される牛のうちで認定を受けられるも

い。この６月から、ＧＩ（Geographical Indication）制度

のは限られており、数量の確保には飼育牛の絶対数を増

（地理的表示保護制度）が施行されることもあり、今後、

やす必要があるが、 素牛価格や飼料代の上昇による採

面における取り組みとして、 国家レベルにおける支援体

算性の悪化、 生産者の高齢化による繁殖農家の減少な

制の充実が期待される。

ど、 畜産を巡る環境は厳しく、 供給体制の弱体化が懸

４つ目は、内外一体となった海外消費者へのアプロー

念されている。一貫した生産体制や、安定した飼料の供

チである。 佐賀県のように海外からのお客さまは多いと

給など、生産体制自体の整備が必要になっている。

いう話はあちらこちらで聞かれ、 海外における知名度向

２つ目は販売における非効率さである。
「神戸ビーフ」

上は国内における消費拡大にもつながっていることがう

といえどもアメリカや香港に輸出するためには、わざわざ

かがえる。 日本の農産物の輸出増加の背景には、 和食

鹿児島にまで牛を搬送しなければならない。一方で、マ

文化の世界無形文化遺産登録により、 日本の食文化へ

カオやカンボジアといったアジア向けの場合は、 認定施

の関心が増えていることもあるといわれる。加えて、東京

設が多く、 あるいは認可取得が容易ということで、 アジ

オリンピック開催決定を受けた観光客の誘致の活発化な

ア向けの輸出が拡大している。偽造まがいの取引が横行

どもあり、 食文化交流から国内レストランにおける海外

する背景には、知名度の高さやＰＲの割に実際に流通す

観光客へのアプローチについても留意する必要があろう。

る牛肉の量が少ないということも挙げられ、 市場のニー

輸出拡大により国際市場における日本ブランドが一層

ズに即して適正な供給を行うためには、円滑な流通体制

確立すれば、本物が入手できる店舗の周知なども進むだ
ろう。国内外市場にお
ける消費全体が拡大す
ることにより、 国内の
農業生産の活性化が
進むことを期待すると
ころである。

注８）朝日新聞デ ジ タ ル
2014 年 7 月 8 日 15 時
20分
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食文化を支える「学校給食」
農林中央金庫 農林水産環境事業部 管理役

１

．和食が世界無形文化遺産に登録されたけれど……

ば

けんいち

ＪＣ総研が実施した「米の消費行動に関する調査結
果〜 2014年調査〜」から食生活を概観してみよう。１

2013年12月４日「和食：日本人の伝統的な食文化」

週間（21食）の主食について尋ねたものが、表１・表２

が世界無形文化遺産に登録され、大きな話題となった。

である。トータルでは家庭で炊飯したご飯を主食とす

和食の特徴として、多様で新鮮な食材とその持ち味の

る食数とパン・ 麺を含めた中食、 外食の食数および

尊重や健康的な食生活を支える栄養バランスなどが挙

「食べない」がおおむね半々となっている。既婚層では

げられる。しかし、私たちの食生活を振り返ると、健

家庭で炊飯したご飯を主食とする食数が半数を超えた

康的な食生活とはややかけ離れている実態も垣間見え、

のに対し、 単身女性：7.91食、 単身男性：6.92食と大

どの程度根付いているのか疑問視せざるを得ない。

きく下がり、
「食べなかった」がそれぞれ2.02食、2.27

2015年３月２日付『日本経済新聞 』夕刊「人間発見 」

食と２食を上回った。

で ──日本料理はやさしく楽しい① ──“食文化の良

40

と り

鳥羽 賢一

朝食に限る（７食）と、 トータルでは家庭で炊飯し

さ見失ってないか 和食ブームに危機感募らす”として、

たご飯2.75食、 中・外食のパン2.73食とほぼ変わらな

野崎洋光さんは「和食が、 すばらしいからユネスコの

い。単身層では、家庭で炊飯したご飯が共に1.79食と

無形文化遺産に登録されたといわれているけれど、

２食を下回り、中・外食のパンと逆転し、
「食べなかっ

ちょっと違うのではないかと思っています。日本人が和

た」も１食を超えた。単身層や若年層の不規則な食生

食を忘れてしまったから登録されたのではないでしょう

活については本レポートでも言及したが、 中食、 外食

か。……」と警鐘を鳴らしている。

に依存する実態が顕著になっている。

また、少し前になるが、2014年10月22日付『東京新

スーパーのお弁当、総菜コーナーはバラエティーに

聞』コラム「筆洗」は、物理学者の中谷宇吉郎博士が

富み品数が豊富だ。 コンビニでもおにぎりやお弁当の

おこげのおにぎりのおいしさを書いた随筆を引用しつ

開発に注力しているようである。業績好調の（株）セブ

つ、 本当のおいしさについて「……家庭で苦労して

ン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文会長は、
「情報

作ったお弁当を持たせると嫌がる子がいるという▼家

の洪水の中で消費者の選択眼はみがかれている」
「お

で作る弁当なので『外見 』が悪いこともある。 色鮮や

いしいものほどあきる」と述べ、 新商品の開発に余念

かとはなかなかいかぬ。煮物や漬物など臭いが出るも

がない。外食で済まそうとすればファストフード、ファ

のもある。 そういう弁当を見た他の子が、
『気持ち悪

ミリーレストランをはじめ外食チェーンがそこかしこに

い』
『臭い』とからかうという。 そんな経験をすれば、

ある。また、インスタント食品、レトルト食品、冷凍食

家庭の弁当を嫌がるようになる。 悲劇である▼コンビ

品などを利用すれば手間が掛からない。 ご飯を炊か

ニ弁当に見慣れたのか、 形が整い、 色がきれいな食

ず料理を作らない生活が若年層のみならず既婚層にも

べ物こそ『おいしい』と勘違いしてしまっている▼……」

浸透しつつあるようだ。 安全・安心な素材やおいしさ

と記している。

にこだわった食品やお店も多く、一概に日本の伝統的
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な食文化を失わせているとはいえないが、 影響してい
ることは間違いないであろう。

もとより、 食育はあらゆる世代の国民に必要なもの

ちなみに、 ＪＣ総研の調査で炊飯に関して困ってい

であるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及

る点・嫌な点を尋ねたのが、図１である。
「米を研ぐ」

び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって

ことがトップで14.7％、 一方、
「特に困っていることや

健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく

嫌なことはない」は６割に近い。もし、
「炊飯しないか

基礎となるものである」と記している。

ら困っていない」のであれば、 やや悲しい調査結果で
ある。

食育とは「あらゆる世代の国民に必要なもの」とある
が、往々にして子どもたちに対するものと考えがちであ
る。前述したＪＣ総研の調査結果からもうかがえるよう

２

．今、学校給食が食育の命綱

に本来は私たち大人世代にこそまず求められるべきで
あろう。 一度身に付いた食習慣を変えることは容易な

「食育」という言葉、今ではすっかり定着し、その重

ことではないし、仕事柄生活が不規則にならざるを得

要性が語られることは多い。2005年に成立した「食育

ない場合もある。自らの食生活を見つめ直しつつ、子

基本法」の前文を読んでみよう。

どもたちの食育を考えたい。子どものころの食習慣、

「二十一世紀における我が国の発展のためには、 子

食生活が健全であれば、大人になっても体が覚えてい

どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に

るのではないか。30代を中心にした子育て世代は、子

向かって羽ばたくことができるようにするとともに、 す

どもたちへの食育が直接求められる責任世代といえよ

べての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生

う。

き生きと暮らすことができるようにすることが大切であ
る。

42

められている。

本稿では、その食育の担い手として「学校給食」を
捉え、そのあり方について考察していきたい。
「学校給

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身

食法 」では、 第二条で学校給食の目標として、
「適切

に付けていくためには、何よりも『食』が重要である。

な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」や

今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、

「日常生活における食事について正しい理解を深め、

知育、 徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付け

健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び

るとともに、様々な経験を通じて『食』に関する知識と

望ましい食習慣を養うこと」など７項目が挙げられ、

『食 』を選択する力を習得し、 健全な食生活を実践す

伝統的な食文化、 食料の生産・流通および消費につ

ることができる人間を育てる食育を推進することが求

いての理解にも言及している。 牧下圭貴氏は著書『学
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校給食── 食育の期待と食の不安のはざまで』
（岩波

……一方で三条市民は冷静だ。 理由は10年以上も学

ブックレット №.751）で、
「子どもたちの栄養を満たす

校給食を柱に食育を進めてきた地域性にあると考える。

ことから食育へと主目的が変わった学校給食ですが、

……」とある。 保護者などから意見が出ても、 すぐに

食育が求められるような時代背景であるからこそ、 栄

やめましょうというわけにはいかない。この判断をする

養バランスのよい学校給食が、子どもたちの命綱のひ

に当たり、どの食材で栄養価を補うかを考えるだけで

とつになっている側面も否めません」と述べている。

も大変な負担増だと思える。 自治体として、 あるいは
学校現場や地域を含めて学校給食を真剣に考えてい

３

る姿勢が感じられた。

．学校給食に地域で取り組む

学校給食を語るときに欠かせないのが、
「食育」とと

文部科学省が2015年２月13日公表した「平成25年

もに「地産池消」であろう。2014年12月、岩手県紫波

度学校給食実施状況調査 」によると、 学校給食実施

町で開催された（一財）都市農山漁村交流活性化機構

率は小学校：99.2％、中学校：86.9％である。また、週

主催の「学校給食における地場食材活用セミナー」に

３回以上米飯給食を実施している小・中学校は95.0％

地産池消による学校給食を推進する関係者（行政、学

に上るが、週５回の完全米飯給食を実施しているのは

校栄養職員、生産者など）が集った。そのテーマは、

7.3 ％と１割に届かない。 学校給食の実施は義務では

地場食材を学校給食の現場に安定供給し、給食活動

なく、 設置者である自治体（市町村）などの判断であ

を通じた食育活動を持続的なものにするため、教育現

る。当然、運営についても自校方式かセンター方式か、

場と生産現場の理解促進と連携であった。当セミナー

献立や食材調達はどうするか、職員（調理員）の配置

に参加した筆者の率直な感想は、 学校給食での「地

なども委ねられている。牧下圭貴氏は前述の著書で、

産池消」と「食育」の取り組みは言葉でいうほど簡単で

「学校給食に地域のさまざまな主体がどのように関わる

はないということである。 理想は安心・安全な地元産

のかは、 その自治体や市民の自治レベルの目安ともな

食材100％で学校給食を提供することかもしれないが、

ります。その意味で、学校給食は『自治の鏡 』でもあ

岩手県の農業地帯でさえ地元産利用は限られてしまう

ります」と主張している。

ようだ。毎日限られた時間で多量に調理する必要があ

自治体の学校給食への関わりについて考えるとき、

る学校側（調理員サイド）では、極力大きさのそろって

参考になる事例がある。昨年話題となった新潟県三条

いる調理しやすい食材の納入を求めるが、生産者から

市が牛乳を外す学校給食を試みたことである。国が定

見るとやや基準が高すぎると感じることもあるようだ。

めている学校給食摂取基準ではカルシウムは、 生徒

また、運営がセンター方式か自校方式かで必要数量も

（ 12 ～ 14歳 ）の場合400ｍｇで、牛乳が主な供給源と

大きく変わる。このような難しさがあるなかで、いろい

なっている。
（ちなみに牛乳１本〈200ｍｌ〉で約200ｍｇ

ろな立場の方の苦労や前向きな取り組みを聞くことが

のカルシウムが摂取できるようである）
「学校給食に牛

できて、大変有意義な機会であった。

乳は必要か否か」 の議論については後述するとして、

2015年４月17日付『全国農業新聞 』には「全ては子

三条市教育長の長谷川正二氏が寄稿している2014年９

どもたちのために」と題し、東京都日野市の学校給食

月５日付『毎日新聞』
「論点」を読むと、
「三条市では毎

への地場食材の活用推進事例が紹介された。 当市で

日例外なく米飯給食を提供している。……子供たちの

は30年以上前から地場食材の活用を推進し、44の協

生涯にわたる健康的な食習慣の定着を目指すからであ

力農家が３地区に分かれて納入体制を構築している。

る。日本人の米消費の激減と、増え続ける生活習慣病

また、 農業体験で食の大事さを伝え、 保護者や生産

が、 完全米飯給食への転換を後押しした。 使用する

者を招いて学校給食の試食会などで食育や地域農業

米にもこだわる。 ……この試行に対するテレビ取材や

への理解につなげているとのことである。

新聞報道等、 全国的な反響の大きさに驚かされた。
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４

．どんな給食を目指すのか

んと摂取していくことは重要であろう。 筆者は、 米飯
給食に添えても特別違和感はなく、和食の持ち味やお

前述のとおり、現在完全米飯給食を実施している比

いしさを乱すことはないと思う。 ただ、 午前中の休み

率は１割に満たないものの、 小学校ではほぼ100 ％米

時間後などに変えた方が、 子どもたちにとって飲みや

飯給食を導入している。 食文化の継承や健康的な食

すいかもしれない。 三条市でも以前そのような取り組

生活という観点からも、原則として、完全米飯給食を

みを行ったが、学校での負担が大きかったようだ。一

志向するべきだと考えたい。 事例として紹介した三条

方で、先に紹介した2014年９月５日付『毎日新聞』
「論

市では2008年度から完全米飯給食を実施しており、

点」では、女子栄養大学上西一弘教授が「……牛乳を

同市のホームページには「『子どもたちを変えることが

食事中に飲むと食事全体のカルシウムの吸収量が高ま

できれば、 親になったときに三条市の食生活が変わり、

る可能性も考えられる。 ここに食事と共に牛乳を提供

市民の健康レベルは向上する！』このような考えから、

する意義がある……」と指摘している。

完全米飯給食を起点とした、 食育に取り組んでいま

ＪＣ総研で2014年11月に実施した「畜産物等の消費

す」とある。以前、食育関係のシンポジウムで、
「子ど

行動調査」で、学校給食（米飯給食）で牛乳を飲むこ

ものころ、 きちんとした食習慣ができれば、 一時期

とについてどう思うかを尋ねたものが、図２である。

ファストフード中心となっても年を経ればまた戻ります」

トータルでは、３人に１人が「良いと思う」と回答し、

という旨の発言があったことを記憶している。良くも悪

「やむを得ない」を含めると６割に達し、
「別の時間に

くも一度身に付いた習慣は容易に抜けないものであろ

飲む方が良い」
「牛乳以外に変えるべきだ」との意見は

う。 健康な心と体をつくることが食育で、 その基幹を

おおむね２割であった。属性別では、単身男性で「良

学校給食で担うとすれば、素材を活かした和食のおい

いと思う」
「やむを得ない」を合わせても半数に満たず、

しさと栄養バランスの取れた米飯給食がより望ましい
であろう。

「その他／分からない」は３割を超え、関心が薄いよう
だ。年齢層別に見ると、
「良いと思う」は60代：37.1％、

ここで、先の三条市の事例「学校給食に牛乳は必要

70代：43.5％と高年齢層で肯定的意見が多い。 一方、

か否か」、つまり、ご飯（和食）に牛乳が合うかという

「牛乳以外に変えるべきだ」が30代から50代で１割前

議論について考えてみよう。 牛乳は子どもの成長に欠

後、 特に40代は14.2 ％を占め、 子育て世代がやや否

かせない食品である。 家庭の食生活が不規則になっ

定的である。

ているなかで、 牛乳でカルシウムなどの栄養素をきち

今まで述べてきたことから、 学校給食を「食育」の
観点で整理すると、 以下の４点
が 挙げられよう。
① より身近な食材（を使った）
② 健康な心と体をつくる栄養バラ
ンスの取れたおいしい食事（を
食べ）
③ 食事を作る楽しさ、大変さ（を
知り）
は

④ 食材の生産現場（に想いを馳せ
る）

「 これは○○君のお父さんが
作ったキュウリ」というようなこと
が分かれば給食への関心も大き
44
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く高まる。地場産食材の使用とともに、産地・生産者

は高校生）でも子どもの朝食欠食はかなりの割合であ

との連携により食材を身近に感じさせる取り組みが求

る。 今も厚生労 働 省の第２次 食 育推 進 基 本 計画

められよう。さらに、牛乳を例に取れば、酪農家を訪

（2011 ～ 2015年度）で食育の推進に当たっての目標と

問できる機会はほとんどないと思うが、 昨今、 厳しい

して、 朝食を欠食する国民の割合の減少が挙げられ、

生産環境から酪農家の廃業が相次ぎ、 生乳生産が減

それほど変わっていないようだ。

少している状況が少しでも理解できれば、 思いも違っ

だんらん

「食事に時間をかけ、団欒のなかでゆっくり味わうの
が豊かさの証拠だといわれてきた。 だが、 日本人やア

てくるのではないか。
振り返ると、 筆者が給食を食べた小・ 中学校時代

メリカ人はどうやらそういう気質ではないらしい。食事

はおおむね昭和40年代である。 学校生活のなかでも

のことに気をとられるのは衰弱現象だ、 といった考え

給食の時間は楽しい思い出であり、 皆で一緒に同じも

方が強い」

のを食べたこともその一因であろう。 そして、 給食の

当時は、高度成長期を過ぎ、オイルショックはあっ

おばさんが作っている姿が見えたことがおいしさを倍

たものの衣食住に不自由することのない時代である。

増させたように思う。 小学生のころは、朝、夕食はご

日本人は以前から食事よりも仕事に関心が向いている

飯だし、遊んでお腹が空くとおにぎりを食べ、ご飯をよ

のであろう。 現在はより食べ物が豊富にあり、 より手

く食べた。 家でパンを食べることはほとんどなかった

軽に食べられる時代だからこそ一層食生活に関心を持

が、給食＝パン、牛乳（最初は脱脂粉乳だった）に違

つ必要があると思う。食育は本来家庭が主体となるべ

和感はなかった。家が野菜農家であったためか、おか

きもので、 子どもは家庭の食卓で何をどのように食べ

ずは鯨肉の竜田揚げなどがおいしかった印象があり、

るかを知るはずである。 しかし、 家族バラバラに好き

家で食べるおかずと少し違うな（洋風？）と思った記憶

なものを食べる風潮が一層強くなったように感じられ

がある。

る。学校給食だけが食育を担う状況は必ずしも健全な

５

状況ではなく、 家庭の食事のことに気を配ることので
きる生活を目指したい。

．おわりに

今回は、 給食に対する思いをつづったが、 機会が

らんまん

「桜花爛漫、新学年がはじまった。あなたのお子さ

あれば、昨今の給食現場をじっくり見てみたい。

んは、 朝御飯を食べて学校に行きますか。 四年前、
東京都で調べたことがあるが、 朝食なしで登校するこ
とが『よくある』
『たまにある』というものが、小、中学
生の四割もあった。 言いかえれば、 朝きちんと食事を
する子は六割しかいない。朝食習慣が薄れてきたのは
日本だけではないらしい。米国にも『アメリカ人家庭の
四分の三は、家族全員で朝食をとっていない。朝食な
しも大勢いる』という報告がある。……」
たまたま読んでいた『天声人語＜８＞ 1973・4 ～
1975・11』
（深代惇郎、朝日文庫）で見つけた、今か
ら40年前、1975年４月６日付の『朝日新聞 』
「天声人
語」からの引用である。
本稿では、健全な食生活からかけ離れている現在、
食育の担い手として学校給食の重要性を述べてきた。
この「天声人語」に述べられているように40年前（筆者
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食育の生きた教材「学校給食」を考える
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

か

と う

み

き

加藤 美紀

今も昔も子どもたちが学校生活を送るなかで楽しみに

すが、 市の目標値は50％となっており、 目標達成まで

していることの１つが「学校給食 」です。 献立表にデ

の取り組みが模索されていました。 また、 食材導入を

ザートが載っている日は朝から元気はつらつだった子ど

担う生産者の高齢化なども課題として認識されており、

も時代を思い出します。今、この学校給食に地場食材

地場食材の活用をさらに進めるための今後の展開を地

を活用し、
「生きた教材」として食育に活かそうという活

域全体で考える機会が必要でした。

動が広がりつつあります。

・学校のニーズ
糸島市の小学校16校、中学校４校の調理師および栄

法律で位置付けられた「地場食材の活用」

養教諭などにアンケート調査を実施しました。糸島市の

７年前、学校給食の根拠法である「学校給食法」が

学校給食の調理は約７割が民間委託により運営されて

大きく改正されました。学校給食の目的を単なる栄養補

います。また、栄養教諭は約７割が配置されています。

給のための食事にとどめず、教育活動の一環として捉え、

今後、 地場食材の活用を増やしたいかを聞いたとこ

食の指導を行うために学校給食に「地場食材の活用」

ろ、ほとんどが「増やしたい」
「現状維持」と回答して

を位置付けました。地場食材の活用は、地域農業や食

います。地場食材に関するニーズは高いといえます。

文化の理解と関心を深めるなど教育効果が期待されて

地場食材の活用が進まない理由として過半数が「数

います。 また、2010年に公布された「地域の農林水産

量が足りない」
「端境期に種類が少ない」と回答してお

物の利用促進に関する法律」では、 生産者と消費者と

り、需要に合わせた生産計画が求められています。

は ざかい き

の結び付き強化や消費者の豊かな食生活の実現、食料

地場食材活用の条件として、
「規格の統一」や「品質

自給率向上の寄与を基本理念に掲げ、具体的な取り組

の安定」などの要望が多く、大量調理するための効率

みとして学校給食における地域農林水産物の利用を促

的な作業工程に合った地場食材が求められていること

進しています。

が分かります。 また、
「発注先の一元化 」
「ＪＡとの話
し合いの場」など、生産・供給側の窓口機能も求めら

ＪＡ糸島の取り組み

れています。

供給する生産者にとって学校給食は、 消費者との関
係強化による地域農業への理解の深まりや児童のより良

糸島市では、学校ごとに学校給食に導入する生産者

い食づくりに向けた社会的貢献、需要の拡大、販路開

グループがあり、こうした生産者と伊都菜彩に出荷して

拓による地域農業の活性化などがメリットといえます。

いる生産者合わせて40人にアンケート調査を実施しまし

ＪＡ糸島（福岡県）では、 農林水産省の補助事業を
活用し、国内最大の農産物直売所「伊都菜彩」を拠点
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・生産者の意識

た。
回答者40人の主な農産物は農産物直売所を販路とし、

に、
「学校給食」を核にした地域内の流通システムを検

市場出荷や学校給食にも出荷しています。学校給食の

討しました。 そもそも糸島市の地場食材活用率は全国

年間販売額は、10万円未満が最も多い結果でした。学

平均を大きく上回る48.1％（重量ベース、2011年度）で

校給食への販売について聞いたところ、
「現在販売して
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いて、 さらに増やしたい」など前向きに取り組みたいと

す。 納品時間が限られており、 当日納品が基本です。

する回答が約８割を占めていました。年齢を見てみると、

保冷庫の設置や常温で保存できる野菜などは前日納品

若い年齢層の生産者ほど学校給食へ関心を示している

可能とするなど現場に合わせたルールづくりが必要です。

傾向にあります。

ＪＡ糸島では、今ある仕組みを尊重しさらに拡大して

学校給食の効果として、子や親の地域農業の理解に

いくための方策として、 ① 学校給食を安定供給先とし

つながることや、販路の確保という回答でした。課題と

たマーケットとし、後継者と位置付けた若手大規模生

しては、最も多い回答が「発注時期が早くて見通しが立

産者が年間を通した計画生産を行う、② 後継者が今ま

てにくい」でした。学校給食に取り組む際の支援策とし

で学校給食の食材供給を支えてきた給食グループの生

て「直売所での一括納品 」を望む人が多く、 その他に

産者に対し配送業務を代行することで、高齢になっても

「出荷者組織づくり」
「学校給食関係者との話し合いの

やりがいを感じながら農業を続けられる仕組みをつくる

場」という回答でした。

ことができないかと検討が進められています。また、③

学校給食への販売を通して今後どのような取り組みが

大学と連携し糸島市の産品であるニンジンやトマトを

必要かについては、
「児童と交流する機会 」
「親子で参

使ったピューレの加工品を開発しました。ただし、導入

加する圃場見学」という結果でした。

に向け必要な検査の実施、単価など実際に作ってみるこ

ほ じょう

とで見える課題もありました。 ④ 地場食材の活用に対
課題と今後の展開について

し、地域の理解を深めるため、児童用に糸島市の農業

課題は３つあります。１つが後継者づくりです。現在
は地域の生産グループは高齢化が進み、ニーズに応え

が分かる下敷きや、地場食材がふんだんに活用された
献立集の作成にも取り掛かりました。

られないケースが増えています。学校給食販売高は１人

地場食材を活用した学校給食が「生きた教材」とし

当たり20万円未満（年間）がほとんどです。一方、学校

て推進され、子どもたちが成長したときに愛情たっぷり

給食地場食材のマーケット規模は約4500万円（野菜の

の給食メニューが思い出となるような地域の取り組みを

注）

み）になります 。まだ伸びしろがあるはずです。もう

期待しています。

けられる仕組みを考え後継者づくりにつなげたいところ
です。もう１つが加工品開発です。すでに４割強の地場
産率を実践しているため、 素材だけでなく加工品開発
への取り組みも必要です。これは夏休み、端境期対策
にもつながります。３つ目として、食材搬入の効率化で

注）糸島市内の小中学校は23校、児童・生徒数は約8800人なの
で学校給食費は約４億円（2013年度）になります。学校給食の食
材費の内訳（全国平均）は主食費21.1％、副食費63.5％（うち、
野菜の割合は11.3％）、牛乳費15.4％

【食育ソムリエNOW】食育の生きた教材「学校給食」
を考える

ＪＣ総研レポート／2015年 夏／VOL.34

47

『協同組合研究誌 にじ』
2015年夏号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2015年夏号の特集テーマは、

「地方自治と協同組合の関連性を考える」特集解題

「地方自治と協同組合の関連性を考える」である。

すぎもと たか し

関西大学 教授 杉本 貴志

この研究テ ーマの座長である関西大学の杉本貴志
教授より、次のとおり特集解題を寄せていただいた。

1995年、 国際協同組合同盟（ＩＣＡ ）は21世紀の

また、各論題テーマと執筆者（予定）は（表）のとお

協同組合運動が指針とすべき新しい協同組合原則を

りである。
『ＪＣ総研レポート』とあわせ、
『協同組合

制定した。周知のように、その最大の目玉は第７原則

研究誌 にじ』のご愛読をお願いしたい。

「コミュニティーへの関与」である。150年以上の試行
錯誤の上、 ここでついに協同組合は、 自らが組合員
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1963 年生まれ。1992 年
慶應義塾大学大学院経済学
研究科・博士課程退学。
日本学術振興会特別研究員、
財団法人生協総合研究所客
員研究員を経て、現在、関
西大学商学部教授（協同組

組合は自分たちの運動が基盤とするコミュニティーに
より深く責任を持たなければならないことを宣言して
いる。
端的に言えば、レイドロー報告（A・F・レイドロー
『西暦2000年における協同組合 』1980年）がすでに

合論担当）。くらしと協同の

指摘していたように、組合員の欲求にいたずらに無批

研究所機関誌『くらしと協

判に応えるだけでなく、将来を展望しつつコミ ュ ニ

同組合』編集長。
共編著書に『協同組合を学
ぶ』（日本経済評論社）、共訳書に『西暦 2000 年における協同
組合 [ レイドロー報告 ]』（日本経済評論社）など

何が必要でないのか
ティーのためには何が必要であり、
（有害なのか）を考えながら事業を展開すべきなのが
そういう視点と視角を持ちなさいと
協同組合であって、
いうのが協同組合原則の教えだということができる。

だけでなく地域社会にも貢献し、責任を持つべきだと

そうなると、当然のことながら地域のコミュニティー

公式に宣言したわけであるが、これはつまり、協同組

を運営する地方自治と協同組合との関連が協同組合

合が地方政府、 地域の自治体に今まで以上に深く関

の運動や研究において新たな重要性を持つことになる

わらなければならなくなったということを意味している。

であろう。協同組合は地方自治といかなる関係にある

しばしば協同組合の政治的中立ということが説かれる

のか、その現状を把握した上で、そのあり方を考える

が、それは地方自治と協同組合とは無縁であるという

作業が実践家にも研究者にも求められるのである。

ことを意味するものでは決してない。
それでは、協同組合と地方自治とは、いかなる関係

２．地方政治と協同組合

を結ぶことができるのか。先進的な諸外国における自

しかしながら、そうした問題意識を意識としては抱

治体の協同組合政策に学びながら、国内各地の諸事

いていたとしても、協同組合論においてこれを正面か

本特集企画である。
例を見つつ考えてみようというのが、

ら論じた研究というのはほとんど蓄積されていないと
いうのが現状であろう。その１つの要因は、協同組合

１．1995年原則「コミュニティーの持続的発展

は民間の非営利・協同組織であるということを強調し

への関与」

てきたことにもあるのかもしれない。

今さら言うまでもないことであるが、1995年の「協

ロバート・オウエンの政治嫌いや、ロッチデールの

同組合のアイデンティティーに関する声明」において定

政治的中立の原則にさかのぼるまでもなく、本来的に

められた（改定された）
「原則 」のなかで、 ここ20年

協同組合は公権力から独立した、 政府や自治体とは

の間に最も注目されてきたのが第７原則「コミュニティ

別の意味での「公」的存在である。それがともすれば

ーへの関与」である。

協同組合研究において、 両者の違いであるとか、 協

およそ30年ごとに改定されてきた協同組合原則では、

同組合の独自性・ 独立性に関心が向けられる半面、

1966年に「協同組合間協同」が、そして1995年に「コ

協同組合がどのように政治に向き合っていくべきかを

ミュニティーへの関与」が、新しい原則として加えられ

問うような研究が進まないような状況を生み出していた

た。これらはいずれも、組織内の組合員のニーズにい

とも考えられる。そして実践の世界の一部では、そう

かに応えるかという第１の使命を超えて、それぞれの

した研究の空白を無批判ともいえる形で埋めるような、

協同組合がいかに組織外の組織・運動・社会と関わ

限りない政治への接近が図られたというのが20世紀

るべきかについての指針であって、20世紀後半の協

後半の協同組合運動ではなかったか。
「政府の強烈

同組合は、他の協同組合とも協同しながら組合員と地

な抱擁は協同組合運動にとってしばしば死の接吻と

域社会に貢献すべきであること、そして21世紀の協同

化す」というのは、レイドローの名言である。

【協同組合】
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以上は主として政治レベルにおける協同組合と公権
力との関わり合いの問題であり、 これはこれとして今
後深めなければならない研究と実践の課題であるが、

注目されているのである。
３．コミュニティーの自治と協同組合
国政と地方自治とのもう１つ大きな違いは、 地方自

協同組合と地方自治との関わり合いを考える場合、問

治においてはコミュニティーの住民が「自治」に何らか

題はそれに尽きるものではない。

の形で直接関わることができる範囲が極めて大きいと

もちろん、 地方自治体においても首長や議会が政

いうことである。 通常われわれは国政には政治的行

党を基盤とした民主主義を基礎として選出・成立して

為という形でしか関わることができないが、 コミュニ

いる以上、たとえ地方自治であってもそこに政治が関

ティーの自治には、それ以外にもさまざまな関与の仕

わる領域は大きなものである。地方においては、かつ

方がある。それが協同組合と地方自治とを考えるにあ

てはしばしば政治的な理由を持ち出して、協同組合に

たって、忘れてはならないもう１つの論点である。

対する露骨な妨害が行われたこともあったし、単なる
無知から協同組合が不当な扱いを受けることもあった。

公権力が成立し、制度的な統治機構が整備される
以前から、人々は何らかのコミュニティーをつくり、自

「アカの団体には公民館は貸せない」「業者は住民の

主的にルールを定め、自ら統治を行ってきた。現代社

公共施設を利用できません」といった類いの話はどこ

会において、 その役割は権力機構と市場経済に二分

でもよく聞かれたものである。
「2012国際協同組合年」

されて受け継がれているかのように思われているが、

で国連総会において協同組合への公平で適切な立

そのどちらにも委ねることができない領域が実は存在

法・行政措置が勧告されている今日、さすがにこの種

し、それがますます拡大している。子育てであったり、

の話は減っているようにも思われるが、まだまだ地方

介護であったり、買い物や日常生活のサポート、ある

自治においても、協同組合が政治の力に翻弄されたり、

いは地域における雇用の創出、 産業の維持や家業の

逆にそれを養い、利用したりしなければならないよう

継承、文化の保存、環境問題への取り組みなどなど、

な局面はしばしばあるだろう。

ありとあらゆる分野で、役所にも政治にも企業にも頼

ほんろう

しかしながら地方自治の領域においては、 政治的

ることができないという問題が噴出しているのである。

立場を超えて団結し、 ともに共益を追求できるような

こうした問題に協同組合がもう１つ別の「公 」的存

問題が多々あることも確かであって、 それはつまり各

在として取り組むことも、 協同組合によるコミ ュ ニ

種協同組合にはその「出番」が実は用意されていると

ティーの自治への関与である。本特集では、行政と協

いうことである。

同組合との関わりはどうあるべきかを行政担当者への

協同組合運動の母国イギリスでは、 第１次世界大

インタビューから考え、地方自治体のコミュニティー振

戦時に不当な扱いを受けたことに抗議して協同組合

興策に協同組合がどう関わっていけるかを各地域の事

運動が政治的中立を放棄し、独自の政党を結成、そ

例を基に検討するとともに、住民による自治を協同組

れ以後協同組合陣営は数十人の議員を国政に送り込

合がどう後押しし、つくり上げていくのか、
「自治」を

んでいる。この協同党は労働党と共同して国政を担っ

多面的に捉えながら考察していきたい。

ていることから、 協同組合運動とは左派の運動であ
るというのが常識のようになっていたが、 近年は労働
党のライバルである右派の保守党が「協同組合は左
派だけのものではない」として、コミュニティーを守る
ためには協同組合が重要であるとアピール、保守派協
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2015年度『にじ』発行計画と「公開研究会」開催予定
『にじ』発行計画について

同組合運動の展開を目論んでいる。 行き過ぎた競争

ＪＣ総研協同組合研究部では、 各協同組合系統の

経済の弊害を正すためには協同組合の存在が重要で

枠を超えた『協同組合研究誌 にじ』を季刊で発行し

あるという点で、協同組合が「左」からも「右」からも

ています。
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毎号特集企画を明確にして編集しています。今後の
特集企画などは次のとおりです。

主にＪＣ総研会員に配布していますが、配布部数に
ついては、一定の限度内で増部に応じますので、ＪＣ
総研協同組合研究部までお問い合わせください。
また、 個人購読も受け付けています（年間購読料
5000円）。お申し込みは協同組合研究部まで電話もし
くはEメールでお問い合わせください。
（電話：03-6280-7254 Eメール：kyodo@jc-so-ken.or.jp）
公開研究会の開催予定について
『にじ』 の原稿を各執筆者にご執筆いただくのに先
立ち、ＪＣ総研では、公開研究会を開催しています。
この公開研究会では、 執筆予定者の方々に同時点で
の論考の内容をご報告いただき、 参加者と意見交換

2015年度「ＪＡフードシステム戦略セミナー」の開催内容決定
《日時》2015年９月11日（金）12時30分～12日（土）16時40分
（本年度は１回の開催です）
《場所》
（一財）日本教育会館 第三会議室
住所：〒101- 0003 東京都千代田区一ツ橋2- 6 -2

の上、これを踏まえてご執筆いただきます。
各協同組合系統の枠を超えて相互に学び合う貴重な
場となっています。
『にじ』発行につき２回、 合計年８
回開催します（参加は無料）。

電話：03－3230－2831
今こそ販売事業戦略の再編を
ＪＡグループは、
「自主・自立の協同組合として自己
改革する」とし、その一環として「担い手とＪＡの創意

当面の開催予定は次のとおりです。
参加お申し込みはＪＣ総研ホームページからお願いし
ます。
多くの方々のご参加をお待ちしています。

工夫ある販売を拡大」との取り組み方針を確認してい
ます。
ＪＣ総研では、2011年から２年間、
「ＪＡフードシス
テム研究会」を設置し、2回にわたる研究セミナーを開
催するとともに、その研究成果の取りまとめとして『Ｊ
Ａのフードシステム戦略―販売事業の革新とチェーン
構築―』
（農文協、2013年）を発行しました。
産地・ＪＡには、川中・川下の食品・関連産業との
関係性を深め、自ら企画・提案する力が求められてい
ます。 農産物流通にかかる各経済主体間の関係性を
重視したフードシステム論の視点・アプローチは、現
在のＪＡを取り巻く農産物流通システムや販売戦略を
再構築する上で極めて有効です。
今、 求められているのは、 全国の現場からの自己
改革です。 農家組合員の所得増大に向けた販売事業

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2015年夏号の概要紹介
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戦略の再編、そのための人材育成を通じてＪＡ営農・
経済事業改革の前進を図ることを目的に、昨年度に引
き続き本セミナーを開催します。
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龍谷大学 教授 石田正昭 氏
全国農業協同組合中央会 前副会長・広島県農業協
同組合中央会 前会長・三次農業協同組合 組合長
村上光雄 氏
岩手県生活協同組合連合会 会長理事 加藤善正 氏
群馬県森林組合連合会 総務部長 髙橋伸幸 氏

2015年度「協同組合・協同会社職員交流セミナー」の開催内容決定
《日時》2015年10月13日（火）12時30分～ 14日（水）

素晴らしい講師の方々をお招きすることができました。
加えて、受講者相互におよそ５時間に及ぶグル ープ討
議を行っていただき、相互に学び、自らこのセミナーで
何を得たのか、整理いただきます。

15時40分
《場所》ＪＡ共済幕張研修センター（ＪＲ京葉線海浜

すでに、ＪＣ総研会員などに対し開催案内・参加申
込書をお送りしております。

幕張駅から徒歩）
異種協同組合の職員が集う貴重なセミナー
本セミナーは、協同組合の職員が系統の枠を超えて
集い、横断的に学べる極めて貴重な場です。
2014年度は、35人の参加者のうち、ＪＡが７人、Ｊ

多数のご参加を心からお待ちしています。
（一社）ＪＣ総研 協同組合研究部・
※お問い合わせは、
小川までお願いします。
（電話：03-6280-7254 Eメール：ogawa@jc-so-ken.or.jp）

Ａ中央会が６人、県域ＪＡ電算センターが５人、ＪＡ全
国機関・関係団体が６人、生協５人、全漁連３人、全
森連１人、その他２人とさまざまな背景を持っておられ
る方々が集まられました。
協同組合間提携の強化を検討されている組織の担
当者や他の協同組合に学ぼうとする方にぜひ活かして
いただきたいと思います。また、中途採用者や単独で
は協同組合について学ぶ研修の場を提供できない中小
規模組織の職員の方々にとっても貴重な場であると認
識しています。
テーマは「協同組合の使命と経済性の両立」
本セミナーは若手の協同組合職員など、これまで協
同組合について本格的に学ぶ機会の少なかった方々を
対象としていますが、毎年度テーマを決めて開催して
います。一貫したテーマで講師陣に語っていただくこと
を通じて、 協同組合に対する理解を深めていただくこ
とが狙いです。
2015年度は「協同組合は、 使命の達成と経済性を
両立することができるのか」をテーマとしています。
一流の研究者・実務家が語る
2015年度は次の方々に講師として登壇いただくこと
が決まっています。

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2015年夏号の概要紹介

ＪＣ総研レポート／2015年 夏／VOL.34

53

●●●●●●

人 ●
事 ●
管 ●
理 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●

ＪＡにおける人事制度改革とは
ＪＣ総研 経営相談部

１．はじめに

人事コンサルチーム

系から成果主義的なシステムへシフトする動きが始まっ

ＪＡの人事制度について、ＪＣ総研が実施している

た。

「ＪＡの人事・労務管理総合調査」の結果（2014 年８月
31 日時点）では、人事考課を 93.0％で実施しているが、

３．日本企業の成果主義導入の動き

そのうちの 96.8% で問題があるとしている。一部、役

成果主義的な評価や処遇として日本企業が導入した

割成果主義という呼称の制度を導入している事例はあ

のが、年俸制である。年俸制の特徴は、１年間の個

るものの、大半のＪＡの人事制度は、全中がＪＡ大会

人業績の評価に基づき、翌年の給与と賞与を決定す

で決議した「能力主義人事制度を基本とするトータル

ることである。主な狙いは、管理職の業績に対する意

人事制度」を採用している。

識付けを強化し、一定の原資のなかで業績を挙げた社

制度の導入後の改革や改善は一様ではなく、
「制度

員に優先的に配分するという成果主義の考え方で、人

の運用課題の解決や改善をしたい。あるいは評価制

件費の総額の伸びを抑制しつつ、配分にメリハリを付

度の有効性 」という課題に悩むＪＡも少なくない。ＪＡ

けることで社員の士気を維持するという仕組みである。

における人事制度（考課制度）の改革について、身の

1985 年にソニー（株）が導入し、90 年には東京ガ

丈に合うレベルで考えてみたい。

ス
（株）や藤沢薬品工業
（株）
（現アステラス製薬＜株＞）
が導入、
92 年には本田技研工業（株）
（株）長谷工コー
、

２．戦後における人事制度の変貌、成果主義への

ポレーションなどが年俸制を導入し、その後も（株）博

流れ
人材管理は、人と仕事と賃金の高位均衡を図ること
を目的とするが、人事制度には人間基準の能力主義と
仕事基準の成果主義の２つの考え方があり（表）
、日
本では、戦後、年功型賃金が取られ、高度成長期以
降は、職能給制度の導入というように、長い間、能力
主義が支持されてきた。
ところが、1990 年代以降、経済成長が鈍化するな
かで、日本長期信用金庫や山一證券（株）など、それ
まで潰れるはずがないと思われていた大企業が相次
いで破綻したころから、労働環境は大きく変わり、売
り手市場から買い手市場になり、企業は総人件費を抑
制する方法を考えるようになり、能力主義的な賃金体
54

ＪＣ総研レポート／2015年 夏／VOL.34

【人事管理】ＪＡにおける人事制度改革とは

● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
報堂、富士通（株）、スズキ（株）など数多くの大手企
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人 事 管 理

てくる点に留意願いたい。

業が導入した。業績評価が賃金・賞与に大きく影響す
ることは、評価の公平性や透明性を高めることにつな

５．JA グループにも馴染む日本型成果主義

がり、年俸制とともに、
「目標管理制度」も大企業を中

「職能資格制度」の生みの親として知られる日本賃金

心に導入されていったが、また、多くの弊害も発生した。

研究センター名誉顧問の楠 田 丘 氏の提唱する「日本

失敗事例として紹介されることが多い富士通（株）

型成果主義」は、次の５つの条件を満たすこととして

の場合にも、導入後、社員は目標を意識し挑戦を避け

くす だ きゅう

いる（図）
。

て結果を偏重することとなり、業務プロセスの軽視や

①人間基準であること

人材教育が進まないという弊害が出た。この対応策と

②人材が育つまでは能力主義、育った後は成果主義

して、目標設定のとき達成した場合に「ＳＡ」という最

③納得性の高い成果指標（役割の重さと役割の達

高評価を設定させるいわゆる難易度の概念の導入や、

成度を単年度だけでなくロングランで捉えた成

成果だけでなく業務遂行プロセスなども加味した多面

果）を処遇に反映させる

的評価を行うなど、運用面の改善を進めた。

④発揮した実力と加点主義で、配置、昇進、役割
目標の設定をする

４．ＪＡグループの人事制度に対する取り組みの経

⑤評価システムの整備と社員満足度の充実を図る

緯と課題

個人の成果は、本人以外の要因である環境（組織

ＪA グループにおいては、能力主義人事制度を基

や経営戦略など ）にも、間接的に影響することから、

準とした年齢給と職能給という併存型の給与制度を採

短期的な企業内の個人成績だけを直結させてはなら

り入れている。これは、過去長い間年功人事制度の考

ない。つまり、短期間で社員の仕事を評価するのでは

え方が採られていたため、能力主義人事制度の運用

なく、いかにその社員が業務を創造して、会社に貢献

原則といいながら、昇格年数の設定や年齢給の設定、

したかを長期的な視点で評価していくことが必要であ

習熟昇給制度、採用年次別年功昇格、青天井職能給

る。

表の運用など、年功的な運用のシステムを採り入れて

例えると、
航空会社のマイレージ制度のようなもので、

いる制度でもある。
ＪＡの運用上の課題のなかでも、次の点が特に重要
である。能力主義における役職位は、資格の昇格先
行が原則であるが、役職位の昇格先行という管理実態
となっているＪＡも存在し、職能資格制度といいながら、
実は役職昇進を先行する処遇体系になっている事例が
散見される。多くのＪＡでは、団塊の世代で退職者が
増加したことに伴い、役職位を選任にあたり、管理職
候補前の中堅職員が不足気味となり、実態として、昇
格要件を満たしていないのに昇格させざるを得ない事
例も見受けられる。
しかし、このような昇格が慣行となり常態化すれば、
格付けの基準が職位ありきで進み、実質的には昇進
先行の昇格となる。これでは、職能資格制度、人事考
課制度が形骸化し、
能力主義人事制度とはいえなくなっ

【人事管理】ＪＡにおける人事制度改革とは
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１万点が溜まった場合に課長に、３万点になったら部

この方式は、職員の納得と協力する体制が構築され、

長に昇進するというように、ロングラン評価をする必要

連帯感や組織的な社風（カラー）が生まれる。そして

がある。

これが、
「うちの JA の標準だ」という考課判定基準の

能力主義から成果主義への流れは明らかであるが、
ＪＡグループにとって、
「能力主義から成果主義」に

特定化につながることから、この方式による努力を惜
しまないでする。

変更するということではない。最近の人事制度改革の

また制度設計後も、何度もヒアリング、アンケートな

趨勢として、高いレベルの業務成果を生み出す、特徴

どを実施して生の声により実態を掌握する、若手や中

的な行動特性。成果につながる行動特性であるコンピ

堅職員による改善案の議論をする、そして研修や考課

テンシーを採り入れる、あるいは、目先の成果だけを

のレベル合わせをする訓練を重ねる、経年後もこれを

追うのではなく、長期的視野でその社員の会社に対す

反復継続する。

すうせい

る貢献度を評価する修正を行う例など、制度の呼称に
とらわれず、他の制度の長所を取り入れようという動き

（３）現行の制度に、どれだけ業績を評価する仕組み

が顕著である。このため、自分のＪＡの組織貢献の定

が配置されているのか、またそれは、職層別にウエー

義や評価基準が確立していることを原則として、さら

トの掛け方が適切であるのか、さらには成果を問う仕

にマイナー修正することが、重要である。

組みをどの程度採り入れるのかを分析する。
一般職、監督職、管理職と職層が上がるのに対応

６．JA における能力主義人事制度の再構築

して、仕事の重要度、責任度、成果の問われ方は変化

ＪＡ各自の人事制度において、うちの人事制度は○

する。これに対応して、わがＪＡではどう具体的な仕

○主義であるという呼称よりも、その制度をどう運用

組みにするのか、職能資格等級の要素以外にも、評

しているのか、という点に着目すべきである。つまり、

価する要素や材料はないのか、などを検討をする。

どのような評価基準、どのような設計思想で、組織全

現行の自分のＪＡの人事制度を基本とする上で、他

体のモチベーションを維持し、公正公平性で納得性を

の制度の呼称にかかわらず、改善に活用できる点を模

保ち、創造的で発展的な組織風土を醸成しているの

索する姿勢を持ち続けることが重要である。

か、
「どのように活力ある職場を作り上げていくのか」
が明確に示されており、職員がそのことを認識してい
る状態が保たれていることである。

（４）成果主義の潮流をＪＡグループに取り入れていく
ことは時代の趨勢でもある。しかし、
「組織に貢献し
た職員の処遇を手厚くする」
という考え方は変わらない。

人事制度をメンテナンスする時のポイントを以下に示
す。

また、日本型の組織風土、連帯意識とか部下育成、
後輩指導することで組織パフォーマンスを上げるため
には、個人主義に徹するのではなく、組織のパフォー

（１）まず、職務資格等級制度が、適正に機能してい
るか。

マンスを上げる全体主義の気風をうまく浸透させること
が、相乗効果が上がるということを忘れてはならない。

「ＪＡの人事戦略や経営計画を達成するため求めら

成果主義を先行した企業が、改良を加えられたポイ

れる職員像」に基づいた等級制度、考課制度、目標

ントは以下のとおりであるので、
「制度の精査後の改善」

管理、賃金・退職制度に合理性は保たれているのか、

に活用するとよい。

分析し課題の整理を行う。

①成功を再現する行動特性であるコンピテンシー
を重視し、仕事のプロセス評価も対象とする

（２）「現状の人事制度の分析と課題を整理する作業」

②部門やチームの業績を個人の評価に加える事例

は、職場の代表者参加によるプロジェクト方式を採る。
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人 事 管 理

③複数の評価者、評価手法を組み合わせたりして、
極端な格差を回避する
④成果主義に馴染みにくい管理部門と事業部門（研
究部門）との調整を図る
（５）成果主義を取り入れて成功したとされている企業
の傾向は、①具体的な評価基準であるコンピテンシー
や管理職層へ 360 度評価、苦情処理制度などの導入
率が高い、②社内公募制、自己申告制キャリアカウン
セリングなどのキャリア開発支援策を講じている事例
が多い、などである。また、成功している企業は、メ
ンタルヘルスにも対応しており、成果主義がうまく機能
するような制度を整備している。
能力主義人事制度の再構築や成果主義的考え方の
可能な部分の導入といっても王道はない。自分のＪＡ
の人事制度は、他のＪＡをモデルにして取り入れるので
はなく、
「人事制度をうまく機能させる仕組み」を取り
入れること、そして他人任せではなく、自分のＪＡのな
かでカスタマイズし、メンテナンスを続ける姿勢が大事
である。

【人事管理】ＪＡにおける人事制度改革とは
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ＪＣ総研 2014年度
「労働法務に関する相談」結果のまとめ
ＪＣ総研 経営相談部

ＪＣ総研では、法務問題と人事管理の実務に関する

労働法務チーム

の、さまざまな場面での人事労務管理上の法務に関す

各種相談事業の 1 つとして、人事・労務にかかる「労

る課題や、就業規則の整備、心の健康問題対応など、

働法務に関する相談」でＪＡやＪＡ中央会などからの

多方面にわたっています。

電話などによる相談に対応していますが、このたび、

相談項目別では、パート労働関係が 68 件（前年度

2014 年度「労働法務に関する相談」の受付概要をま

57 件）で、次いで、労働時間管理関係が 58 件（同

とめました。

102 件）
、賃金・退職金関係が 53 件（同 70 件）、メン

2014 年度（2014 年４月～ 2015 年３月）の総受付件

タルヘルス関係 22 件（同 31 件）が続いています。

数は 470 件で、2014 年度は、2015 年４月施行の改正

相談内容を分析すると、労働時間の適正管理・適正

パートタイム労働法対応があることから、パート労働関

な割増賃金など支払い上の留意事項など、厚生労働省

係の相談件数が前年度に比べ増加していますが、件

が重点課題として取り組んでいる労働時間・賃金など

数は前年度比 17.4％減でした。これは、2013 年４月

の事項については、引き続き相談が寄せられている状

施行の改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法な

況にあります。また、パートタイマーなど有期契約労働

どのような就業規則の見直しが必要な法改正事項がな

者の契約終了対応、高年齢者再雇用への対応などの

かったためと推察されます。

相談が寄せられています。

相談内容は、ＪＡの従業員の募集採用から退職まで

なお、ＪＡ合併に伴う賃金・退職金制度の変更など
の相談は例年どおり多数寄せられています。
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「2015 年度労働問題弁護士相談」の実施について

ＪＡ、ＪＡ中央会・連合会およびＪＡ関連団体にお

労働条件の変更、パートタイマーなどの有期契約労働

きましては、組織変革や事業体制の整備、再編成を

者の処遇問題、出向・転籍などの雇用調整対策、組

進められており、組織の変貌が続いております。これ

織改編に伴う人事管理・処遇問題など、人事管理制度

に応じて、人事管理制度も変革が進展しつつあります。

をめぐる根幹の問題、また日常的に生じる賃金・労働

このような状況のなかで労使間、職場にはさまざまな

時間、メンタルヘルス・労災問題、懲戒処分、雇止め・

問題が生じていることから、当研究所においては、こ

解雇など個別的な労働関係事項、さらには労働組合と

れらの懸案事項の解決策の一環として、労働問題専門

の団体交渉、労働協約など集団的労使関係から生じ

の弁護士である中山慈夫氏による相談の機会を「弁護

る問題など、幅広い事項についてのご相談に応じられ

士相談」として設置し、相談業務を実施しております。

るよう配慮いたしております。

ご相談いただく内容としては、正職員の賃金などの

「2015 年度労働問題弁護士相談」の相談をご担当していただく
● 中山慈夫

《経

《役

おとこざわ

弁護士（中山・男澤法律事務所所長）の略歴

歴》 1975 年３月

早稲田大学法学部卒業

1978 年４月

弁護士登録（第一東京弁護士会）

1987 年４月

中山慈夫法律事務所開設

2005 年４月

中山・男澤法律事務所に改称

職》 1993 年〜

経営法曹会議常任幹事

1997 年４月～ 1999 年３月

法政大学社会学部非常勤講師（労使関係法）

2000 年４月～ 2003 年１月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2004 年４月～ 2007 年３月

東京大学法科大学院客員教授（労働法 実務家教員）

2009 年７月～ 2013 年７月

経営法曹会議事務局長

《主な著書》『労働法実務ハンドブック（第３版）
』
（編著）中央経済社、2006 年／『Ｑ＆Ａ 解雇・退職
トラブル対応の実務と書式』
（編著）新日本法規出版、2010 年／『就業規則モデル条文
（第３版）―上手なつくり方、運用の仕方』経団連出版、2013 年／など多数
【ご相談を希望される方は、電話またはＦＡＸにてお申し込みください】
電話：03―6280―7253
FAX：03―3268―8761
担当：ＪＣ総研 経営相談部

渡邊、川島、高林

このような弁護士相談制度をご活用いただき、迅速・適切な対応に取り組まれますよう
ご案内申し上げます。

【労働法務】ＪＣ総研 2014年度「労働法務に関する相談」結果のまとめ
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第133回ＦＭ戦略研究会
（西日本現地研究会）報告
ＪＣ総研 経営相談部

ファーマーズマーケットチーム

ファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ戦略研）は、

取引を積極的に行っており、米、ミカン、リンゴなどを

繁忙期（8 月と 12 月）を除く毎月１回開催しています。

仕入れ、マンゴー、パイナップルなどのトロピカルフルー

そのうちの２回は、東日本および西日本で開催する現

ツを販売しています。

地研究会で、残り８回が東京での開催です。
2014 年度の現地研究会は、2014 年 9 月に愛知県・
静岡県で、2015 年 2 月に沖縄県で開催しました。

また、
ＪＡおきなわでは、
子どもたちが「食」や「農業」
について考えるきっかけづくりの一環として、
「キッズ野
菜料理コンテスト」
「農業作業体験」を毎年実施すると
ともに、学校給食への取り組みも展開中です。

今回は、2015 年２月に沖縄で開催された第 133 回
ＦＭ戦略研（西日本現地研究会）の内容について、簡

《ＦＭの視察研修》
ＦＭ戦略研では、今回、うまんちゅ市場（糸満市）、

単にレポートします。

やんばる市場（名護市）
、ちゃんぷる～市場（沖縄市）
の３店舗を視察しました。
内地のＦＭは、開店直後（午前中）にお客さまが殺
到するところがほとんどですが、ＪＡおきなわのＦＭは、
どの店舗も午前・午後途切れることなく万遍なくお客さ
まが来店するとのことです。
うまんちゅ市場には、
「食物アレルギー対応食品コー

糸満産・国内産の農産物の品ぞろえを強調するうまんちゅ市場

《ＪＡおきなわの取り組みについての研修》
ＪＡおきなわのファーマーズマーケット（ＦＭ）は、
これまで９店舗でしたが、さらに１店舗（南風原店）４
月末にオープンしました。2013 年度の実績は、生産者
会員 7494 人、来店客数約 390 万人、売上高約 70 億
円でした。
ＪＡおきなわのＦＭは、ＦＭ戦略研の会員店舗との
60
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うまんちゅ市場の「食物アレルギー対応食品コーナー」

【ＦＭ】第133回ＦＭ戦略研究会（西日本現地研究会）報告

ナー」というユニークな売り場がありました。コーナー

ＰＯＰに、英語で品名や食べ方の説明が書き添えられ

には、アレルギーを引き起こす原材料を使用せずに、

ていました。

国産の代替材料で開発したり、取り寄せたりした麺類、
菓子、調味料が並んでいます。なかでも、
「かめさん
商店」は、愛児の食物アレルギーに苦しむオーナーが、
うまんちゅ市場にそのコーナーを開設しています。ＦＭ
は、食育と健康づくりを進める場でもあり、意義ある
取り組みであるといえます。

外国人客に対応し、英語表示も行っている、ちゃんぷる〜市場のＰＯＰ

ほ じょう

《圃 場 視察》
糸満市では、春のお彼岸には欠かすことのできない

地元産のタンカンがたくさん並ぶ、やんばる市場

「小菊」の栽培施設と、
「ちゅらキャロット」のニンジン

やんばる市場には、冬の味覚である「タンカン」が大

畑を、名護市ではエコファーマーに認定された農業者

量に並んでいました。中国原産の亜熱帯性柑橘のタン

がピーマンを栽培している立派なハウス（低コスト耐候

カンは、沖縄県北部が産地で、水はけの良い山の中腹

性ハウス）と、海ぶどうの養殖場を視察しました。

かんきつ

で栽培するため、強い風を受け、葉擦れなどで果皮が

沖縄にあるハウスなどの施設は、主に雨除けではな

ゴツゴツし、見かけは良くないのですが、中身は大変

く風除けが目的であるということ、夏はハウス内の温

おいしい果物です。ＪＡおきなわのＦＭでは、見映え

度が 50 ～ 60℃になるということ、どの施設も広くて頑

はしなくても中身の良い商品は、自信を持って売ってい

丈だったということに驚きましたが、台風の通り道なの

くとのことでした。これも、ＦＭならではのポリシーで

で、施設や資材の耐用年数も極めて短いということで

あるといえます。

した。

また、ゴーヤー（ニガウリ）を知らない人はいないと
思いますが、ＪＡおきなわのＦＭには、沖縄特有の島
ダイコン、野菜パパイヤ、ハンダマ、フーチバーなど、
伝統的な野菜「島ヤサイ」が並びます。島ヤサイは、
「形
が悪い」
「栽培が難しい」
「売りづらい」といった理由
で、市場流通からは敬遠されがちで、スーパーではな
かなか手に入りませんが、ＦＭでは購入することがで
き、観光客にも人気です。
か

で

な

ちゃんぷる～市場は、嘉手納基地に近いこともあっ
て、来店客の 20 人に 1 人（５％）が外国人で、基地関
係者が多いとのことでした。そのためか、ほとんどの

糸満市の「小菊」の栽培施設

【ＦＭ】第133回ＦＭ戦略研究会（西日本現地研究会）報告

ＪＣ総研レポート／2015年 夏／VOL.34

61

株式会社ビジネスラポール 心理学博士

「心が躍動する」という積極的な

鈴木 丈織

ついて確認していきましょう。

状態を自分自身のみならず周囲の
方々にもつくり出す、それが「メン
タル・マネジメント」です。そのス
キルは、努力することで必ず磨かれ、

めに細心の思いで具体的に施す手を模
実存心理では次のように考えます。
「農の技術（ＡＴ）、農の価値（Ａ
Ｖ）
、 農の連鎖（ＡＣ ）、 農の知恵

索追究します。その源にある基本の心
が、農のもたらす価値と生命への尊厳
なのです。

さらに「メンタル・マネジメント」

（ＡＩ）」のなかでもメンタル・マネ

をスキルアップできる力となってい

ジメントにおける「原動力 」 は、

「農の価値（ＡＶ）」には、変化に気

「農 」の営みの「価値を作る努力、

付き、思いを巡らせ、愚直なまでにひ

職場はもちろんのこと、家庭でも

成果の価値を自ら認めて心の強化と

たすら実りある成功への手立てを実行

組合員さん宅でも、いつでもどこに

する姿勢によって培われる力」であ

する真の強さが必要です。そして、生

おいても「メンタル」に関心を抱く

ると確信します。

み出される価値こそが、粘り強く、た

きます。

ことで、
「成果、雰囲気、適切行動、

心の躍動（メンタル ） は、「農に

ゆまなく前に突き進む革新の源として

人間関係、状況把握、個性化、スト

よる、 培い育て実らせる価値の創

レスコントロールなど」に今、ここ

造」を目指す一連の活動から生まれ

仕事で活かすためにも心の躍動（メ

で求められる最善の好影響をもたら

ます。その時々にその場、その環境

ンタル）ポイントを学び取りましょう。

すことができます。

下での最善を実現する努力をするこ

まず、より強化するための手段を身に

だからこそ、自分の原動力を強め

とです。どんなに立ちふさがる困難

付け、さらにスキルアップを目指しま

るためにも「メンタル・トレーニン

があったとしても最善を求め続け、

す。曇りない眼差しで「農の価値（Ａ

グ」や、部下や後輩のレベルアップ

作物の最大の個性を発揮させる実利

Ｖ ）」の原点となる７つの心理要因を

を目的にする「メンタル・マネジメ

的信念で立ち向かいます。達成する

自らに取り入れましょう。

ント＆ケア」が、テクニックとして

までやり続け、やり通します！

確固たる信念になるのです。

つまり、個性や生命、その場の環

「農の価値（ＡＶ ）」 を磨きレベル

境のすべてに「より良く」を求めて

アップを促し、深く磨くための深耕傾

います。それが価値です。作物が季

向を生み出す心理要因のポイントは、

節ごとに最良の状態に成長できるよ

①洞察力、②創造力、③発見力、④陽

の躍動（ＡＬｍ ）
」 ４方向の機能的

うに環境とそのものに手を加えます。

転力、⑤適応力、⑥合理化、⑦賞賛力

要素の２つ目、農の価値（ＡＶ）に

より逞 しく！ より強く！ より早く！

の７つです。

必要であり、磨き上げなくてはなら
ないのです。
今回は「躍動の原点」となる「農
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【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（14）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅲ・ＡＶ」

① 洞察力：
変化する現状を見て一寸先の闇を
鮮明にする力です。価値ある対応は、

す。努力や成果にマイナスはありま

謙虚さを生み出します。選択する際

せん！

の確かな自分軸になっていくのです。

マイナスと決め込んでしま

うだけなのです。
⑦ 賞賛力：

「原因と結果 」の因果関係を求め、
自分のできる最善策を導き出すこと

⑤ 適応力：

努力を認められ、成果を愛でられ
たいのが命あるものの本質でしょう。

です。常に最善の価値を生み出す結

農は、季節折々に作物を育てる工

果を描き望むからこそ、場当たり的

夫を伝統技として持っています。原

暗黙のうちに認めて愛でるより、声

ではない、独りよがりでもない手を

理原則を押さえておけば後は、臨機

や表情に表して、双方共にワクワク

打てるのです。

応変に対応するのみです。まさに環

するように讃え合うことです。細や

境や相手の変化に合わせてこちらが

かな一部分にそのポイントはあるも

変わります。ベストの融合にするた

のです。まさに強さの源になるエネ

それぞれの個性や成功事例の「良

めに積極的に対応します。違和感と

ルギーです。

いとこ取り」を思い巡らす力です。

の戦いが、自然との調和なのです。

品種改良をする時のように、勝手で

変えられるのは、自分であり、自分

都合良い結果を発想し、最優秀作品

らしさの操作です。

② 創造力：

ができる！

す。
「より豊かに、 より美味しく、 よ

と信じ、着手の手段を

同時に複数考案するのです。
「良い

農の営みには重大な課題がありま

⑥ 合理化：

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

とこ取り」の基準は、あなたの思い

努力や成果への価値判断の前に、

でいいのです。その都度変わっても

その工程の正当性や整合性をきちん

りとしても成功させるための技術は、

構いません！

と整えることです。言い訳のように

７つの心理要因の実践で磨かれ、強

中途半端ではなく論理を積み重ねて

さを得て個性を深くさらに深く深耕

根拠ある弁明とするのです。それは、

していくことです。

③ 発見力：
少しずつ変わると最初とはまった

逞しさや粘り強さ、価値づくりへの

く違う変化にさえ気が付かないもの
です。 打つ手がないほど手遅れに
なっても気付けないのです。
「なん
とかなるさ〜まだ大丈夫だょ。様子
を見よう」という安易で曖昧な、根
拠もない期待感が先行します。変化
は、現象や事象です。すべてに油断
なく経過を注視すれば気付かない変
化はありません。
④ 陽転力：
すべての実りは、その環境であな
たのできる最善の結果です。期待外
れだったとしても、それは、失敗で
はありません！

成長へのステップ

です。成功か失敗、是か非ではなく、
実力を磨くプラス化への材料なので

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（14）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅲ・ＡＶ」 ＪＣ総研レポート／2015年 夏／VOL.34
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画

総

当研究所の役員体制と2015年度事業計画・予算、
ＪＡの３号会員加入状況について
ＪＣ総研 企画総務部

１．当研究所の役員体制について
３月 26 日に開催した臨時総会および 理事会

３．ＪＡの３号会員加入状況
当研究所は、2013 年の一般社団法人への移

において、代表理事理事長の土屋 博が退任し、

行を契機として、ＪＡ全中の協力の下、全ＪＡに

冨士重夫（ＪＡ全中前専務理事 ）が代表理事理

対して３号会員（賛助会員）への加入を働き掛け

事長に選任されました。また、理事（業務執行

ています。名実共に会員制度の実態を整え、会

理事）の水卜祐之と比嘉政浩が、４月１日付で常

員のためのシンクタンクという位置付けをより明

務理事（業務執行理事）に選任されました。

確にすることを目指すものです。多くのＪＡにご
理解をいただき、４月１日現在、全国 679 ＪＡの
半数を超える 363 ＪＡにご加入いただいておりま

２．2015 年度事業計画・予算について

す。

３月 26 日に開催した臨時総会において、2015

なお本年から、機関誌３種（『ＪＣ総研レポー

年度の事業計画・予算を決定しました。内容は

ト』
『人事管理 REPORT』
『協同組合研究誌 に

当研究所ホームページ（http://www.jc-so-ken.

じ』）の送付は、会員限定とさせていただきまし

or.jp/about/）でご確認ください。

た。まだお申し込みのないＪＡにつきましては、

なお『協同組合研究誌 にじ』購読会費につい

ご加入を今一度ご検討いただき、当研究所が目

ては、会員制度を統合したことから、本年度より

指す「会員の会員による会員のためのシンクタン

ＪＣ総研の１号・２号・３号会費として、これま

ク」づくりにご協力くださいますよう、よろしくお

での会費合計額を基本に整理させていただきま

願い申し上げます。

したので、ご理解をお願いいたします。

ご加入につきましては、ＷＥＢ申し込みでお願

また、
『にじ』の送付部数については、現行部

いいたします。ＪＣ総研ホームページのトップペー

数をお送りいたしますが、ご希望がございました

ジ左下の「ＪＡ専用お申込みページ」より、手続

ら会費額に応じて一定の上限の範囲で増部対応

きをお願いいたします。なおパスワードは、代表

をいたしますので、協同組合研究部（電 話 03 -

者宛郵送文書（2014 年 12 月 18 日付）をご確認

6280 -7254 ）までご相談ください。

いただくか、企画総務部（ 電話 03 - 6280 -7200 ）
までお問い合わせください。
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務

編 集 後 記

「門前の小僧習わぬ経を読む」。日ごろから見たり聞いたりしているものは、いつの間にか覚えてしまうという意味のことわざです
が、編集子もいくつか思い当たることがあります。その１つが写真撮影。雑誌や広告・宣伝媒体の制作などで多くの写真家と出会
い、その仕事ぶりをつぶさに観察してきたため、駆け出しの写真家よりも腕前は確か（!?）です。編集子が撮った写真は左ページ
「企画総務」の背景写真として掲載中ですのでご覧ください。えっ、腕前が分からない？ はい、掲載の目的は文章を読んでいただ
きたいがための「あしらい」、しかも編集子は裏方……ご容赦を。
こうした花撮りは、きれいという撮影者の思いだけでシャッターを切ることが多いのですが、
「人がカメラの前で笑顔をつくるよう
に、花にもこう撮られたいという思いがあるんだ。花の気持ちになってそれを見つけて撮らないとね」とは、広告写真の達人が満開
の桜の下でつぶやいた一説です。奥義はそこぉ〜（！）と思った次第です。
これまで出会った写真家の弟子（アシスタント）たちの門前の小僧ぶりにも感心させられました。経験だったり個性だったり、師
匠との違いはあっても“小師匠”と呼べる人が少なくありませんでした。師弟関係だからね、と一言で片付けるのは簡単ですが、ビジ
ネスパーソンにも似たような人たちを多く見かけます。上司や先輩のいい面を覚えて仕事に生かす人たちです。なかには覚えなくて
もいい面まで覚えて「◯◯先輩のテク」などと悦に入り、現場を混乱に陥れる罪な人もいますが……。
技は盗むものといった職人気質的な考え方は過去のものになり、教えて共有する時代にビジネスの現場は変わりましたが、究め
る̶̶そのために見て聞いて覚えて、学習を重ねるという考え方に変わりはないように思います。

（編集スタッフ 加藤文英）

『日本経済新聞』に「やさしい こころと経済学」というコラムが掲載されている。４月20日からの連載は中央大学教授の山田昌
弘先生による「幸福とは何か」
（全10 回）で、経済的豊かさと幸福の関係などについて、社会学の立場から分かりやすく紹介されて
いた。
学術的な見地はさておき、何に対して幸せを感じるかは、人によってさまざまだ。が、メーテルリンクの『青い鳥』のように、幸せ
は案外近くにあるもので、それを「再確認」することで、幸せという気持ちは何倍にも膨らむものだと私は思っている。
例えば「健康」。普段は当たり前でいちいちありがたくは感じない。だが、自分が、あるいは家族や友人が病に冒されてみて初め
て、その大切さに気が付く。これは誰もが思い当たることだろう。
夫が体を壊し、杖をついて歩いているのだが、電車に乗るとほぼ100％、誰かが席を譲ってくれる。特に通勤タイムは、長い時
間ホームで始発電車を待って座席を確保している人が多い。それにもかかわらず、さわやかな笑顔とともに席を立ってくださる方が
なんと多いことか。
「優しい人々に囲まれている」ことに夫婦で感謝する毎日だ。病気は隠れていた幸せに気付かせてくれる。きれ
いごとに聞こえるかもしれないが、そうでも思わないと乗り越えられない一面もある。
この春は公私ともに変化が大きかった私。
「あー厳しいな。もう無理かもしれない」と落ち込むことも多かった。でもそんなとき
に必ず手を差し伸べてくれる人たちがいた。いざというときに、さりげなく助けてくれたり、ナイスタイミングでメールや電話をくれ
たり……。
「代わりに神社に行ってお参りしてきたよ」とお守りを贈ってくださった方もいた。そんなことが重なるうちに「私って案外
ラッキーなのかも」と思えるようになった。ウジウジ悩んでいるよりも、今ある幸せを存分にかみしめてみる。そうすると、ハッピー
な気持ちがどんどん大きくなっていくから不思議だ。やっぱり幸せって身近にある！
などと、感動的な編集後記を書いているが、実は入稿日を明後日に控え、まだ編集作業がまったく終わっていない。あーどうしよ
う、とまたもや絶望的な気持ちになってカレンダーに目をやった。あれれ、よく見ると入稿日の赤丸は明後日ではなく、４日先では
ないか。なあんだ、まだ余裕じゃん！ この数日で一番幸せを感じた瞬間だった。ほらね、幸せって身近なところにあるでしょ！
（基礎研究部 主席研究員 小川理恵〈編集総括〉）

ご意見・ご感想をおよせください
『Ｊ C 総研レポート』は、一般社団法人Ｊ C 総研の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した
誌面づくりに役立てていきたいと考えております。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。

【送付先】 ＦＡＸ：0

3-3268-8761

〒 162-0826

東京都新宿区市谷船河原町 11

飯田橋レインボービル５階

一般社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部

宛
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ＪＣ総研ブックレット （Ａ５判・並製／各 750 円 + 税）

ＪＣ総研では、研究成果を広く発信することを目的に、農業書を中心に幅広いテーマを扱う「筑波書房
ブックレット」の一環として、
『ＪＣ総研ブックレット』シリーズを刊行しています。

No.1

企業の農業参入

地域と結ぶ様々なかたち

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

No.2

再生可能エネルギー
農村における生産・活用の可能性をさぐる
榊田 みどり・和泉 真理 著 鈴木 宣弘 監修

地域サポート人材による農山村再生

No.3

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

大学・大学生と農山村再生

No.4

中塚 雅也・内平 隆之 著 小田切 徳美 監修

移住者の地域起業による農山村再生

No.5

筒井 一伸・嵩 和雄・佐久間 康富 著
小田切 徳美 監修

No.6

「食」と「農」を結ぶ
心を育む食農教育

森 久美子 著

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

ＥＵの直接支払い制度と日本への示唆

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著
星 勉 監修

我が国の水田農業を考える（下巻）

No.8

構造展望と大規模経営体の実証分析

鈴木 宣弘・姜 薈・大仲 克俊・竹島 久美子・星 勉
曲木 若葉・安藤 光義 著
星 勉 監修

廃校利活用による農山村再生

No.9

岸上 光克 著 小田切 徳美 監修

農村女性と再生可能エネルギー

No.10

榊田 みどり・和泉 真理 著 岸 康彦 監修
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