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秀則

ＪＣ総研は、2011 年に（ 社 ）ＪＡ総

あって、競争によって最適の「解」に

合研究所と（財）協同組合経営研究所

到達するのは困難であって、競争では

が合併し、今日に至っています。

ない、仲間と連携して共同する協同組

「Ｊ」はジャパン、
「Ｃ」はコーペラ

合、資本に立脚するのではなく人間に

ティブで、農協、漁協、森林組合、生

立脚する相互扶助組織である協同組合

協など日本の各種協同組合のシンクタ

による取り組みこそが、コミュニティー

ンクとして役割を発揮していく組織で

に基づく人間の幸せと豊かな社会を実

す。

現できる道だと思います。

今国会で可決・成立した安倍内閣に
おける規制改革の象徴の１つとして掲げ
られる「農協改革」に関する農協法等

２．産業組合に学ぶ歴史のポイント

改正案は、その背景にある政府側の

1900 年に制定された産業組合はドイ

意識を考えると、また今後の宿題、検

ツの一般協同組合法をお手本とし、農

討課題とされた准組合員制度と総合事

業、漁業、林業、中小企業などといっ

業体に関する方向感を考えると、これ

た事業別・職業別に分割せず、さまざ

はもうＪＡグループの将来を左右する問

まな地域、さまざまな態様の協同組合

題であるだけでなく、日本の協同組合

の設立を可能としました。

全体の問題であるとの認識を持って対

事業は信用、販売、購買、利用の４

応することが極めて重要であると思い

種類で、多くの産業組合は信用事業と

ます。

他事業の兼営という形を取りました。

日本の各種 協同組合の当事者が、

組合員の資格については、法律上規

この協同組合に対する危機感を共有

定せず、それぞれの産業組合が自主的

し、現在の実態を踏まえたなかで、わ

に定められるように定款で規定するこ

れわれの望む、考える将来の協同組合

ととし、農村における産業組合の組合

の新たな枠組みを検討することが求め

員資格は農民と地区内の商工業者や地

られていると思います。

域住民としてきました。
1947 年に制定された農協法は、農
民を基本とした職能別の協同組合とし

ＪＣ総研
代表理事理事長
ふ

じ

し げ

お

冨士 重夫

１．株式会社ではなく協同組合でなけ

ての法律となりましたが、産業組合に

ればならない

おける実践に基づく教訓とわが国農業・

国連が提起した「協同組合年」の意

農村の実態も踏まえ、農協の事業、経

義とはなんだったのか。現代社会の病

営の観点からも信用事業を含む兼営を

理、悪しき事象がさまざまに拡大、多

認めるとともに、組合員においても地

様化している今。ワーキングプア、大気

域住民を継承した上で、非農民的な

汚染、虐待、孤独、介護難民など。株

支配を排除するため共益権のない組合

式会社を中心とした営利企業、法人で

員として准組合員制度を創設しました。

は、格差の拡大、地球環境汚染、食

これが、産業組合から農協法への移行

料危機、親子の貧困の連鎖などを解決

における歴史認識のポイントであると思

することはできない、というのが国連

います。

の認識だと思います。
現在の金融資本主義経済のなかに
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３．今回の「農協改革」の特徴は何か？

ではなく、ＪＡグループが目指す「食と

今回の農協改革のポイントは４つで

農を基軸として地域に根ざした協同組

す。その１つが中央会制度の廃止で、

合」や政府が進める「地方創生」とい

その内容は 2019 年の９月末までにＪＡ

う方向感とはまったく違うスタンスに立

全中は一般社団法人へ、都道府県中

つものだと思います。

央会は農協法上の連合会に移行するこ

1947 年の産業組合から農協法制定

と。全国監査機構は公認会計士法に

に至る経緯や、その後のわが国経済・

基づく監査法人へ移行し、公認会計士

社会の変化、地方の実態、そして今後

による会計監査がＪＡには義務付けら

の農業、地域経済・社会を支え、活性

れることです。

化するために果たすべき協同組合の役

２つ目が組織の変更・分割への規定
整備です。ＪＡは選択によって株式会

割を考えた方向感とは逆の考え方だと
思います。

社、生協、一般社団法人へ組織変更
できるようにします。また、ＪＡにおけ
る信用事業譲渡を円滑に行える規定を

４．将来に向け、新たなる協同組合の

整備します。ＪＡ全農・経済連は株式

枠組みの確立を

会社に、ＪＡ厚生連は社会医療法人に

現行の農協法において、地域農業・

組織変更できるようにします。農林中

経済・社会の実態と将来方向を踏まえ

金・全共連は株式会社に転換できるよ

て、総合事業と准組合員制度の内容を

う検討することとしています。

発展させ、進化、強化する具体的な検

３つ目が事業運営原則の見直しで

討が必要だと思います。

す。農協法の事業目的を農業所得の増

また、事業別・職能別協同組合と地

大、農業者の利益の増進を図ることと

域協同組合のあり方をどう考え、未来

し、事業活動はより利益を上げ、事業

を展望するのか。

への投資や組合員への利用高配当に

地域において、農業、漁業、林業など、

充てる旨に改正します。また、農協の

その地に定住して生業を立てて生きる

理事の過半数は認定農業者または販

人々、その方々と多様な関係を結んで、

売や経営について実践的な能力を有す

その地域に暮らす人がコミュニティーを

る者とする規定が置かれます。

形成し、幸せに豊かに暮らす枠組みと

４つ目が准組合員の利用規制につい
て導入することを検討事項とし、今後
５年間、正組合員、准組合員の利用実

しての協同組合とは何か、どのような
姿、形なのか。
協同組合法制のあり方まで含めた、

態、ならびに農協改革の実行状況の調

広範な検討や実態に即した実証的な研

査が行われ、准組合員の利用規制のあ

究が必要です。わが国の協同組合の総

り方を決定することになっています。

合シンクタンクとして「ＪＣ総研」の果

今回の法改正の特徴は、地方にお

たすべき役割は重要であり、ぜひとも

ける絶対人口の減少増大、正組合員の

その一翼を担っていきたいと思います。

減少・准組合員の増大、脆 弱 な農業
生産力、地域住民の拠点としてインフ
ラ機能を発揮しているＪＡの役割などの
地域経済・社会の実態を踏まえた内容
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巻 頭 論 説 ①

ＪＡ女性組織の
過去・現在・未来

〜ＪＡ女性組織が﹁未来の創造者﹂となるには〜

１．はじめに

ＪＡ女性組織の会員数の減少が止まらない。一時の
急速な減少は収まった感があるが、一気に反転上昇す
るような機運はまだ見えない。
これまでの減少をどう見るかが重要である。仮にこ
れまでの減少が、活発に活動する会員（アクティブメン
バー）の退会によるものであれば問題は深刻であるが、
実態はそういうものではなく、加入はしているが活発に
は活動していない会員（スリーピングメンバー）の退会
と、高齢・病気・死亡などを理由とした自然減との複
合結果と考えられる。
スリーピングメンバーの退会は、彼女らをアクティブ
メンバーにしえなかったという反省は残るが、現在の会
員規模が当該の女性組織のもともとの実力を示してい
ると考えれば、悲観すべきものではない。現存するア
クティブメンバーが思う存分に活躍し、そこで行われる
活発な活動を地域に普及させるなかで会員拡大にチャ
レンジする余地が残されている。
自然減も同様であって、その跡継ぎをメンバーにしえ
なかったという反省は残るが、そのことだけで悲観す
べきものではない。時代が大きく変転するなかで農村
女性の考え方や生き方も大きく変わっており、その変化
を踏まえた新たな活動を提案し実践することが課題と
なっている。
本稿は、以上を基本認識としながらＪＡ女性組織の

い し

るにはどんな視点が必要かを論じようとするものであ

だ

石田 正昭

会員数の減少に歯止めを掛け、ひいては反転上昇させ
る。とくにＪＡ全中の「地域くらしの活動」あるいは家
の光協会の「教育文化活動」を足掛かりとしながら、

ま さ あ き

ＪＡ女性組織の活動を活発化させるとともに新たな会
員を迎え入れる方途とは何かを検討していきたい。

龍谷大学
農学部
教授

ただし、このテーマは本稿限りで終わるものではな
く、２年間にわたる調査研究のなかで一定の方向性な
り、提言を導き出したいと考えている。その点からす
れば本稿はその序論の位置付けとなる。

【巻頭論説①】ＪＡ女性組織の過去・現在・未来〜ＪＡ女性組織が「未来の創造者」
となるには〜
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２．
「全国家の光大会」体験発表に見る
農村女性の活動と活動志向

にして持つＪＡの組織体質である。水田稲作農業が男
性優位の農村社会をつくり、その農村社会を基盤とし
てＪＡがつくられたという歴史的事実が反映されてい
る。実態はどうであれ、生協が女性の組織だとすれば、

ＪＡ女性組織が行う活動は、 その豊富な活動実績

ＪＡは男性の組織だという対比が可能である。

にもかかわらず、 地域の女性たちはもとより、 女性組

しかし、ＪＡの過去・現在・未来を俯瞰すると、今

合員あるいは組合員家族（女性）の間でもよく知られて

やこの認識は変えていかなければならない。水田稲作

いない。 農家でなければ加入できないと思っていたと

農業のかつての重みと現在の重みとは相当に異なって

か、活動それ自体に魅力を感じない、楽しそうだけど

いる。水田稲作にかかる労働投入は機械化によって減

忙しくて参加できない、私には関係ない、などがその

少するとともに、栽培面積も生産調整によって減少し、

理由と考えられる。

米価も下がっている。 農地の流動化も少しずつ進展し

女性組織という以前に、ＪＡそのものがよく知られて

ている。こうした構造変化を受けて、農業・農村にお

いない。 残念ではあるが、 それが現実である。 農産

ける水田稲作の経済的地位は低下しつつあるが、その

物の生産・販売のみならず、信用・共済事業をはじめ

反面、ファーマーズマーケットや農村女性起業の果た

とするくらしの分野までを含む総合事業を展開し、 個

す役割は高まっており、相対的に女性が農業・農村で

人を単位として非農家も加入できる組織だという理解

活躍できる場面が広がりつつある。今や女性の参加・

が広がっていない。あるいはまた、組合員の組織活動

参画なくしては農業・農村、さらにはＪＡの未来も語れ

をベースに組合の事業活動を組み立てる、という協同

なくなっている。

組合本来の運営方式が採り入れられていることも理解
されていない。営利企業と同じように考えられていると

（１）キーワードによる発表題目の分類

ころがある。 ＪＡのなかにいると、 地域に開かれた協

その農村女性たちが、ＪＡ女性組織のなかで何を考

同組合だという理解が当然のように広がっているが、

え、どのように行動しているのか、そのことをまず確認

実はそれが大いなる錯覚で、外からは閉鎖的な組織だ

したい。その方法として、ここでは全国家の光大会で

と映っているようである。 その落差は想像以上に大き

行われている都道府県代表者体験発表大会（記事活

い。

用の部）の発表題目をキーワードによって分類するとい

その理由の１つとして考えられるのは、生まれながら

う作業を行った。
この体験発表大会は1956（昭和31）年２
月に始まり、2015（平成27）年２月現在で
合計58回を数えている。1965（昭和40）年
と1966（昭和41）年は非開催のために集計
できなかったが、それ以外の58回分を５年
ごとに刻みながらキーワードによって分類し
集計していった。
最初に発表題目のキーワードを見つけ出
し、そのキーワードを持つ発表題目を５年
ごとに集計していった。 次に、 多数のキー
ワードを集約するために、似通ったキーワー
ドを集めて小分類とし、 その該当個数を合
計していった。 その次に、 理解をさらに容

4
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易にするために、該当個数の少ない小分類をそれに近

と従属的地位の立場に置かれた農家女性たちが「地域

い小分類に統合して大分類とし、その該当個数を合計

婦人会」や「農協婦人部」での出会いをきっかけに、

していった。なお、１つの発表題目で複数のキーワー

嫁としての共通体験をベースに仲間づくりの活動に立ち

ドを持つ場合は、それぞれのキーワードの該当個数と

上がったという論点である。 この過程はいわば「個が

してカウントしていった。以上のキーワード、小分類、

まとまる段階」といってよいだろう。

大分類の関係は表１に示すとおりである。

もう１つは、 主に後半の30年間に見られることであ
るが、
「個がまとまる段階」から「個がばらける段階」

（２）大分類構成比の推移

へと局面が変化し、 集団行動というよりも個別行動へ

1955年度から2014年度までの60年間で、 ＪＡ女性

の志向、あるいは気の合った仲間とのグループ活動へ

組織の活動と活動志向は大きく変わった。図に示すよ

の志向が高まり、その結果として、活動と活動志向の

うに、大分類構成比では、大きく捉えて「農業・農協」

多様化がもたらされたという論点である。この活動と活

「家庭生活」は低下し、
「農村女性 」
「女性組織 」
「地

動志向の多様化こそ「地域婦人会」や「農協婦人部」

域社会 」
「家の光 」は上昇している。 とりわけ「家の

の会員の減少をもたらす大きな要因となっていること

光 」の上昇が際立っている。

が指摘できる。

この変化をどう捉えるかが重要であるが、趨勢的に

ここで「家の光」の構成比の上昇に触れれば、これ

見れば、 家単位の問題関心が弱まり、 個人単位の問

は『家の光 』や「全国家の光大会」から刺激を受けて、

題関心が高まっていること、 すなわち「戸から個へ」

「記事活用」
「生活文化活動」
「福祉（しあわせづくり）

という流れと、地域社会の問題関心が高まっているこ

活動」をキーワードとする発表者が増えていることを表

と、すなわち「地域社会との関わり」という流れとが、

している。あるいはまた、発表題目では具体的な活動

大きな２つの流れを成していることが分かる。

内容は示さず、単に「家の光と進化する」
「家の光と共

このうちの「戸から個へ」という流れには論点が２つ
ある。

に」
「家の光に学ぶ」
「家の光でココロつながる」など、
「家の光」そのものをキーワードとする発表者が増えて

その１つは、 主に前半の30年間に見られることであ
るが、 農業・農村の封建的気風のなかで、 過重労働

いることを表している。
「家の光」をキーワードとする発表は、例えば、女性
部で情報発信部会を立ち上げて、
記事活用に取り組む（「家の光と進
化する」）
、家の光専任講師の講義
に感動し、仲間と一緒に加工、販
売、交流活動に頑張っている（「家
の光と共に」）
、家の光の記事を基
に、 訪問着を使ったお手玉を作っ
て介護施設を訪問する（「家の光に
学ぶ」）
、家の光大会に感動し、協
議会会長になって、 女性大学開講
や一部会一人増員運動を実践して
いる（「家の光でココロつながる」）
など、 さまざまな活動実績を語っ
ているが、 そのいずれもが『家の
光 』や「全国家の光大会 」の重要
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弱い立場に置かれた者として、 自家農業に従事しつつ

性を強調する内容となっている。
こうしたことを踏まえれば、 ＪＡ女性組織の活動と

姑らの監視にさらされたという共通体験を持っている。

活動志向の羅針盤として『家の光 』や「全国家の光大

そういう彼女たちだからこそ、 同志的結合と平等主義

会」の果たす役割は大きいと結論付けられる。

への志向を強めたのだと秋津は指摘する。
この同志的結合と平等主義への志向が、 ＪＡ女性
組織の活動と活動志向に少なからぬ影響を及ぼしたこ

（３）小分類構成比の推移
「個がまとまる段階」の30年間（1955 〜 84年度）に

とが考えられる。表２は小分類構成比を数値として示

おいてＪＡ女性組織で活躍した女性たちは、おおむね

したものであるが、小分類の区分で見て、前半の30年

1926（昭和元 ）年から1944（昭和19）年までの昭和前

間に構成比が上昇していったものとして、
「農家経営」

期に生まれた農家女性たちであった。 秋津元輝（
「戦

（キーワードは営農改善、農業経営、農家経営、後継

後日本農業の変転とジェンダー」
『ジェンダー史学』第

者・家族問題など）
、
「女性組織」
（キーワードは婦人

８号）によれば、彼女たちは「60年代嫁世代」と呼ば

部活動、グループ活動、仲間づくりなど）
、
「家の光」
（キーワードは家の光の活用・普及、記事活用など）、

れる。
ここで「60年代嫁世代 」とは、1960年代に農家の
若嫁であった世代を指しているが、 彼女たちは「農業
労働をまとまった量として担う最後の 嫁 世代」とみ
なされ、
「上の世代からは 嫁

として扱われながらも、

農業を離れてしまった下の世代を 嫁

として扱えな

い」歴史を歩んだとされる。いわば 損な 役回りを演
じてきた世代とも表現されている。

「農村女性 」
（キーワードは嫁姑問題、農村女性の地
位向上など）の４つが挙げられる。
このうち、
「女性組織」と「家の光」は後半の30年間
も構成比をおおむね維持するか上昇させているが、
「農家経営」と「農村女性」は構成比を低下させている。
「60年代嫁世代 」が共通の関心事としていた「農家経
営」なり「農村女性」
、すなわち家単位の問題は「60年

現在の年齢で70歳から89歳までの層が「60年代嫁

代嫁世代 」の次の世代、 これを「脱60年代嫁世代 」

世代」を成すが、この層の特徴は、農業に従事した最

と呼べば、この世代には継承されなかったことが分か

後の嫁世代としての共通体験が、同志的なつながりを

る。家の束縛から解放された「脱60年代嫁世代」の関

強めるとともに、 お互いを対等に認め合う平等主義の

心は、 構成比の上昇から見て「生活文化活動 」
「家の

志向を強めていったことにある。 嫁 という家庭内の

光」
「地域社会」などに向かっていることが分かる。
（４）「60年代嫁世代 」 と「脱
60年代嫁世代」との断絶
「60年代嫁世代 」の持つ同志
的結合と平等主義への志向は、
それが彼女たちの共通体 験に
よって支えられていたために、
その体験を共有しない「脱60年
代嫁世代」との仲間づくり、ある
いは連帯には役立たなかったと
いう特徴がある。この不連続性
を「60年代嫁世代 」と「脱60年
代嫁世代 」との断絶と呼べば、
この断 絶こそが「60 年 代 嫁 世

6
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代」の活動停止、組織解散とともにＪＡ女性組織の会

援、 食農教育、 各種グル ープ活動の奨励、 フレミズ

員数の急速な減少となって現れたと考えられる。

大学の開催などの手立てが講じられているが、組織基

「脱60年代嫁世代」の側からすれば、ＪＡ女性組織

盤たる農家数の減少に直面して、会員拡大の決定打は

の会員数の急速な減少の理由として、 ①1970年代以

いまだ見つかっていないというのが現状ではないだろ

降の兼業化の進展によって、新たな活動グループの結

うか。重要な問題ではあるが、これは今後の課題とし、

成がむずかしくなったこと、 ②ＪＡの事業推進や役員

本稿では取り扱わないこととする。

の持ち回りなど、 会員にかかる負荷が重荷になってき
たこと、③「60年代嫁世代」によるＪＡ女性組織の活

（１）支部別組織から目的別組織への転換

動が同年齢層の仲間づくりから始まったために、 新た

ＪＡならびにＪＡ女性組織の基礎組織は、農業集落

な若い会員の受け入れに消極的であったこと、 などが

あるいは農業集落がいくつか集まってつくられた支部

指摘できる。ありていに言えば、
「声を掛けてもらえな

に置かれている。 役員選出もそこを単位として行われ

い」から「知らんふり」を決め込んだということになる

る。この支部組織は今後とも重要であり、支部機能が

のかもしれない。

健全に維持されるように働き掛けることはＪＡならびに

男性社会はタテ型、女性社会はヨコ型という組織原

ＪＡ女性組織の基本的な役割である。

理の特徴がある。
「60年代嫁世代 」の主導による「同

ただし、 それだけに頼っていては組織基盤の脆弱

輩集団」型のＪＡ女性組織発展の反作用として、
「60年

化は避けられない。 支部別組織（地域別活動グル ー

代嫁世代」と「脱60年代嫁世代」との断絶が起こった

プ ）の育成とは別に、 会員のニーズや願いに基づく目

と整理できるのではないだろうか。

的別組織（目的別活動グループ ）の育成に努めていか
なければならない。 目的別組織の育成をどのような単

3．
「わたしの楽しい活動」から
「地域とともに歩む活動」へ

位（範囲）で図るかは、ＪＡの規模によって異なるが、
おおむね旧市町村単位あるいは旧ＪＡ単位など、 中程
度の範囲での組織化が求められる。

ＪＡ女性組織に関する現在の問題は大きくいって２
つある。

（２）
「地域福祉ビジョン」の策定

その１つは、
「60年代嫁世代」と比較して、会員数を

ここで「福祉 」とは、 英語で ウェル・ビーイング

大きく減らした「脱60年代嫁世代」の層を、いかにＪＡ

（well-being） と称されるものをいう。ウェル・ビーイ

女性組織に呼び込むのかという問題である。この呼び

ングとは「生き方の幅」を広げることを意味し、それは、

込みには農家のみならず、非農家の女性までを含めて

こうしたい（行為）
、こうありたい（状態）に関する選択

検討することが重要である。19 4 5（昭和2 0）年から

の幅を広げることによって達成される。

1964（昭和39）年までの戦後生まれの女性たちによっ

ＪＡの目的は「農業者所得の増大 」なり「農業生産

て構成される「脱60年代嫁世代」は、現在の年齢でい

の拡大」にあるのではない。これらはＪＡの小目的（手

うと50歳から69歳までというプレ年金層から初期の年

段）であって、総合事業を営むＪＡの大目的は「生き方

金受給層までをカバーしており、いわば第２の人生をど

の幅」を広げることにある。平たくいえば、組合員・利

う歩むのかという問題に向き合っているという特徴が

用者の「福祉の増大」あるいは「しあわせづくり」を実

ある。ＪＡ女性組織にとって、この世代的特徴を活か

現することにある。

した働き掛けが重要であると指摘したい。

ここで掲げた「地域福祉ビジョン」とは、組合員と役

もう１つは、
「脱・脱60年代嫁世代」、年齢でいえば

職員とが一緒になって「福祉の増大 」なり「しあわせ

49歳までの、 いわばフレミズ層の拡充をどう図るのか

づくり」に取り組み、 そうすることによって組合員・利

という問題である。 現在、 この層に対して、 子育て支

用者の信頼を獲得していくことを表明したものをいう。
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ＪＡ女性組織は、その「地域福祉」の主要な担い手

この責務は単にＪＡ女性組織側だけが負うべきもの

としての地位を占めている。例えば、女性組織の会員

ではない。 事業を営むＪＡ側にも同様の責務がある。

と職員とが一緒になって 見守り隊

をつくり、 各集

ＪＡ女性組織側の求める力とＪＡ側の応える力との相互

落に「あの家、今どうなっているのだろう」という気持

作用のなかで、 新たな協同の領域をつくっていく必要

ちで周りの家々を見守る人たちを配置し、そこから集ま

がある。

る生活情報を基に日常生活に必要なサービスをＪＡが

かつては「新予約共同購入運動」が展開されたが、

提供していくことが考えられる。コンビニが行っている

それだけにとどまるものではない。例えば、共済事業

「買い物代行サービス」がそれに似ているが、コンビニ

の利用決定権は男性ではなく女性が握っているとされ

のそれは半径500mの範囲までしか受け付けていない。

るが、そうであるならば、共済商品の開発に女性の声

距離を広げ、提供するサービスの種類も豊富にすれば、

を積極的に取り入れることが必要となろう。 介護はも

ＪＡらしさが際立ってくるであろう。

とより、資産管理、相続、あるいは年金受給について

「田舎に引っ込むと店がない。 医者がいない。 農協

も、男性だけの判断に任せてよいものではない。祖父

も合併して遠くなった。 年をとって自動車を取り上げら

母の世代と孫子の世代をつなぐのは、その両者に目配

れた。自転車か、歩きしかない。そんなお年寄りが増

せのできる女性に他ならない。最終の決定権は男性に

えているので、 自分たちの農協だという姿をみせてく

あるにせよ、その決定に大きな影響を及ぼすのは女性

れ」という要望がＪＡ宮崎中央の総代会で出され、 出

の判断である。そうだとすれば、制度や仕組みに関す

席者からは大きな拍手が沸き起こったという（「勇気・

る知識の習得は確実に女性の守備範囲内に入っている

創造・ロマンあふれるＪＡづくり」、家の光協会『ＪＡ教

と理解すべきである。

育文化・家の光ニュース』2015年10月号）
。組合員か
らすれば、当然の思いであろう。

貯金も優遇金利に高い関心を寄せるのは男性だけ
ではない。むしろ中高年の女性層だといわれる。仮に

これに対して、 藤原榮伸組合長は「組合員から『農

女性組織だけに優遇金利の付いた定積商品を開発す

協でよかった、農協があってよかった』といわれるよう

れば、その利用を目指して女性組織の加入者が増える

な事業、 職員、 職場をめざしたい」と回答したそうで

ことはほぼ間違いない。会員加入の説得力が増すから

あるが、 こうした思いが通じるようなＪＡづくりが求め

である。ＪＡはこれを足掛かりに一度関係づくりができ

られる。

た会員を「ぐっとつかんで離さない」という密着性の追
求が重要である。 この種の商品開発がなぜ必要か、

（３）ＪＡ女性組織の存在意義の明確化
全国のＪＡ女性組織で数多くの生活文化活動、具体

それを理事者側に熱く語れるような女性会員が増える
ことを願っている。

的には趣味・ 教養・ 娯楽・ 健康などにかかる各種グ

同様の趣旨でいうと、ＪＡ女性組織の活動や事業利

ル ー プ活動が展開されている。 活況を呈していると

用に優遇措置の付いた総合ポイントカードの開発が不

いってよい。 ただし、 これらの活動を見ていてしばし

可欠である。どんな活動、どんな事業利用にどれだけ

ば感じることは、 その活動自体が目的化していて、 本

のポイントを付加するかはＪＡだけで決めるのではなく、

来の目的であるＪＡ事業との関連が希薄になっている

会員の参加が不可欠である。そうでないと、それを機

のではないかという点である。

に会員の拡大を図るという動機がＪＡ女性組織側に生

魅力あるＪＡ女性組織の活動とするには、
「自分のく

まれてこないからである。

らしをよくする」
「地域のくらしをよくする」という活動の
なかで、 ＪＡ事業を積極的に取り込もうとする姿勢、
例えばより良いサービスを受けるとか、より良い商品を
開発するとかの要素が入っていることが重要である。
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（４）55歳から始まるＪＡ運動
現在、第２の人生を歩き始めている「脱60年代嫁世
代 」 の活動や活動志向は多様である。 しかし、 その

ＪＣ総研レポート／2015年 秋／VOL.35 【巻頭論説①】ＪＡ女性組織の過去・現在・未来〜ＪＡ女性組織が「未来の創造者」
となるには〜

多様性は女性のみならず男性も同じで、趣味、教養、
娯楽だけではなく、健康、生きがい、地域づくりなど
にも及んでいる。彼ら・彼女らは「年金友の会」が提
供する旅行やグラウンドゴルフだけでは満足できないさ
まざまなニーズや願いを持っている。
とりわけ高齢者が生きがいを持って毎日を元気に過
ごすためには、今日すべき用事「今日用（きょうよう）
」
と、今日行くべき場所「今日行く（きょういく）
」のある
ことが重要だとされている。このためのお手伝いをＪＡ
なりＪＡ女性組織が担うことが考えられる。 それはす
なわち、 ＪＡのシニア対策の一環として、 食と農の分
野で「今日用」
「今日行く」活動の全面展開を図る必要
があることを表している。
「給振口座の獲得は難しいが、年金口座の獲得は簡
単だ。地銀や信金・信組、郵便局などではできないこ
とをＪＡが地域住民に提示できれば、 シニア向けサー
ビスの差別化が図れる」と考えるようなＪＡになってほ
しい。それにはＪＡとＪＡ女性組織は別個のものではな
く、一体のものとして動く必要があり、ミニデイサービ
スが典型であるが、ＪＡ女性組織の活動のなかにシニ
ア層が溶け込むようなかたちをつくることが重要である。

4．むすび：全員経営を求めて
ＪＡ女性組織の組織と活動は、ＪＡ運動の一部を形
成しているわけではない。 部分が全体となり、 全体が
部分となるような、総合農協という名の複雑系のなかに
組み入れられている。別の言い方をすれば、女性組織
だけを論じても、女性組織を論じたことにはならない。
しばしばＪＡ女性組織の組織や活動を担当者任せに
しているＪＡを見受けるが、 それこそが大きな間違いで
ある。 役職員のみならず組合員も含めて、 女性組織の
ことを「みんなで考え、 担当者が動く」
「担当者で考え、
みんなが動く」
、こうしていかないとＪＡ女性組織も死ん
でしまうし、ＪＡも死んでしまう。自戒が必要である。
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巻 頭 論 説 ②

ＪＡ女性組織が
再び輝くために

〜歴史・現状・課題︑そして今後の方向性〜

１．女性が元気！ ＪＡが元気！ 地域が元気！

各地のＪＡや都道府県の女性組織リーダー研修会に
お邪魔してお話をさせていただくとき、演題は上記を
採用することが多い。
その心は、女性が元気なところはＪＡ本体が元気で
あり、ＪＡが元気になると地域全体もまた元気になる
と確信しているからである。そして、地域が元気になる
と、もう一度元に戻って女性がさらに元気になる。ま
さに好循環、プラスのスパイラルの典型である。
元気な女性組織は、研修会場に足を踏み入れた瞬
間にはっきりと判別できる。女性たちの多くがこぼれ
んばかりの笑顔で輝き、井戸端会議の音量が部屋中
に響き渡っているからである。
ＪＡの発展も、地域の活性化も、女性パワーの発揮
なくしては語れない。また、個人的な印象だが、元気
な農村女性たちは確実に増えていると実感する。
しかし反面、女性組織のメンバーは年々減り続け、
活動のマンネリ化も指摘されている。
そこで本稿では、ＪＡ女性組織（農協婦人部）の歴
史を振り返りながら、その現状と課題を浮き彫りにし、
今後の方向性を探っていきたい。

２．ＪＡ女性組織（農協婦人部）のあゆみ
わが国の農協婦人部が産声を上げたのは、 戦後間
い た

板野 光雄

もない1949年（農協法公布の２年後 ）。 滋賀・静岡・
福井の３県において初めて県組織が発足した。

の

1951年、 全国農協婦人団体連絡協議会（全婦連）
が結成された。しかし、同年12月に開催された初の全

み つ

国大会に参加したのは、わずか25県・80人だったとい

お

う。 都道府県組織の結成を完了するには、 その後15

一般社団法人
家の光協会
文化委員

年もの歳月を要した。農協婦人部の船出は、必ずしも
順風満帆とはいえなかったのである。
しかしその後、 農協婦人部は驚異的な発展を遂げ
る。1955年には「農協婦人部五原則」を制定し、第１
回全国農協婦人大会を開催。1958年には全婦連を改
称して全国農協婦人組織協議会（全農婦協）が発足し

10
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た。全国の部員数も順調な伸びを示した。

したのである。 その結果、 特に純農村地帯では「地

発展の要因はいくつかあるが、ここでは象徴的な活

域婦人会＝農協婦人部」という関係が成立した。さら

動を１つだけ紹介する。 自主制作映画『荷車の歌 』の

に、地域婦人会が主導するケースも多く、両者の未分

完成である。1957年の第３回全国農協婦人大会で、

化の状態が長い間続いたため、 その後の農協婦人部

この歴史的事業を決議。当時の農協婦人部員320万人

純化問題に影を落とすことになる。

が１人10円、 あるいは米一握り・卵一個を出し合って
映画を制作しようという壮大な試みである。 募金活動
はかなり難航したが、1959年１月についに完成し、第
４回大会でお披露目された。

その後の「農協婦人部〜ＪＡ女性組織 」への流れを
おおまかに確認しておこう。
1967年、農協婦人部五原則改定・農協婦人部綱領
制定。1969年、全国統一の「農協婦人部手帳」を発行。

「会場の明りが次第に薄く消され、そして闇になりま

1974年には、第１回「若妻の主張 」全国コンクールが

した。その一瞬、スクリーンに突然のようにくっきりと、

開催された。1989年、ＩＣＡ（国際協同組合同盟 ）の

『この映画は、320万人の全国の農村婦人が10円ずつ

婦人委員会に初出席。1994年には、第１回フレッシュ

出しあってつくられたものです』の字幕が浮かびあがり

ミセス全国交流集会が開催された。 そして1995年、

ました。 その字が目に入ったとたん、 もう目頭から涙

全国農協婦人組織協議会をＪＡ全国女性組織協議会

がとめどなく流れてきます。
（中略）

に名称変更し、新たなＪＡ女性組織綱領・５原則が制

映画『荷車の歌 』の制作は、 農協婦人部の組織固
めに大いに役立ったわけですが、 私自身にとっても婦

定された。
次に、特徴的な活動を年代別に追ってみよう。

人部との長いかかわり合いのなかで、 もっとも忘れら

＜1950年代〜＞

れない思い出となったのでした」

・生活改善運動（台所改善、食生活改善、保健衛生

当時、 全農婦協会長の神野ヒサコ氏は、 回想録
（『虹よ永遠に〜農協婦人部とわたし〜』家の光協会、
1976年）のなかで、こう述懐する。
映画『荷車の歌』は、監督＝山本薩夫、出演＝望月
優子・三國連太郎・左幸子というそうそうたるメンバー
によって制作された。全国各地の上映会の他、一般公

改善、冠婚葬祭の簡素化、共同購入、家族計画、
家計簿記帳と「暮らしの協同設計」運動など）
＜1970年代〜＞
・ 環境保全運動（合成洗剤から粉石けんへの切り替
え、公害問題への取り組みなど）
・ 健康を守るための活動（貧血・農婦症〈農村女性が

開もされ、
『キネマ旬報 』ベストテンの４位など高い評

発症した、農業労働による健康障害〉の検診活動、

価を受けた。

農民体操の普及、農薬の安全学習など）

この映画制作が、 創生期の農協婦人部の「精神的

＜1980年代〜＞

支柱」になったことは明らかであり、
「農協婦人部はた

・ 諸外国との交流・支援活動（
「世界の子どもにきれ

いしたものだ」という社会的評価が高まったことも確か

いな水を」10円玉募金、
「アフリカ飢餓救済募金」

である。映画制作への情熱は、婦人部員の拡大にもつ

運動など）

ながる。 計画時に320万人だった全国の部員数は、
1958年５月には344万人に達し、史上最高を記録した。
ここで、 農協婦人部の結成時の情勢として、 １つの
事情を押さえておく必要がある。それは、農協婦人部
と地域婦人会との関係である。
戦後、 連合国軍総司令部は農村民主化と婦人解放
という方針の下、地域婦人会の結成に乗り出す。農協
婦人部の組織化に先行する形で、 地域婦人会は誕生

・農畜産物の輸入自由化反対運動（横浜港への輸入
農畜産物の実態視察、輸入食品の安全性学習など）
＜1990年代〜＞
・高齢者福祉活動（ＪＡ助けあい組織の結成、ホーム
ヘルパーの育成、介護保険制度の学習など）
＜2000年代〜＞
・ＪＡ女性組織の活性化（加入促進運動、フレッシュ
ミズの活動強化など ）

【巻頭論説②】ＪＡ女性組織が再び輝くために〜歴史・現状・課題、
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・ＪＡ運営への女性参画の促進（女性の正組合員加入、

ＪＡファンになり、徐々にＪＡ事業を利用し、女性組織

総代・役員への登用など）

の活動にも参加する。さらに、そのなかから農家なら

誠に大雑把ではあるが、 以上がＪＡ女性組織の60

正組合員に非農家なら准組合員に加入してもらう。こう

余年のあゆみである。 こうした流れを念頭に置きなが

した取り組みなくして、ＪＡおよびＪＡ女性組織に未来

ら、ＪＡ女性組織の現状と課題を考えていきたい。

はないのではないだろうか。
② 地域住民・消費者の応援なくして未来はない！

3．ＪＡおよび女性組織は正念場を迎えている！

全国の農家数は年々減少している。 本稿では、 昭
和30年代前期と2010（平成22）年を比較してみる。昭

本稿のテーマは、もちろんＪＡ女性組織であるが、

和30年代前期はＪＡ女性組織・青年組織共に史上最

ＪＡの現状と課題を考察することなしに、 女性組織を

大の勢力を記録した時期であり、ＪＡの組合員組織が

語ることはできない。 そのため、 ここからの記述は、

最も元気だった時代である。 一方、 総農家数の最新

ＪＡおよび女性組織の問題点を同時並行的（総合的）

データは、2010年「農業センサス」から採用した。

に指摘していきたい。あえて「正念場」という言葉を用

＜昭和30年代前期＞

いたが、それほど強い危機感を小職は持っている。

総人口＝約9400万人、総世帯数＝約2000万戸

「正念場」には、３つのキーワードがある。
① 若い世代の参加・参画なくして未来はない！

総農家数＝約600万戸（総世帯数の30％）

1947年11月、
「農業協同組合法」が公布された。日

この時代、日本を10軒の家に例えれば、うち３軒は

本に農協が発足して、 もうすぐ68年が経過することに

農家だったということになる。そして、農家の家族は平

なる。この当時、20歳だったＪＡ組合員は現在88歳、

均の4.7人よりも、かなり多かった。明確な統計は見つ

30歳だった組合員は98歳。組合員第１世代と呼ばれる

けることができなかったが、 推定では日本人の約半分

人々が高齢となり、残念ながらお亡くなりになる時代を

が農家の家族だった時代である。

迎えつつある。では、ＪＡ組合員の高齢化は、どのく

それが、最近ではどうなったのか。

らい進んでいるのだろうか。

＜2010年＞

＜正組合員＞60歳以上＝約70％、70歳以上＝約45％

総人口＝約１億2800万人、総世帯数＝約5200万戸

＜准組合員＞60歳以上＝約55％、70歳以上＝約31％
（2011年度全ＪＡ調査）
これが実態である。背筋が少し寒くなる。

（1世帯当たりの家族数＝平均2.5人）
総農家数＝約253万戸（総世帯数の4.9％）
まず驚くことは、 総世帯数が昭和30年代前期の2.6

全国のＪＡトップが最も危惧していることは、 今後

倍に増えたことである。 その結果、 １世帯当たりの家

若い「組合員次世代」が組合員資格を継承してくれる

族数は2.5人まで落ち込んだ。 核家族化・少子化・高

のか、継承してくれたとして先代と同様の出資金を出し

齢化など要因はさまざまあるが、 老夫婦２人だけの世

てくれるのか、という２点に尽きる。

帯や独り暮らしのお年寄りが、約50年間で激増したこ

「若い人たちが寄ってこない組織は衰退し、滅びる」

とは見逃せない。 ＪＡ高齢者支援事業（介護事業含

残酷な言葉だが、 これは「世の習い」である。 ＪＡも

む）の重要性が年々高まっているゆえんである。

ＪＡ女性組織も、もちろん例外ではない。

一方、 総農家数は昭和30年代前期と比較して42 ％

男性・女性を問わず、若い世代への働き掛けの強化

まで落ち込んだ。しかも、総世帯数が急増したことか

が今後の喫緊の課題である。いま「若い世代」と表現

ら、全世帯に占める農家の割合は５％を割り込んだ。

したが、この対象は20代・30代ではない。
「次世代」

日本を100軒の家に例えれば、95軒は非農家という時

とは、 実質的には40代・50代、 ときには60代を意味

代を迎えたわけである。

する。この世代の人たちが、まずＪＡに親近感を持ち、

12
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農家５％時代の到来！ さらに、2009事業年度には
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農協発足以来、 初めて正組合員数を准組合員数が上

不可欠であり、その理由は次の３点である。

回る、いわゆる正・准組合員の逆転現象が起こる。以

まずは「農業」である。日本農業を支えている力の約

降、正・准の格差は年々広がるとともに、2013年度に

60％は、実質的には女性パワーだといわれている。女

は組合員総数が初めて1000万人を突破した。
（図１）

性農業者の頑張りが、 わが国の農業を守っていると
いっても過言ではない。
次はＪＡへの訪問頻度である。 ＪＡには支所・支店
をはじめ、Ａコープ店、直売所、グリーンセンターなど、
さまざまな施設がある。 もちろん男性の組合員や利用
者も数多く訪れるだろうが、 どちらかといえば女性訪
問者の方が多いのではないだろうか。
そして最後は極めつけである。
「ＪＡ共済」への加入
（あるいは更新）決定権は、 一家のなかで誰が握って
いるか？ ＪＡ女性組織研修会などでこう質問すると、
必ずといっていいほど会場は大きな笑いに包まれる。
「私に決まっているじゃない」という自信の笑いである。

こうした時代を迎えた今、 農家とＪＡの頑張りだけ

「ＪＡ共済 」に限ったことではない。 いわゆる「大きな

では、もはや地域農業ひいては日本農業は守れないの

買い物」 の決定権は、 日本のほとんどの家庭で一家

ではないか。95％の地域住民・消費者の１〜２割でも

の主婦が握っている。

いいから、
「ＪＡファン」
「地域農業のサポーター」に組
織化していくことが、今後の大きな課題である。

農業、ＪＡへの来訪、共済加入 ̶̶ この３点を見
ても、 今や女性こそがＪＡの「当事者」 といえるので

女性組織は、 こうした情勢変化に的確に反応した。

はないだろうか。 そして、 協同組合には「当事者が組

その結果が、1995年に改定した「ＪＡ女性組織綱領」

合員になる」という「大原則」がある。近年進められて

「ＪＡ女性組織５原則」。かつての「農協婦人部綱領」

いる「女性の組合員加入促進運動」の本質的な根拠は、

「農協婦人部五原則 」と比較してみれば、 一目瞭然で

この「大原則」にある。しかし、日本の農協は長期間

ある。全文を掲載することは控えるが、象徴的な表現

「１戸１組合員制度」に馴染んできた。そうした組織風

の違いは、次のとおりである。

土のなかで、
「１戸複数組合員制度 」への移行は容易

＜農協婦人部五原則＞

には進んでいかなかった。

二．農村婦人の組織であります。
農協婦人部は、働く農民である婦人を中心とし

４．ＪＡ女性組織をめぐる課題

て構成する組織です。
＜ＪＡ女性組織５原則＞
２．こころざしを同じくする女性の組織です。

「若い世代」
「地域住民」
「女性」への働き掛けの強
化が、10年後も元気なＪＡを実現するためのキーワー

綱領と原則を充分理解し、住みよい地域づくり

ドである。また同時に、女性組織をめぐる課題・問題

を行おうとする女性の集まりです。

点も浮き彫りになってくる。それは次の２点である。

ひと言で言えば、
「農民の婦人団体」から「農や食、
地域社会に心を寄せる女性たちの組織」へと基本路線
を大きく転換したのである。
③ 女性パワーのさらなる発揮なくして未来はない！
ＪＡの事業・活動・組織の発展にとって女性の力は

①女性のＪＡ運営への参加の立ち遅れ
②ＪＡ女性組織メンバーの減少と高齢化
まずは、１点目。ＪＡ運営への女性の参画は、現在
どこまで進んでいるのか。 以下は、 ＪＡにおける女性
が占める割合（2014年・全国）である。
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正組合員＝20.6％ 総代＝7.6％ 役員＝6.9％

に100万人の大台を割り込み、2014年度のメンバ ー数

女性の参画状況は、ＪＡと女性組織の努力によって

は約61万7000人である。全盛期（ピーク時）の17.9％

年々改善されてきている。しかし、そのスピード感はと

まで落ち込んだことになる。 ＪＡ女性組織のメンバ ー

いえば、お世辞にも充分なものとはいえない。

数の推移は、図３をご覧いただきたい。

図２は「女性の正組合員数と正組合員比率の推移」

もちろん、1958年当時と比較すれば農家も大幅に

である。現在、ＪＡ全国女性協では正組合員＝25％、

減少しているので、女性組織メンバーがある程度減る

総代＝10％、役員＝各ＪＡ２人以上の数値目標を掲げ、

のはやむを得ないかもしれない。しかし、総農家数と

懸命に運動に取り組んでいる。

女性組織メンバー数を19 5 8年（昭和3 0年代前期）と

２点目のＪＡ女性組織の問題は、 より深刻である。
前述したように、メンバー数が最多だったのは1958年。

2010年で比較すると、以下のとおりになる。
＜総農家数＞

当時の農協婦人部員は全国で約344万人を数えた。そ

1958年＝約600万戸

の後、 メンバ ー数は減少の一途をたどり、2005年度

2010年＝約250万戸（41.6％）
＜女性組織メンバー数＞
1958年＝約344万人
2010年＝約 72万人（20.9％）
農家の減り方よりも、 女性組織メンバーの減り方の
方が、２倍も激しいのである。
さらに危機的な状況がある。表は「ＪＡ女性組織メ
ンバー・年代別比率の推移」であり、図４は「2014年
度の年代別構成表」である。若い女性たちがＪＡ女性
組織に、徐々に加入しなくなってきたという現実が見え
てくる。 そうしたなかで全国のフレッシュミズの実態
（2014年）は、下記のとおりである。
フレッシュミズのメンバー数（2014年・全国）
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のは、次の３点である。
（１）地域婦人会の衰退との連動
前述したように、 特に農村地帯では「地域婦人会＝
農協婦人部」という関係性が定着してきた。 ところが
近年、 地域婦人会の活動は停滞傾向にあり、 組織を
解散する事例も多い。地域婦人会が解散したとき、あ
るいは婦人会を脱退するとき、 同時にＪＡ女性組織か
らも脱退するというケースが増えている。
このときＪＡ女性組織にとって脅威なのは、 少人数
の脱退ではなく、 集落全体あるいは地区全体が一斉
に辞めてしまうという事態である。 その結果、 ＪＡ管
内のいくつかの地区が、いわば「虫食い状態」になり、
特に全体的な活動が停滞する。
（２）過去の「物売り婦人部」への反発
かつて農協婦人部は、 農協の生活購買事業の一翼
を担っていた時代があった。
「物売り婦人部」とはなん
とも露骨な言葉だが、
「農協婦人部に加入すると生活
購買品を売らされる」という反発が、今なお残っている
ことも否定できない。
（３）就労女性の増加と価値観の多様化
農村地帯においても、 農業以外の就労機会が増加
し、
「働く女性たち」 が増えた。 特に若い女性は家
事・育児・仕事に忙しく、ＪＡ女性組織の活動に参加
約1万7000人（女性組織メンバー数の約2.8％）
フレッシュミズの規定は都道府県によってルールが
異なるが、おおむね45歳以下の若い女性と考えていい

する余裕がない。 また、 女性たちの価値観が多様化
し、
「みんなで活動する」ことへの違和感を持つ女性
が増えていることも事実である。

だろう。ただし、フレッシュミズ組織のあるＪＡは、全

とはいえ、 マイナス面を強調しても将来展望は拓け

体のほぼ半分に当たる354ＪＡにすぎない。 組織がな

ない。ＪＡにとって女性組織は最も重要な組合員組織

ければフレッシュミズとしてカウントできないから、実

の１つであり、その活性化こそ「10年後も元気なＪＡ」

際には1万7000人の２倍＝3万4000人程度の若い女性

の原動力になると信じるからである。

（45歳以下 ）が女性組織に加入していると推定するこ
とができる。しかし占有率に換算すれば、わずかに５

５．ＪＡ女性組織の今後の方向性

〜６％である。
「若い人たちが寄ってこない組織は衰退し、滅びる」
という言を待つまでもなく、フレッシュミズ層を中心と
した世代の加入促進を図らなければ、ＪＡ女性組織の
活性化は実現しない。

ＪＡ女性組織の克服すべき課題は、次の２点である。
１つは、若い女性たちの加入促進である。いかにし
てフレッシュミズ層の加入促進を図るか。
メンバーの減少と高齢化という「マイナス構造」から

それにしても、 なぜＪＡ女性組織メンバー数はここ

脱却するためには、若い女性の参加・参画を促進する

まで減少したのだろうか。 その要因として考えられる

しか、 その解決策はない。 言い換えれば、 若い女性

【巻頭論説②】ＪＡ女性組織が再び輝くために〜歴史・現状・課題、
そして今後の方向性〜
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が活動に魅力を感じ、入りたくなるようなＪＡ女性組織

農作物を育てる「農業のプロ」である。
「食 」と「農」

に変革していくことが、極めて重要である。

両方のプロは、 日本広しといえども農村女性をおいて

２つ目は、地域の女性たち（非農家）の加入促進で
ある。ＪＡ女性組織が農家の主婦だけの「内向きの組

「私たちは食と農のプロです！」ということに、もっと

織」であっては、これからの発展は望めないということ

自信と誇りを持っていいのではないか。 そして、 若い

である。 全世帯の95％を占める非農家の女性に対し、

女性や地域の主婦に対して「私たちが教えてあげるか

いかにして勧誘のメッセージをＪＡ女性組織やＪＡの側

ら、 一緒に活動しませんか？」と、 積極的に呼び掛け

から発信することができるか。 地域の女性たち（非農

ることが必要なのではないだろうか。

家）へのアプローチの強化が、今後の大きな課題であ
る。
こうした課題を克服するためには、 具体的にどんな
方策が有効なのだろうか。
まず提案したいのが「ＪＡ女性大学」の開講である。
しかも、この女性大学には「若い世代を対象とした」
「地域に開かれた」という２つの条件が付く。上記２つ
の課題を共に乗り越えるための対応策である。
若い世代や地域の女性の加入を促進するためには、
その核となる若い女性リーダー・地域の女性リーダーを
育てる必要がある。
「ＪＡ女性大学」の目的はここにあ
る。 ＪＡ全中と家の光協会は『ＪＡ女性大学開講のす
すめ』という冊子を作成し、過去３回にわたって「ＪＡ
女性大学 全国交流集会」を開催した。その結果、女
性大学を立ち上げるＪＡが、ここ数年かなり増えてきた。
今後の課題は、 いかにして女性大学の受講生や卒業
生がＪＡ女性組織に加入してくれるか、 そのための対
策強化にかかっている。

食の安心・安全に思いを寄せる女性たち、農に関心
を示し、 農的なライフスタイルに憧れる消費者の数は
決して少なくない。
「食と農」をテーマにした活動こそ、
ＪＡ女性組織の「最大の強み」であり、組織を活性化
するための「真の起爆剤」である。
それでは、
「食と農」をテーマにした活動とは、どん
な内容なのか。具体的には、次の５点である。
①農畜産物の直売・加工事業
（直売所、朝市、農家レストランなど）
②子どもたちを対象にした食農教育
（農業体験、調理体験、食料や環境学習など）
③おとな（消費者）を対象とした食農教育
（農業体験、調理体験、食の安全性など）
④都会と農村の相互交流事業
（子ども農山漁村交流プロジェクト、 市民農園、 グ
リーンツーリズムなど）
⑤地域の食文化の継承
（郷土料理、伝統食、伝統野菜の復活など）

次に押さえておきたいのは、 ＪＡ女性組織の特長に

全国のＪＡ女性組織は程度の違いこそあれ、 こうし

ついてである。全国に多数ある女性団体・組織のなか

た活動に熱心に取り組んでいる。ポイントは、①〜⑤

で、ＪＡ女性組織の「最大の強み」はなんなのか。

の活動を単体で終わらせないで、組み合わせること。

それは「食と農」をテーマにした活動である。

例えば、① の「豆腐づくり」グループのメンバーが、

2005年、
「食育基本法 」が制定された。 法律では

② の「あぐりスクール」の講師として子どもたちに豆腐

「食育 」という言葉を使うが、 ＪＡグル ープは敢えて

づくりを教える。⑤ の「郷土料理の名人」が、① の直

「食農教育 」という表現にこだわりたい。 なぜなら、

売所を拠点にして、 ③ の消費者対象の料理教室を開

「食育」は往々にしてスーパーマーケットや食卓からの

催する、といったコラボレーションである。

内容になりがちで、 最も大切な田んぼや畑といった生
産現場が忘れ去られることが多いからである。
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他にはないのである。

新たなノウハウを開発するのではなく、 現在の実践
を組み合わせることによって、 ＪＡ女性組織の活動は

そして、 農村女性こそ「食農教育のプロ」なのだ。

２倍にも３倍にもなるだろう。このエネルギーを源にし

農村女性は、 家族の健康を気遣いながら毎日の食事

て、若い人や地域の女性への働き掛けを強化すれば、

を作る「家庭料理のプロ」である。また、丹精込めて

女性組織の活性化は決して夢物語ではない。
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６
．．女性参画の重要性〜福岡県ＪＡにじの実践〜

総代会の雰囲気が「よい方向」に変わったのである。
足立前組合長は「ＪＡ運動は、組合員の幸せづくり
運動です。ＪＡ女性部が元気になれば、ＪＡも元気に

もう１つ、忘れてはならないのが、女性のＪＡ運営へ
の参画による意思反映の強化である。
女性の正組合員・総代・役員が増加すれば、当然、

なる」と熱く語っていた方であり、女性パワーを高く評
価していた組合長である。
ＪＡにじでは、2003年度から「女性大学」
（１期２年、

女性たちの意思（願いや期待）はＪＡ運営により強く反

50歳以下）を開講し、１〜６期までの卒業生は約300

映される。 また、 外側から見ても「ＪＡは男性中心の

人に達するという。

組織」というイメージが払拭され、地域の女性たちか
らも熱い眼差しを向けられるのではないか。

「女性大学の受講生は自動的に女性部に加入します。
卒業後に女性部に残る人は全体の約３割ですが、私は

そうした意味からも、ＪＡ運営への女性参画の促進

『これでいい』と思っています。女性大学は裾野を広げ

こそ、 ＪＡ女性組織を活性化するためのバックボーン

る活動ですから、あまり欲張ってはいけない。現在、

であり、その決め手といえるだろう。

フレッシュミズの約８割は女性大学の卒業生で、その

ここでは福岡県ＪＡにじの事例を紹介する。

なかから女性部リーダーが育っています」
（足立氏）

ＪＡにじでは2002年度の「家の光文化賞」受賞をバ

ＪＡにじの特徴は、
「ＪＡ運営への女性参画」
「若い

ネに、 女性正組合員加入・女性総代増加運動に取り

世代の女性部加入」
「地域女性（消費者）の女性部加

組んできた。 その結果、2015年３月末現在の状況は、

入」という３つの促進運動を、複合的・同時並行的に

次のとおりである。

組み合わせたところにある。 このことは、 全国のＪＡ

女性正組合員

2019人（全体の28.5％）

女性総代

117人（全体の21.3％）

女性理事

3人（全体の15.8％）

女性組織にとって、大いに参考になるのではないか。
そもそもＪＡ女性組織の最終的目的とはなんだろう。
それは、 メンバーである農村女性一人ひとりが、 その

いずれも高い数字を示しているが、 特に注目したい

家族が、 そして地域全体が、 今より少しでも「幸せ」

のが女性総代である。2007年、 女性総代は110人に

になることである。 言い換えれば、 １人ではできない

達し、総代の20％を女性が占めるに至った。このとき

「願い」や「期待」を実現に近づけるために生まれたの

の総代会の様子について、 前組合長の足立武敏氏か
ら以前にお聞きしたことがある。
「女性総代はほとんどが実出席でした。 一方、 男性
は例年どおり委任状を提出して欠席する人も多かった。

が、ＪＡ女性組織である。
全国のＪＡ女性組織が再び輝きを取り戻し、本来の
力を発揮すれば、ＪＡも地域全体も必ずや活力を増す
ことだろう。そう確信しつつ、本稿の筆をおく。

女性はお召し物もカラフルですから、総代会の会場は
女性が半分くらいいるように錯覚しましたね。また、Ｊ
Ａの総代会には議長を２人置きますが、女性が発言し
やすいように議長の１人は女性にお願いしました。
いざ総代会が始まると、 驚いたことに女性の発言の
方が多い。それも要望や提案など、建設的な意見・質
問がほとんどです。 逆に、 男性を中心としたＪＡに対
する批判やクレイムが例年よりも少なかった。やっぱり
女性総代が多く、議長の１人が女性だと、男性の意識
も変わるんだな、と感じたものです」
つまり、 女性総代が20 ％を達成したことによって、

【参考文献】
・神野ヒサコ『虹よ永遠に

農協婦人部とわたし』家の光協会、

1976年
・『全農婦協30年史』全国農協婦人組織協議会、1982年
・『全農婦協40周年を迎えた この道10年』全国農協婦人組織協議
会、1992年
・ 坂野百合勝『ＪＡ女性部活動のすすめ』日本経済評論社、1996年
・『あなたが主役 みんなが主人公 ＪＡ女性読本』ＪＡ全中・ＪＡ全
国女性組織協議会、2003年
・『家の光80年史』家の光協会、2006年
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食料・農業・農村 ト ピ ッ ク

第27回
ＪＡ全国大会組織協議案の要点
ＪＡ全中 ＪＡ改革対策部 ＪＡ改革課長

杉林 剛

こうしたなかで最も大きな課題は、戦後一貫してＪＡ

１

．はじめに

を支えてきた昭和 10 年代生まれまでの農家組合員が

ＪＡグループは、３年に一度その共通の意思を決定

80 歳前後となって、急速に離農が進んでいます。また、

し、内外に表明することを目的として、ＪＡ全国大会を

大規模農家と小規模農家への分化・多様化（農業生

開催しており、2015 年度は第 27 回ＪＡ全国大会を 10

産と販売の担い手経営体への集中）が進んでいます。

月 14 〜 15 日に開催します。

このため、今後の農業生産を担う担い手をいかに確

ＪＡ全中では、３月 25 日よりＪＡ全国大会議案審議

保・育成するかが大きな課題です。また、多様化した

会と同専門委員会で検討を開始し、７月３日全中理事

担い手の多様なニーズに応えられるＪＡ事業運営へ見

会で第 27 回ＪＡ全国大会組織協議案を決定しました。

直す必要があります（図１）
。

全国のＪＡで組織協議を行い、大会議案審議会で
の審議を経て、10 月１日全中理事会で大会議案を決
定します。

（２）地域・協同組合をめぐる情勢と課題
わが国全体が、人口減少社会に入りました。とりわ

本稿は、執筆時期の関係上、大会議案ではなく、

け農村部はその傾向が著しく、集落機能の低下や地域

組織協議案の概要について説明します。組織協議や

経済の停滞など、地域の活力が失われつつあり、組合

審議会での審議を踏まえて、大会議案は組織協議案

員・地域住民のくらしに関してさまざまな分野で課題を

から内容が変わっている部分があることをご了解くだ

抱えています。

さい。

ＪＡグループをめぐる
．
情勢

２

（１）農業をめぐる情勢と課題
国内では、米の消費減と生産
調整・需給対策が大きな課題と
なっていますが、世界的に見れ
ば、人口増加と経済成長に伴っ
て、食料需要は著しく増大すると
予測されています。国民への食
料安定供給は、将来にわたって
ＪＡグループが果たされなければ
ならない重大な責務です。
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【食料・農業・農村】
トピック／第27回ＪＡ全国大会組織協議案の要点

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

ＪＡは、農業者と地域住民が一体となって参加する

事業及び組織に関する改革の実施状況（中略）並びに

協同組合として、農業振興に加えて、くらしの課題を

改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合（中

解決し、豊かでくらしやすい地域社会づくりに貢献す

略）に関する制度について検討を加え、必要があると

る必要があります。

認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講

また、ＪＡは戦後発足以来農業者と地域住民を結集

ずるものとする」となっています。

し、協同活動に取り組んできましたが、農村の混住化・

さらに、同第 51 条２項では准組合員の組合の事業

都市化や農業者の多様化によって組合員の多様化・高

の利用に関する規制の在り方について、施行日から５

齢化・世代交代が進んでいます。

年間調査し、検討・結論を得るとしています。

こうした組織面の変化へのＪＡグループの対応が遅

自己改革の実施状況いかんでは、改正法施行の５

れているために、次世代組合員などでは、組合員の顧

年後に代理店化の強制化など、さらに大幅な農協制度

客化や「わがＪＡ」意識の低下が見られています。
「農

の見直しや准組合員の事業利用が制限されるといった

協改革」では、組織のための組織となっていないか、

ことも懸念される状況にあります。

ＪＡの協同組合としてのあり方が問われた側面もありま

このように、改正農協法は、ＪＡグループに対して、

す。このため、ＪＡの協同組合としての強化に取り組む

農業の成長産業化のため、農業所得の増大などに向

必要があります。

けた取り組みを強く求めています。

（３）
「農協改革」について
今回のＪＡ全国大会組織協議案を検討する際に、考
慮すべき非常に大きな要素として「農協改革」とそれに
基づく農協法改正法案があります。

３

.

第 27 回ＪＡ全国大会でＪＡグループが目指
すもの

「農協改革」や農業と地域をめぐるさまざまな環境変
化を踏まえた上でも、今後のＪＡグループの基本的あ

今般の改正農協法では、改正理由を「農業の成長

り方については、第 26 回ＪＡ全国大会で提起したＪＡ

産業化を図るため」
とし、
新第７条２項において
「組合は、

グループが目指す姿（「食と農を基軸として地域に根ざ

その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大

した協同組合」として「持続可能な農業の実現」
「豊

限の配慮をしなければならない」
とした他、原則として理事の過半
数を認定農業者または農産物販
売・法人経営の実践的能力を有
する者とする理事構成規定の改
正、組織分割や株式会社などへ
の組織転換規定の新設
（選択制）
、
公認会計士監査の義務付け・法
律上の中央会制度の廃止などを
定めました。ＪＡグループの事業・
組織の根幹に関わる大幅な改正
です。
その上で、農協法等改正法附
則第 51 条１項は「政府は、この
法律の施行後五年を目途として、
組合及び農林中央金庫における
【食料・農業・農村】
トピック／第27回ＪＡ全国大会組織協議案の要点
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かでくらしやすい地域社会の実現」
「協同組合としての
役割発揮」）を今後とも変わることなく目指していくべ
きであることを確認しました（図２）
。

経済事業であるということです。
そして、戦後一貫してＪＡを支えてきた昭和 10 年代
生まれまでの農家組合員が 80 歳前後となって、急速
に離農が進んでおり、この方々の後の農業生産を担う

４

.

第 27 回ＪＡ全国大 会 実 践 期間（2016 〜

担い手を確保・育成し、農業生産基盤の維持・拡大

2018 年度）にＪＡグループが取り組むこと

を図るか待ったなしの状況となっているためです。

2014 年 11 月に決定した「ＪＡグループの自己改革に

さらに、こうした状況に加えて、
「農協改革」に関す

ついて」では、自己改革の基本目標を「農業者の所得

る 2014 年６月の与党取りまとめは、単位ＪＡに、農産

増大」
「農業生産の拡大」
「地域の活性化」の３つと

物の有利販売と生産資材の有利調達に最重点を置い

決定しました。

て事業運営することを要請しています。

ＪＡグループは、将来にわたって安全・安心で良質

また、改正農協法も、農業所得の増大などに向け

な国産農畜産物を国民に安定的に供給できる持続可

た取り組みをＪＡグループに強く求めています。改正農

能な農業の実現を目指します。そのために、農業生産

協法は、政府を含む多くの関係者の考え方が反映され

を支えるすべての組合員のための「農業者の所得増大」

たものであり、ＪＡグループもわが国社会の一員として

と「農業生産の拡大」を基本目標としました。

こうした法律の趣旨や諸規定を尊重する必要がありま

また、地域農業の振興を支える農業者と地域住民
の生活とコミュニティーを支えるために、
「地域の活性
化」も基本目標としました。

す。
一方で、ＪＡは協同組合であり、組合員の意思に基
づき運営される自主・自立の組織です。事業・運営の

こうした自己改革の考え方を踏まえつつ、先に記した

詳細にわたって、法律が強制し、政府が介入するべき

ＪＡグループの目指す姿を実現するために、第 27 回Ｊ

ではありません。ＪＡは自主・自立の協同組合として、

Ａ全国大会実践期間の３年間で、ＪＡグループが取り

組合員の声に基づく自己改革を進めるのです。

組むべき事項については、①「農
業者の所得増大」
「農業生産の
拡大」、②「地域の活性化」
、③
正・准組合員のメンバーシップ強
化、④連合会・中央会のＪＡ総
合事業への支援・補完機能の徹
底した発揮と新たな中央会の構
築、を提起しました（図３）。
特に、
「農業者の所得増大」
「農
業生産の拡大 」については、十
分な成果を挙げる必 要があり、
最重点課題として、組織一丸と
なって自己改革の加速化に向け
て取り組むこととしました。
この理由としては、担い手のＪ
Ａに期待することとして、上位に
上がってくるのは、営農指導事業・
販売事業・購買事業などの営農
20
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こうした事情を鑑みて、今後とも、ＪＡグループが「食

もしれません。

と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として「持

今回の大会では、これらの自己改革の重点実施分

続可能な農業の実現」
「豊かでくらしやすい地域社会

野に即して、おのおののＪＡが、自らの地域・農業の

の実現」
「協同組合としての役割発揮」に取り組み続

実態を踏まえ、自己改革の取り組み施策を策定・実践

けていくために、本大会実践期間においては、
「農業

します。特に、農業関係を最重点実施分野として、す

者の所得増大」
「農業生産の拡大」を最重点課題とし

べてのＪＡが自己改革の取り組み施策を策定します。

て自己改革に取り組むこととしました。
（２）組合員をセグメント化し、ＪＡが創意工夫し

５

. 自己改革の取り組みの考え方

（１）自己改革の重点実施分野（改革の方向性）
自己改革の３つの基本目標
「農業者の所得増大」
「農

て自己改革を策定・実践
その際には、おのおののＪＡが、組合員と徹底的に
話し合うなど地域農業・ＪＡの課題と組合員ニーズをよ
く把握します。その上で、集落営農法人などの大規模

業生産の拡大」
「地域の活性化」につながる９つの重

経営体から自給的農家に至る多様な担い手（組合員）

a 〜●
i ）を定めました。分野とい
点実施分野（図４の●

をセグメント化し、きめ細かく対応できる自己改革の取

うよりは、改革の方向性と考えた方が理解しやすいか

り組み施策を策定します。

【食料・農業・農村】
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こうした自己改革の進め方を提起したのは、全国の
ＪＡが置かれた地域・農業と組合員の状況が多様化し

く生産・販売などに取り組み、事業方式の転換を進め
ます。

ており、ＪＡがおのおの創意工夫ある取り組みをして、

「農業者の所得増大」につながる指標として、農家

地域の実態に応じた多様な特色あるＪＡづくりを進め

の収入と等しい「販売品取扱高」を設定し、その拡大

ることが、組合員の期待に応えられることになるとの

を自己改革のＪＡグループ共通目標として掲げます。

考え方によるものです。

販売品取扱高を目標として設定する理由は、農家の
収入（≒所得 ）を増大させるためであり、実際的な目

「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」へ
.
の挑戦

標としては、販売品取扱高に補助金や加工などの６次

農業に関する取り組みについては、全体的考え方と

この目標は、農業者の離農が加速する現状では極

個別の実施分野のうち「担い手経営体のニーズに応え

めて厳しい目標ですが、農業者（組合員）の所得増大

る個別対応」について詳述します。

のために全力で取り組むとの考えから掲げるものです。

６

産業化による効果も加味したものとします。

なお、販売品取扱高以外にも自己改革の取り組み施
（１）全体的考え方

策の進捗状況などを適切に評価するためのもろもろの

「農業者の所得増大」の実現に向けては、図５のよ

指標を設定することとします。

うに㋐ 有利販売による販売単価のアップ、㋑ 需要に
応じた生産量の拡大（「農業生産の拡大」）、㋒ 生産コ
ストの引き下げが必要です。

（２）担い手経営体のニーズに応える個別対応
大規模な担い手経営体は正組合員の上位８％で全

ＪＡは、
「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」

販売金額の６割を占めるなど、今後の地域農業とＪＡ

に向けて先に記した重点実施分野に即した自己改革

の組織基盤に不可欠な存在であることから、ＪＡとし

の取り組み施策を、組合員をセグメント化した上で、

て総合事業の強みを発揮した事業提案を積極的に行

おのおののニーズに応えられるよう策定します。

い、担い手経営体との信頼関係を強化することでＪＡ

営農経済事業へ経営資源をシフトし、担い手経営
体のニーズに応える個別対応やマーケットインに基づ

への結集力を強化していくことが重要です。
このため、ＪＡでは担い手専任担当者や出向く活動
で得られた情報を関係部門間で
共有化し、総合事業の強みを発
揮した担い手経営体を支援するな
どの取り組みを進めます。
県段階でもＪＡ単独では対応が
困難である大規模担い手経営体
などを対象とした「県域担い手サ
ポートセンター」をすべての都道
府県で設置し、ＪＡと連携して個
別支援・事業提案を強化すること
とします（図６）
。
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７

「
. 地域の活性化」への貢献

（１）ＪＡがこれまで担ってきた役割と意義
ＪＡは職能組合であると同時に、地域協同組合的な

①ＪＡは、農業者の高齢化・世代交代といった喫緊
の課題に対しては、
「住み慣れた地域での助けあ
いを軸とした地域セーフティネット機能」を発揮
します。

実態を有しており、行政や企業にはない多数の拠点・

② 今般の「農協改革」の議論を踏まえ、ＪＡが「食

総合事業・組合員組織活動という強みを活かして、農

と農を基軸として地域に根ざした協同組合」で

業者の営農とくらしを支えるとともに地域住民が必要と

あることをより一層発信していくため、ＪＡは、
「食

する生活サービスを提供し、生活インフラ機能の一翼

と農、地域とＪＡを結ぶ」取り組みを拡充します。

を担ってきました。また、くらしの活動、組合員組織

③ＪＡは、組合員・地域住民のニーズや地域実態を

活動により地域コミュニティーの活性化に貢献してきま

踏まえ、徹底的に地域を支える観点から、行政、

した。

集落、商工会など地域の諸団体とも協力した取
り組みを目指し、政府が進める「地方創生」の

（２）今後の取り組みの方向性

取り組みへも積極的に参加します。

ＪＡの総合事業とくらしの活動が果たすべき役割は
大きく、豊かでくらしやすい地域社会の実現に向けて、
以下の方向性に基づき、ＪＡグループ全体で取り組み
を強化します。
【食料・農業・農村】
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８

. 組合員の「アクティブメンバーシップ」の確立

「農協改革」では、厳しい農業の現状や准組合員の
増加などに関わって、ＪＡはいかなる組織なのか協同
組合であるＪＡのあり方が問われました。

・組合員組織や支店などの協同活動の活性化によ
る「場」づくりと、その活用による組合員の「意思
反映」の強化。
・組合員の「運営参画」の強化（ 組合員組織代表、
支店運営委員、事業別委員、理事、総代など）。

また、組合員の世代交代と多様化が進むなかで、Ｊ
Ａの組織面における変化への対応が遅れており、次世

（２）准組合員の「農」に基づくメンバーシップの強化

代組合員に「わがＪＡ」意識を持ってもらうことができ

第 27 回ＪＡ全国大会では、准組合員を「農業や地
域経済の発展を共に支えるパートナー」
と位置付け、
「地

ていません。
「農協改革」のさなか、ＩＣＡ（国際協同組合同盟 ）
はわが国に「農協改革」に関する調査団を派遣してくれ

域振興の主人公」
「農業振興の応援団」の役割を担っ
ていると整理しました（図７）
。

ました。その際、ポーリン・グリーンＩＣＡ会長は、協

この「農業振興の応援団」という役割を拡大・見え

同組合は組合員のものであり、協同組合のサポートや

る化することで、准組合員のメンバーシップ強化を図り

便益（事業）を失わないためには、組合員が協同組合

ます。具体的には下記に取り組みます。

の事業が必要であると積極的に発言することが必要。

・ファーマーズマーケットなどにおける地元農畜産

アクティブメンバーシップが重要であると述べています。

物の消費拡大による「地産地消」の強化（ 総合ポ

アクティブメンバーシップとは、組合員が組合の運営な

イント制度の拡充など）
。

どに積極的に参加していることを指します。
「わがＪＡ」

・ 食農教育。

意識をしっかり持った組合員のことと考えてよいかもし

・ 援農ボランティア。

れません。

・ 農業者と地域住民が参加した農地維持・保全

このため、
「組合員の『アクティブメンバーシップの確
立 』」を大会議案の１つの柱とし、以下の取り組みを通

活動への支援。
・農業応援貯金、など。

じて、ＪＡのあり方の検討やメンバーシップの強化に向
けて取り組みます。
（１）正・准組合員のメンバーシップの強化
ＪＡは、多様な農業・地域実態のなかで活動を展開
しており、また、発足以来その取り巻く環境は大きく
変化しました。これを踏まえて、自らのＪＡの組合員構
成や地域実態を分析し、各ＪＡが正・准組合員の位置
付けを含め、組合の目指す将来像を描きます。
その上で、ＪＡは地域農業と協同組合の理解を深め
る活動を展開するとともに、組合員組織などの活性化

（３）農協運動者としてのＪＡ役職員づくり

により組合員の参画の「場」を作り、同時に、段階的

組合員のメンバーシップ強化には、役職員がしっか

に組合員の意思反映・運営参画を進めます。具体的に

りと協同組合の理念を理解して、組合員に接すること

は、下記に取り組みます。

が必要です。このため、農協運動の推進者である役

・すべての組合員への「声を聴く」
「共有する」取り

職員の意識改革と行動改革、人材育成に取り組みます。

組み、広報誌・支店だよりの配布（ 准組合員を含
む ）など。
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「食」
「農」
「協同組合」にかかる国民理解の
.
醸成

９

残念ながら、
「農協改革」の議論を通じて、ＪＡは

組合員の願いである持続可能な農業と豊かでくらしや
すい地域社会を創り上げていくことができると確信し
ています。

協同組合であり、組合員の意思により運営されるべき
自主的な組織であることや、農業生産のサポートだけ
でなく、生活インフラ機能を果たす地域協同組合的側
面を持った組織であるといったＪＡの実情については、
国民の皆さまから十分理解をいただけていないことが
明らかになりました。
このため、国民的な理解を深めるためにＪＡグルー
プを挙げて広報強化に取り組みます。具体的には、各
種メディアを通じた情報発信だけでなく、役職員、支
店やファーマーズマーケットなどの拠点から「食」
「農」
「協同組合」を感じさせ、情報発信します。

10

.

ＪＡグループの結集軸としての「新たな中
央会」の構築

改正農協法により、法律上の中央会制度は廃止さ
れ、県中央会は農協連合会、全中は一般社団法人に
移行します。
1954 年の設立以来、中央会はＪＡグループの総合
力発揮に向け、ＪＡ・連合会を補完する役割の発揮に
努めてきました。法改 正を踏まえ、組合員・ＪＡが
地域・事業の枠を超えて連帯する農協運動の結集軸と
して新たな中央会をＪＡグループの総意で構築すること
を確認します。

11

. おわりに

「農協改革」の下での第 27 回ＪＡ全国大会組織協議
案の検討にあたっては、議案審議会委員や専門委員を
はじめとして多くの関係者から、ＪＡは自主・自立の協
同組合として、組合員の声に基づく自己改革を進める
べきだとの声が強く出され、幅広く激しい議論が展開
されました。
こうして決定した第 27 回ＪＡ全国大会組織協議案
は、ＪＡグループの自己改革の方針書となりました。
第 27 回ＪＡ全国大会決議に基づき、組合員のため
の自己改革を着実に実践することで、ＪＡグループは、
【食料・農業・農村】
トピック／第27回ＪＡ全国大会組織協議案の要点
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ＪＡの農産物マーケティングに
おけるイノベーション戦略論
ＪＡ全中 教育部教育企画課 主任専門職

吉田 成雄

酪農学園大学 食と健康学類食品流通学研究室 准教授

１

柳 京熙

政にも大きな動きが見られるが、2013年６月14日に閣

．はじめに

議決定された「日本再興戦略─JAPAN is BACK─」

グローバリゼーションの急激な波がわが国の経済社

が決定的になった。農政のみならず国のすべての政策

会を変化の激しい競争の時代へと変え、金融・資本市

がこの方向に雪崩を打って動き出している。ＴＰＰ締結

場を変質させた。 変動の激しい株式相場、 円高から

を見据えた政策転換が着々と進められていると考える。

円安へと急転した為替レート、マネー経済化が影響を

「日本再興戦略 ─JAPAN is BACK─ 」のなかの

及ぼす不動産市場といったすべてが、ボラティリティー

「本格的成長実現に向けた今後の対応」という項には、

（変動性）の高い経済環境へと変わりつつある。
こうした経済環境の変化は当然、 ＪＡにも大きな影
響を及ぼすことになる。

「農業については、担い手への農地集積・集約や、企
業参入の拡大などに係る施策が盛り込まれているが、
農業・ 農村全体の所得の倍増を達成するためには農

当然のことながら、 ＪＡの組合員の農業経営と生活
にも大きな影響を与えてきている。

業生産性を飛躍的に拡大する必要がある。 そのため
には、企業参入の加速化等による企業経営ノウハウの

アベノミクスの成長戦略のなかでは、
「農協改革は岩

徹底した活用、 農商工連携等による６次産業化、 輸

盤規制改革の象徴の1つ」とまでいわれており、
「ＪＡの

出拡大を通じた付加価値の向上、若者も参入しやすい

構造改革」をすべきであるとの主張がより強く反映され

よう『土日』
、
『給料』のある農業の実現などを追求し、

ている。

大胆な構造改革に踏み込んでいく必要がある」と記さ

だが、わが国のＪＡの改革の方向は成長戦略のまま

れている。

でよいのだろうか。その危機を回避するためにはＪＡ自

確かにそこには人々を鼓舞する魅力的なストーリーと

ら「発想のイノベーション」が強く求められている。そ

ともにバラ色の夢が描かれている。 しかしそれを遂行

こで、本稿ではイノベーションの１つの方向として「農

する組織的基盤に「農業協同組合」が想定されていな

産物マーケティング」の理論構築に向けた試みを行い

いことは確かである。

たい。

だからこそ地域社会に根ざしているＪＡが、 単なる
政策の批判にとどまらない、未来に希望を持てる建設

２

．ＪＡを取り巻く経済環境

（１）経済環境の変化と農協

的な対案を世の中に示す必要があるだろう。 そして組
合員の協同活動の場であるＪＡと、 地域で暮らす人た
ちや消費者とが十分なコミュニケーションを取っていく

唐突に浮上した感があるＴＰＰ（環太平洋パートナー
シップ協定）であるが、農産物分野においては関税撤

ことで必ず「イノベーション」が生まれる。だからこそ、
今、協同組合運動を再構築する必要がある。

廃交渉の行方が心配される。 これに合わせて国内農
26
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（２）新たな経済環境の変化とマーケティング戦略

こうした消費者ニーズの変化や新市場の多様性を認

表は、1990年と2013年の家計消費を比較したもの

識し、
「地域の農産物・農産加工品・地域資源」を活

である。デフレ経済の恐ろしい現実と世帯の規模縮小

用し「地域を興す」ためこれまで希薄すぎたマーケット

と高齢化、あるいは節約生活などの姿を垣間見ること

イン的な発想が大切なのである。

ができる。 消費支出の減少以上に食料支出が減少し
エンゲル係数も低下している。

マーケットインの対語は、プロダクトアウトである。
これは生産した商品を大量の広告宣伝費を掛けるなど、

家庭内で調理することが前提となる生鮮食品の購入

さまざまなセールスプロモーションを駆使して販売する

量が激減している反面、弁当・すし（弁当）・おにぎり

マーケティング手法である。高度成長期の消費需要が

などの主食的調理食品、 サラダなど総菜、 冷凍調理

拡大し続けた時代のマーケティングでは成功した重要

食品の増加が際立っている。

な取り組みであったが、 今日のように需要不足が顕著

総菜や冷凍食品は、家事の簡便化をもたらし、共働

となっている環境の下では作ってしまったものを「どう

き世帯などが増加するなかで消費金額を増やしている。

やって売ろうか？」ではなく、 作る前に売り先を考え

また、単身者世帯も増加しており、世帯人員の減少も
あって冷凍・レトルト食品が消費者ニーズを的確に捉え

「売れるものを作る」のである。その意味でのマーケッ
トイン的な発想がぜひとも必要なのである。

ていることは間違いない。

３

新たなイノベーション戦略論（農産物マーケ
．
ティング論）

（１）再生産価格の実現
これまで見てきたように、 外部環境が激変するだけ
でなく内部環境にも巨大な変化が生じ、ＪＡの営農経
済事業はこの変化に対応しなければならない。
これほど大きな変化に対応するためには、 まったく
新しい柔軟な発想で営農経済事業を組み立てる「発想
のイノベーション（新結合）
」が必要なのではないだろう
か。
ところで耳慣れない言葉かもしれないが、営農経済
事業の「ドメイン（生存領域）」の再定義が必要ではな
いかと考える。 経営学の分野において、 ドメインとは
「現在から将来にわたって、
『自社の事業 』はいかにあ
るべきか」を決定することとされている。
では、これまでＪＡの営農経済事業はどのようなドメ
インを定義してきたのであろうか。 例えば、図１はＪＡ
全中が編集・発行する『私たちとＪＡ 10訂版 』
（2013
年2月１日、11ページ ）から引用した「ＪＡ事業と農家
の活動とのつながり」である。
図１では「ＪＡの事業活動」のなかで「農畜産物の共
同販売」
「加工・流通施設の設置」として示されている
分野は、これまで「ＪＡ共販（共同販売）
」と呼ばれる
事業方式が主流であった。そこでは産地形成による出
【食料・農業・農村】研究ノート／ＪＡの農産物マーケティングにおけるイノベーション戦略論
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荷ロットの拡大と共選（共同選別 ）によって「有利販

れるマーケティングミックスの構成要素に「市場的条

売 」を目指すことであった。 つまり、 卸売市場への出

件 」とともに主体の「意欲・意志 」という「主体的条

荷が「共同販売」の中心であり、ドメインであったので

件」としての人間的要素を加えている注１）。
これは、売り先や需要ばかりに気を取られてしまうと、

ある。
では、 昨今の経済状況を考えた場合、 これまでの

持続的な生産ができないために、常に両方から、地域

営農経済事業のドメインは妥当な戦略であろうか。 そ

に合った生産の可能性を考えるという視点に立った

の疑問に答えるために、 Ｐ．Ｆ．ドラ ッ カ ー（Peter

マーケティング戦略であると考えられる。

Ferdinand Drucker ）による有名な「４つの問い」を

この意味からＪＡにおいても、 販売に先立って「農
業経営者（生産者）
」を起点としてマーケティング戦略

使って考えてみることとしよう。

を立案する必要がある。 それを前提にＪＡは「地域へ
１．本業は何か？

の貢献 」につながるＪＡの営農経済事業を拡大すべき

２．顧客は誰か？

である。

３．顧客にとっての価値は何か？
４．本業はいかにあるべきか？

だが、 わが国のＪＡを取り巻く社会・経済条件はど
うやら経済収益至上主義という単純な基準で評価する
ことを強いている。そしてＪＡへのこうした要求は、む

もちろん、協同組合組織の組合員を「顧客」と呼ぶ

しろ一般企業とは異なるＪＡのさまざまな制約条件ば

ことに違和感を感じる方もおられるはずである。 ここ

かり浮き彫りにし、 企業と同様に「競争」を組織運営

では、
「顧客」を「当該事業を利用する主要な組合員」

や経営意思決定のベースにおいた組織へと転換させよ

という言葉に置き換えて考えてみることとしたい。それ

うという社会的・政治的要請（新自由主義経済下の政

ではまずこの４つの「問い」を貫いている一番大事なこ

治的要請の側面が強いだろうが）が強まっている。 こ

とはなんだろうか。今のＪＡに例えていえば、それは農
業を本業とする「農業生産者」を主体（ 起点 ）として設
定することである。
今村奈良臣・ 東京大学名誉教授による「Ｐ−six理
論 」では、 一般的なマ ー ケテ ィング論で４つのＰ
（Production・Price・Place・Promotion ） として知ら
28
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注１）「Ｐ−s i x 理論」では、
「市場的条件」として、Production
（ 売れるものを作る）、Place（販売先・販売チャネルを考える）
、
Price（値ごろ感を考える）を設定している。 一方、 人間的要素
を「主体的条件 」として、Promotion（やる気を起こさせる）
、
Positioning（立地を生かす）
、
Personality（人材を増やす＝マネー
ジャー・リーダーを生かす）の３つを設定している
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うしたあらがい難い強烈な政治的な流れのなかで、

員とＪＡとを２つに分けて考えてしまうからである。そこ

「いかにしてわが国の農業の競争力を保っていくか」が

で、
「組合員農家」という幅広い捉え方ではなく、農業

ＪＡにとって当面の緊急かつ最大の課題となっている。

経営の「主体 」を明確にする。 ただし、
「農業経営者

以上の課題に応えるために、 まず総合ＪＡの事業全

（生産者）
」とは、法人経営・大規模経営者だけではな

体を包括的に論じることはやめ、 ＪＡ事業の中核とな

く、兼業農家であっても、定年退職後の帰農者であっ

る営農経済事業を通して、現実に組合員に収益をもた

ても、 老若男女を問わず、 経営のリスクを考えながら

らす方向性を提示することが望まれている。

自分自身が選択した形で農業に取り組む人であればみ

この新しいＪＡ営農経済事業論では、各地域・組合

な「農業経営者（生産者）
」である。その「農業経営者

員に合わせた新たなイノベーション（①新しい商品の創

（生産者）」を起点にしつつ、 豊富にモノがあふれる市

出、②新しい生産方法の開発、③新しい市場の開拓、

場環境においては、生産したものを売るという「プロダ

④原材料の新しい供給源の獲得、 ⑤新しい組織の実

クトアウト」的な発想から、 売れるものを作るという

現といった概念を含むもの）を土台に、 ＪＡ自らが、

「マーケットイン」的な発想に立ったマーケティングが不

いかにして地域資源を確保し、組合員の農業経営の安
定と発展の基本となる「再生産ができる価値実現」と、
それを最優先とする「バリューチェーンの構築」を導き

可欠となっている。
さらには、このＪＡの営農経済事業に対して、Ｐ．Ｆ．
ドラッカーの５つの問いに即して問い直すとすれば、

だすことができるかということが求められる。
①われわれ（組合員とＪＡ営農経済事業）の使命は
（２）営農経済事業の捉え方
ＪＡの営農経済事業は「赤字事業」であるが、信用
事業・共済事業の収益で補塡されることでかろうじて

何か？
②われわれ（組合員とＪＡ営農経済事業 ）にとって
の顧客は誰か？

事業継続ができている、という考えが事実であるかの

③顧客にとっての価値は何か？

ごとく定着している。あるいは、営農経済事業は組合

④われわれ（組合員とＪＡ営農経済事業 ）にとって

員とＪＡとのつながりを強化するために必要な事業であ
り、 仮に営農経済事業がなくなったら、 ＪＡの信用事
業・共済事業も円滑な事業推進が困難になってしまう。

の成果とは何か？ それに加えて、
⑤われわれ（組合員とＪＡ営農経済事業 ）が持って
いる計画は何か？

だから営農経済事業は「赤字事業」ではあるが大切だ、
という考え方も根強い。 だが、 本当にそうなのだろう
か？

となる。
この５つの問いを１つずつ突き詰めて考え抜くことは

そもそもＪＡとは営農経済事業という事業活動を協

有益である。

同で行う組合員の集まりなのではなかったのか。つまり

その上で、協同組合としての独自のマーケティング発

「それからこれを除いたら、それがそれでなくなってし

想で事業全体を再構築していくことが必要なのである。

まうもの」という「本質」を論じるのだとしたら、営農経

これがＪＡ営農経済事業においてドメインを再定義する

済事業とは農業協同組合の不可欠な本質そのものでは

ことであり、極めて重要な取り組みである。

ないのだろうか。その「本質 」事業がＪＡ経営のお荷
物の「赤字事業」として、あるいはＪＡの信用事業・共

（３）農産物マーケティング

済事業のプロモーションや普及宣伝の「必要経費」と

本稿では「マーケティング・コンセプト」と「マーケ

して位置付けられる事業であってよいはずはないだろ

ティング・マネジメント」が持つ重要性を認識しつつ、

う。

地域資源の保全・活用、 また生産力の格差に応じた

こうした落とし穴にはまってしまうのは、安易に組合

生産方式（重層的市場対応 ）をいかに構築していくか
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ということに重点を置いて、ＪＡが、借り物でない自ら

さて、 ここではこのうちの「インター ナル・マ ー ケ

の「農産物マーケティング」を考察するために必要とな

ティング」という概念に注目して、
「農業協同組合」の営

る基本コンセプトを提供することとしたい。

農経済事業に適用をするために、概念を若干拡張して

それではこれまでＪＡによる農産物マーケティング活

援用しながら見てみよう。

動において一番欠けていたことはなんだろうか。筆者は

企業においてはインターナル（内部）
・マーケティング

「インターナル・マーケティング」と呼ばれる概念を見過

とはマーケティング部門から部門外の経営幹部など企

ごしていたことだと考える。 これが「農業協同組合」
の営農経済事業とは何かを、先ほどのドラッカーの問

業の内部に向けたマーケティングである。
「賢明なマーケターは社内向けのマーケティング活動
も、社外向けのマーケティング活動と同等か、むしろ

いに答えながら考える上で役に立つと考える。
「インターナル・マーケティング」は、マーケティング

それ以上に重要なものだと認識している。 社内スタッ

理論の大家フィリップ・コトラー（Philip Kotler ）によ

フにまだ提供する準備ができていないのに優れたサー

る大著『マーケティング・マネジメント』の第12版

注２）

か

ら新たに加わったテーマである「ホリスティック・マー

ビスを約束するのはナンセンスである」注４）
というものである。

ケティング」
（holistic marketing：全的マーケティン
グ ）の重要な要点の１つである。同書の序文（viiペー

では農業協同組合においてはどのように理解したら
よいのだろう。 ＪＡの営農経済事業担当部署が行う

ジ）から引用しよう。

マーケティングを考えるとすれば次のようになるだろう。
「ホリスティック・マーケティングの要点は４つある。

ＪＡの場合にはインターナル・マーケティングの対象

１．インターナル・マーケティング──組織内のす

自体が２つの方向に向かって存在する。 １つは、 ＪＡ

べての者、特に経営幹部が、適切なマーケティ

の営農経済事業部門からＪＡ「内部」の他の部署やＪＡ

ング原理を自分のものにするようにする。

の役員・職員へのインターナル・マーケティングであり、

２．統合型マーケティング──多種多様な価値の創

もう１つは、 ＪＡの生産部会や農家組合員というバ

造、提供、伝達の手段が、最適な形で組み合

リューチェーン上の「生産部門」などを担当する協同組

わされ、使用されるようにする。

合メンバーという「内部 」へ【組合員とＪＡ営農経済事

３．リレーションシップ・マーケティング──顧客、

業】が取り組もうとするマーケティングへの理解を促進

チャネル・メンバー、その他のマーケティング・

するインターナル・マーケティングである。後者が前者

パートナーと実りある多面的な関係を持つ。

以上に重要だということになるだろう。

４．社会的責任マーケティング──マーケティング

マーケティングが、ともすれば、
「販売」力を強化し

の倫理、環境、法、社会への影響を理解する」

「農産物を売り込む技術」と考えられているかもしれな
い。だが、マーケティングの最も重要な部分は「セリン

マーケティングという概念の位置付けや役割には全
体論的な広がりを考慮する必要があり、マーケティン

グ」ではない。次のとおりである。
「セリングはマーケティングという氷山の一角にすぎ

グが単なる「セリング」
（販売）ではないとするコトラー
の主張がここからも分かるだろう。
注３）

マーケティング・マネジメント

という概念そのもの

が、マーケティングが短期的な営利の追求を目指す単
なる手段ではないことを意味するが、さらに「ホリス

30

注２）フィリップ・コトラー／ケビン・レーン・ケラー著、恩藏直
人監修、月谷真紀訳『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジ
メント』
（第12版）丸善出版
注3）
「ターゲット市場を選択し、優れた顧客価値を創造し、提供
し、伝達することによって、顧客を獲得し、維持し、育てていく技

ティック・マーケティング」という概念によってそのこと

術および科学」／同注２、7ページ

がより明確にされている。

注4）同注２、26ページ
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ない。マネジメント理論の第一人者であるピーター・ド

→「出荷物流」→「マーケティング・販売」→「サービ

ラッカーは次のように言う。

ス」といった「主活動」を構成する一連の機能ごとに分

セリングの必要性はこれからも続くだろうと考えられ

解して、どの部分に強み・弱みがあるか、どの部分で

る。しかしマーケティングの狙いはセリングを不要にす

付加価値が生み出されているかを分析し、事業の妥当

ることだ。マーケティングの狙いは顧客を知りつくし、

性や改善の方向性を探る手法である。バリューチェー

理解しつくして、製品やサービスが顧客にぴったりと合

ンを構成する一連の機能が順次、 価値とコストを付

うものになり、 ひとりで売れるようにすることである。

加・蓄積するものとして捉え、
「価値 」の連鎖（バリュ

理想をいえば、マーケティングの成果は買う気になった

ーチェーン）から、顧客に向けた最終的な「価値」が

顧客であるべきだ。そうなれば、あとは製品やサービ

生み出されると考える。この「主活動」を、
「全般管理

注５）

スを用意するだけでよい」

農業協同組合においては、 農産物の販売先である
「顧客を知りつくし、理解しつくす」努力とともに、イン

（企業インフラストラクチャー）
」
「人的資源管理 」
「技
術開発」
「調達」という「支援活動」が支える。
かつて農業協同組合の営農経済事業の主な仕事は、

ターナル・マーケティングを重視し、
「組合員を知りつく

産地を形成し、 卸売市場における産地としての地位を

し、理解しつくす」ための努力がより一層求められる。

確立することによる「有利販売」を目指すことであった。

そうでなければ、
「組合員とＪＡ」が農産物を販売する
対象である「顧客」を満足させることができないからで
ある。

「卸売市場」が事業の「基点 」であったといえなくはな
いだろう。
だが、今後ＪＡは、組合員である農業経営者（生産
者）を「起点」とした「生産者手取り最優先」のバリュ

バリューチェーン（価値連鎖）のフレームワークは、
一般に次のように図示される（図２）
。

ーチェーンを構築した新たな事業への変革が求められ
ている（図３）
。

このマイケル・ポーター（Michael Eugene Porter）

そこでは、
「マーケティングチャネル・ミックス」の発

によるバリューチェーンの一般的なフレームワークは、

想が求められる。 売り先──直売（直売所、 産直な

製品やサ ービスを顧客に提供する事業活動（主として

ど）
、直販、契約販売、加工業向け販売、契約生産、

製造業）を、
「購買物流」→「オペレーション（製造）」

卸売市場出荷、 新作目の試験栽培とその販売、 など
──には多様なチャネルが存在する。そしてそれぞれ
のマーケティングチャネルごとに、組合員である農業経
営者（生産者）を「起点」とした複数のバリューチェー
ンが存在する。
ＪＡの営農経済事業は、複数のバリューチェーンの
最適な組み合わせである「マーケティングチャネル・
ミックス」をどう構築しマネジメントするか、という観点
からのマーケティング能力が必要とされることになる。

4

．おわりに

これまで見てきたように、 農業協同組合における営
農経済事業に焦点を当て、
【組合員とＪＡ営農経済事

注5）同注２、７ページ
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大な資本になるしかない。
現代社会において、農業生産
を含め地域経済の疲弊化が深
刻になる背景には、すでに、新
自由主義経済体制が世界的規
模で拡散していることがある。
今後、組合員の経済的利益を志
向する側面において、 組合員が
個別的に対応することはさらに
注７）

困難を来すであろう

。

「農産物マーケティング」とは、
「標的市場 」に向けて、 ＪＡ組
織がいかなる形態をもって参加
し、事業規模を定め、いかなる
方法で資源を動員・運用し、価
業】によるマーケティング活動を「マーケティング・マネ
注６）

値を創出・ 分配するかを計画し実行するかということ

の観点から整理し直し、販

においては一般のマーケティングとはなんら変わりはな

売事業の新しい発展方向としての「農産物マーケティン

い。しかし限りなく小さな差（ずれ）に注目しながら農

グ」の提示を試みた。

業生産・販売に関する「農産物マーケティング」を丁寧

ジメント」のコンセプト

これは、 わが国のＪＡと農業・農村へ迫り来る危機

に考察しておくことが必要だと考える。 なぜなら一般

に対し、なんらかの答えを出す必要があるからである。

のマーケティングで拾えない無数の可能性（差〈ずれ〉
）

これまでのＪＡをめぐる議論は一般企業とは異なるさ

を地域の視点から丁寧に拾うことこそが、農業生産と

まざまな制約条件から脱皮し、一般企業並みのガバナ

その基盤である地域を維持する要因でもあり、 また

ンス体制をどう構築していくかということに焦点を合わ

「農業協同組合」が存続する要因でもあるからである。

せていたと思う。 今ＪＡに必要なことは、 一般の企業
との競合のなかでも、農業協同組合が持つ使命に照ら

「農産物マーケティング」を構築するためには、ＪＡ

してもう一度、自ら再確認を行い、生産（生活）
・販売

には地域を基盤においたボトムアップ的な発想が必要

（購買）・金融・共済の事業を兼営する総合ＪＡ組織と
して農業と地域を支える社会的基盤であることを認識
注6）
「マーケティングはもはや限られた業務を担った企業の一部門

することであろう。

のことではなく、全社をあげた事業活動である。マーケティング

「農業協同組合」に課されたさまざまな制約条件を肯

が企業のミッション、ビジョン、戦略策定を主導する」
「企業の全

定し受け入れながら、地域資源をもとに、ＪＡの活動

部門が目標達成のために協力して初めてマ ー ケ テ ィ ン グは成功す

を決めていくことが非常に重要である。 そうでないと
すれば、ＪＡが「非営利組織」ではなく、
「営利組織」

し、購買部門が質の高い資材を仕入れ、生産部門が高品質の製品を
期日通りに製造し、経営部門が顧客別、製品別、地域別の収益性を

に変質してしまう。 仮にそうなれば、 その組織（変質

測定してはじめて、マーケティングは成功するのである」／ 同注

したＪＡ）は「営利」
（出資者への出資配当）の目的が

２、序文vページ

機能しないとすれば、 無用の存在になってしまうので

32

る。技術部門が適切な製品を設計し、財務部門が必要な資金を提供

注7）ＪＡの対抗組織として農業法人（会社組織や集落営農法人な
どを含む）を想定する向きが強くなっているが、このような現状で

ある。 それをよしとするのであれば、 新自由主義経済

農業法人が生き残る可能性はＪＡより低いと思われる。早急に、Ｊ

の論理と土俵で競合と競争し生き残るために、自ら巨

Ａと農業法人の経済的な連携を図る必要がある
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になるが、その１つ目の軸は、農業協同組合は組合員

力』を駆使して応えていくかで、ＪＡの新たな歴史と職

の協同活動の源泉である営農経済事業を積極的に活

場風土が生まれ、 積み重ねられ『ノウハウ』が地域の

性化することである。また、２つ目の軸は、
「農業協同

習慣となった時、地域のオリジナリティーある仕組みが

組合と組合員」との十分なコミュニケーション（ くらし

連動する『地域システム』が稼働できるのだと思ってい

へ対応）を図ることである。営農経済事業におけるマー

る。

ケティング活動とは、この２つの軸をいかに結び付ける

仕事が人材を創ることは、
『総合事業』を限られたエ

かによって達成される。営農経済事業の再構築には、

リアの中で組合員という主人公の個別経営体最適・Ｊ

地域でくらす人々の生活の基盤を軸に、 生産者・消費

Ａ事業最適・地域最適をボトムアップで創り上げること

者・実需者をつなげていくプロセスをいかに連携させ

こそが、有能な人材養成の最短の路だと確信する」

注８）

るかが、今ＪＡに必要であると考える。
だがその実現には、
「農産物マーケティング」を誰が
担うのか、という最大の課題を避けては通れない。

ところで経営戦略とは「正しいこと」を選択すること
である注９）。農業協同組合としての経営理念・ミッショ

元ＪＡ富里市常務理事で、 現在はＪＡ安房の理事で

ン・ ビジ ョンに従い、 倫理的にも経済的にも正しい

ある仲野隆三氏は「人材は仕事を通じて育つ」もので

「経営戦略」において「正しいこと」
（ What to do ）

あり、それをやってみることのなかでしか育たない。ま

を選択し、 その「正しいこと」を「正しく実行する」

た「営農経済事業は、人材育成と、根気強い組合員と

（ How to do ）ことが大切なのである注10）。

のコミュニケーションと、地域コンセンサスづくり」であ

「農産物マーケティング戦略」においても「正しいこ

り、 そのために「ＪＡの理事や幹部が啓発的に足を使

と」を選択し、それを「正しく実行する」ことが重要で

い、行動するのみ」である。また、農業者の人づくりや

ある。そのために不可欠な人材を確保することがＪＡの

教育については、
「農家のおやじさんたちに若者たちの

「人材戦略」の基本に置かれなければならない。

気力を感じさせることが大切だ。 そうすればおやじさ

「農産物マーケティング」とは、単に営農経済事業だ

んたちも何か新たな取り組みをしようという気持ちに

けが担当するものではなく、ＪＡ全体として地域と組合

なっていく。 若者たちに役割を与え、 ＪＡの営農指導

員そして協同組合事業をどのように展開していくか、と

は、彼らが持っていない技術や情報をいつも提供する

いう組織の存在の目的に直接関係することだからであ

ことで信頼されることが大切だ。それによってイノベー

る。

ションを共有できる」と筆者に語ってくれた。
また、ＪＡ甘楽富岡理事の黒澤賢治氏は2013年6月

＊本稿は、現在執筆中の吉田成雄・小川理恵・柳京熙

に開催された第17回ＪＡ人づくり研究会のレジュメに次

『営農経済事業イノベーション戦略論＜黒澤賢治・仲野

のように記している。
「いずれのニーズに対しても最も必要な資源は『人材

隆三両氏の取り組みを理論化する＞』
（仮題）を基に作
成したものである。

（財）
』であることは言うまでもない。
経営トップから現地現場をオペレーションする組合
員・職員までが共有する価値体系と役割分担を一気通
貫で結びつけない限り、
『地域最適の仕組み 』は創出
されてこないことに、長い営農経済事業の現場の中で

注８）今村奈良臣・黒澤賢治・髙橋勉『ＪＡの組織、機能、人材育

気付いた。人材は座った座布団とその立場の役割を認

成とその配置、そして必勝体制はいかにあるべきか』ＪＡ人づくり

識することと、本人の『感性・気づき』で磨かれるもの

研究会、2013年9月20日、108ページ
注９）奥村昭博『経営学入門シリーズ

だと確信している。加えるならばＪＡ組織以外のパート

経済新聞出版社、1989年2月20日

ナ ー先や消費者の皆様からの触発にどうＪＡの『総合

注10）同注９、53ページ
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都市生活者が観る食と農の風景
〜Ｎｅｘｔ〜
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

橘 昌男

ライフスタイルの変化、 食生活の多様性のなかで、

阪・四天王寺の近くでオーガニック野菜を販売している

農産物の生産・販売はマーケットインへの発想の転換

「エコスペースゆう」のオーナーで人の輪をつくる達人の

が求められている。しかし、食と農の関心において、

田中邦子さんは、リードユーザーのひとりである。
「野

都市生活者と生産者は「同床異夢」である。本レポー

菜つながり」でさまざまにつながる仲間の皆さんと女子

トでは、多様性とマーケットインの２点から、今後の食

会を開いてもらい、それぞれの思いや、仲間がつなが

と農を考える。

るコミュニティーについて語ってもらった。

まず、インドへ日本の家電メーカーがエアコンを売り
に行った失敗談を紹介する。 セ ールスマンがインド人
にエアコンのリモコンを手渡し、その機能の良さを力説
した。しかし、インド人は無関心であった。セールスマ
ンが無関心の理由を聞き出そうとしたら、 韓国サムス
ン社製のエアコンの写真を見せられた。 そのエアコン
にはスイッチがなく、自動車用のバッテリーが２個付い
ていた。インドは凄く暑いのでエアコンのプラグをコン
セントにつないだら、 そのエアコンが壊れるまで運転
を止めることがない。 インドは停電が頻発するので、
補助電源としてバッテリーは必需品。インド人に日本製

「エコスペースゆう」のすぐそばにある聖徳太子建立の四天王寺の
東大門。四天王寺の境内では毎月第１日曜日に「わっか市」が開

エアコンは無用の長物であった。 サムスン社の開発担

催され農家が直接販売する。「わっか市」の出店農家の野菜は「エ

当者はインドで６カ月間暮らし、 生活を実体験した上

コスペースゆう」で定期購入もできる

で商品化し成功した。日本のメーカーは現地調査を怠
り、 日本人とインド人のニ ーズは同じと決めつけてし
まっていた。日本のメーカーは消費者調査して統計処
理し正規分布の山の高いゾーンをターゲットに商品化す
る。インド人は正規分布の上では、極端に両端に偏っ
た消費者といえる。 新しいマーケットを創造するのは
極端な消費者で、リードユーザーと呼ばれる。リード
ユーザ ーは、 自らの問題は自らで解決しようとする発
想力を持つという特徴もある。
都市生活者の食と農への関心は高まり、関心を満た
したいリードユー ザ ーが出現し成長過程にある。 大
34
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■「エコスペースゆう」をオープンしたキッカケはな

くメンバーの保護者で、 ご自宅で子ども文庫をされて

んですか。

いた４人のお子さんも

このスペースで「わかば文庫」

結婚で大阪市内に住むようになって、 長男が生まれ

をされることになり、 美味しい楽しいモノや人、 本、

たとき、 安心なもの、 合成添加物の入ってないものが

情報が集まる場となったのがエコスペ ースです。 結・

欲しいと生協に入りました。 産直商品や石けんを扱っ

遊・優・湧・友・ｙｏｕ……いろんな意味を込めてひら

ている環境を重視する生協に加入して、環境委員や産

がなの「ゆう」にしました。

直委員をしたことが良い経験となりました。暮らしを大
切にする先輩主婦たちからいろいろ教わりながらの生

■農産物販売の運営で工夫した点はなんですか。

産者との交流会や援農、 講座などの企画運営は楽し

野菜は、 オープン時から買い取りしています。 集荷

かったです。同じ生活者の視点で実施したので、参加

は生産者と、ここで野菜を仕入れて大阪市内で移動販

者に喜んでもらえました。地域では大型の班をつくって、

売している若者や野菜販売をしている社会福祉法人の

週に１度の配送も楽しく仕分けをしていました。

方々が中継するなど助けてもらっています。 販売方法

子どもたちが小学生になり、 地域子ども会の１つで

は対面で、消費者に畑から直送の野菜の美味しさを伝

ある子どもエコクラブに参加して、 地域調べや生き物

えて買っていただいています。 営業日は水曜日、 木曜

観察やリユースリサイクルの勉強などしました。その延

日、土曜日の週３日で、集荷は水曜日と土曜日、売れ

長で教育大学の環境学習の先生の下、子どもたちの保

残った野菜は社会福祉法人などの給食用の食材に利

護者や生協の仲間が中心になって大人版エコサポ ー

用していただいています。 買い取りなので、 すべてが

ターズクラブが、2000年に自宅隣の空きスペースを提

有効に食べられるようにつなげていってます。2005年

供してスタートしました。 近郊の有機農家の農産物や

からは、 伝統食の調理実習として、 ここに集まる食材

国産素材で作られた福祉作業所のパンの販売、 人工

を使い味噌づくり、梅干しづくり、発酵食づくりを始め

化学物質を使わない石けんや竹炭、天然ハーブの展示

ました。

販売、 リユース・おさがり交換会のようなフリーマー
ケットなど、週２回開催しました。
また、活字とは異なる方法で環境情報を広めること
を目的に、 子どもエコクラブを引率して琵琶湖の水源
地の森での間伐作業のお手伝いにも行きました。同じ

生産者の角田さん。東京での生活から夫婦でＵターン、農業大学
校で学んだ後就農

■コミュニティーの活動はどのように広がりましたか。
子どもたちの学校のＰＴＡ、町会、生協の活動の他
に、2007年天王寺区地域コミュニティー支援事業の寄
「なんとかできないかしら……と自分のできることを子育て中にで

り合いまちづくりに参加することになってしまいました。

きることから始めたことですが、おかげさまで長く続けてこられ

翌年には農林水産省都市農 村支 援事業であるマル

ました」と語る田中さん

シェ・ジャポンに何も分からないまま、 大阪市の消費
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者として実行委員になってしまって、 中之島公園、 靱
公園などのファーマーズマーケットで大阪産（おおさか
もん）のブースを担当しました。

市場も拡大されるのではと思います。
学生対象の環境学習で、 私たちの水がめである琵
琶湖の番人を自負する親子２代の有機農家さんのお父

私にとって、連携や協働が現場の声を届ける第一歩

さんが、 生き物が好きなので農薬は使いたくなかった

のように感じています。まず知ることですもの。関わる

と語っていました。 生産者が何よりも消費者の健康の

人たちのコミュニケーションも大事！ と思っています。

ことを考えてくれていることを大阪の生協の消費者が知

この間に、 食や農に関心のあるいろいろな立場の人

り、産直関係のありがたさを確認でき、顔の見える関

たちと知り合いました。 また、 小規模農家にとって、

係ってこういうことなんだと実感しました。

販路や広報として必要な部分もあるけれど、 自分自身
も大変な負担になることも体得して、
「支援の意味や役

■「てんのうじ やおやじゅく」の目的はなんですか。
天王寺区民センターを管理運営する（一財）大阪市

割」を考えさせられました。

コミュニティ協会の方々や、野菜つながりの有志からな
■各種の委員を担当して学んだことはなんですか。

るプロジェクトチームで、区民センターのチャレンジス

会議に出席して意見を言っても、すでに決まったこと

ペースを活用する企画です。これまでの区民センターで

なのでと取り上げてもらえないことが多くありました。

はできなかった室内での飲食が可能になったことを活

それなら、 もっと上の人が集まる会議に出席して、 企

かして、 産直野菜

画が決まる前に私の意見を通さなければならないと思

の美味しさを味わ

うようになりました。 すると、2012年からは男女共同

える学びの場をい

参画セミナー事業に協力する立場にまでなりました。

ろんな人を巻き込

男性はホンネとタテマエという二面性があると思いま
す。 女性は子どもを産み育てるのが使命なんです。 子

す。

どもを育てるということは、 子どもにとって良いことを

都市と農山村を

続けたいということなのです。 男性の考えでは、 子育

行き交う新たなラ

てはできません。だから、世の中を良くする意味でも、

イフスタイルを広

私はお節介役として、どんどん企画の決定場面に顔を

め、 人・モノ・情

出していきたいと思っています。男性は縦型の上から下

報の行き来を活発

への組織運営には長けているでしょうが、女性は意識

にする。関西圏で

を共有し横のネットワークをつくること、つながってい
くことに長けているので、それを活かしていきたいと思
います。
■「エコスペースゆう」は横につながる駅の役目ですね。
産直農産物の街なかのプラットホームになれればと
思っています。ここに、いろんなモノが集まり、いろん
な人が集い、ここを起点、あるいは中継して消費者に
届けられる。 体験や援農で交流が始まる。 みんな元
気になる！
そんな有機的なつながりや、 つなぐ人、 つなぐ場が
もっと増えることが産直有機農産物への理解が進み、
36
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農産物を作っている生産者と、天王寺区在住・在勤・

その車に乗って農家さんのところに行き手伝う。 終わ

在学の生活者が出会うコミュニティーキッチンで、野

れば、 電車で帰るというやり方ですね。 そういうやり

菜の物語を通して人のつながりを学んでいきます。マス

方が、お互い長続きすると思うのです。

メディアの取材もあり、注目されています。
■「エコスペースゆう」に集う仲間たちの思い
■今後の構想を聞かせてください。

川上さん 私は、今年の３月まで病院薬剤師として13

美味しく暮らすことを楽しく共有する場として、 人と

年勤務して、現在は専業主婦です。勤めていて忙しい

食と農業をつなげるお手伝いを私なりのスタイルで年

ときはコンビニを利用することもありましたが、 現在は

齢や時代に合わせて進化しながら続けていけたらと思

３食を自分で作るようになり、
「元気の源は食である」

います。以前、ある方が農業は食料を得るだけでなく

と体感しています。退職後、友人に振る舞った料理が

環境や文化の源。 社会基盤であり、 教育、 医療、 雇

褒められたことがきっかけで、自家製ピクルスなどをベ

用などさまざまな社会問題をトータルで解決できる唯

ジバル祭りなどのマルシェで販売しています。そのマル

一の業界！ といわれていました。 食を通して考える

シェの会場で田中さんと知り合い、安心・安全な食材

都市の暮らしと自然のつながり。 今、 自分にできるこ

についても教えていただく機会に恵まれ、 食の重要性

とを同じ価値観を持つ人たちと一緒に考え行動してい

を感じながらやる気が膨らんでいるところです。試食し

けたらと思います。

ていただいている料理は、食材を田中さんから提供し

これからは、コミュニティーの成長を中心に、ここ

てもらい私が作りました。

に集う仲間たちと「Ｂｉｏ（ビオ）ラボゆう」を立ち上げ

薬を飲むことで病状が改善することも多いですが、

ます。 ここに集う人たちが滅私奉公や指示待ちではな

副作用で苦しむ方も看てきました。 病気の種類にもよ

く、 それぞれの人が、 自分らしさを出し、 できる人が

りまして一 概 に

できる範囲のことを自分のスタイルで参加する「ゆるい

は言えませんが、

コミュニティー」を目指します。

患者さんは薬に

野菜が出来過ぎたら農家は売り先に困ります。 捨て

頼りきりになるの

るのはもったいないので、大阪市内の直売所同士で八

ではなく、 体の

百屋ネットをつくりさばいていこうと思います。 都市の

資本である食も

シニア層の場、グリーンツーリズムや援農や婚活……

重要ではないか

など活動を広げていきたいです。援農も「ゆるい援農」

と感じています。

にしたい。 企画を事前に決めつけるのではなく、 手伝

栄養士による食

いたければ、ここに来れば出荷農家さんが来るので、

事指導に力を入
れている病院で
は、 患者さんの
川上さんの手作り料理の数々

治癒も早いとの
報告もあります。

嶋田さん 私はデパート勤務を経て、コーヒーインスト
ラクターをしながらコミュニティーカフェの開業準備をし
ています。 コーヒーは健康食品として優れているので
広めたいと思っています。特に、脳の栄養になるので、
小さなお子さんに良いです。生徒で参加してくださった
野菜の力で元気があり、わいわいにぎやかに話が飛び交いました

お母さんのお子さん（１歳半程度）が炒りたてコーヒー
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をごくごく飲む光景を目にします。 小さなお子さんや赤

う」で有機農産物や加工品を紹介、販売させてもらっ

ちゃんは本能で必須栄養と分かっている証しです。 地

ています。

道に広めていきたいと思います。

木下さん

４人の子どもを育てながら、毎月第２木曜

私は有機・ 無農薬の野菜を買う場合、 個人経営的

日に、
「エコスペースゆう」にてハンドメイドアロマレッ

なお店を選ぶことが多いです。 値段が高くても農家支

スンを開かせてもらっています。 国内産の厳選した檜

援という意味合いを込めて買うこともありますが、 一

や杉から抽出したアロマオイルを使って、 虫よけミスト

般的には値段が手ごろでないと消費者は選択しないと

作りなどをしています。 国内資源の有効活用、 植物と

思います。 なぜ、 有機栽培は高くなるのかを、 キチン

の共生、 子どもと一緒に体に良いことを続けていきた

と消費者に理解してもらえるよう、 販売の仕方を工夫

いと思います。

したらよいのではないでしょうか。 食品の包装も過剰
で、無駄なコストがかかっていると思います。

■取材を終えて

桶谷さん 私は経理の仕事を10年した後、自宅でカ

川上さんの話からは医療制度改革の一端も聞けた。

フェを10年経営していました。そのカフェでは、
「有機

病院の薬剤師は入院患者の専従であるべきだというこ

栽培の生野菜が体に良くない」と指導を受け、漢方の

と。 医師が出す患者さんへの処方箋を薬剤師が見て

浄化技術を使った食事を提供していました。 そうする

疑義があれば担当医師と話し合いをする。患者本位の

ことがお客さんの喜びだと続けましたが、 だんだんと

医療とマーケットインには共通点がある。 嶋田さんや

自分自身がしんどくなってきて、私のやりたかったこと

桶谷さんのように食ビジネスに関心が高く経験もある方

かどうかの疑問もあり、 経理の仕事に戻りました。 た

にとっては、需要と供給のマッチング、安心・安全とコ

またま歩いていると「エコスペースゆう」があったので

ストについて、 生産者と生活者が互いに理解し合う継

立ち寄るようになり、リフレッシュをしているところです。

続的な場の設定が必要で、 特に生産者側から生活者

これからは、田中さんのネットワークに入れていただき、

側に定期的に出向く機会が望まれる。松村さんや木下

少しずつ活動していきたいと思っています。

さんからは、
「エコスペースゆう」が誰でも出入り自由と

松村さん 私は学生時代から食と農と環境に興味があ

いう「ゆるさ」を感じ、
「ゆるさ」は昔の農協の支所や

り、仲間と共にオーガニックカフェを期間限定で開いた

支店を思い出させた。

り、食に関する映画祭、無農薬のお米作りにも関わっ

取材で大きな発見は、集まった人が多様で多彩なプ

たことがあります。現在は、つながりのある農家さんを

ロであること。豊かな人脈の持ち主、薬剤師、販売・

個人的に応援したいという思いから、
「エコスペースゆ

仕入れ・料理・経理の経験者がそろっていた。移動販
売の若者には機動力とＩＴのノウハウがある。 いつで
もコミュニティーが起業できる基盤ができている。 今
後はワークスタイルも進化し、子どもを育てながらプロ
が活躍できる環境も整備されるであろう。そうなれば、
企業として発展する可能性の大きさを感じた。
これからの販売事業は、 都市生活者の共感を得る
ことが重要である。まずは、生活者と生産者のつなが
りを強くする取り組みを始めたいものだ。 お互いの夢
の背景にある「関心」や「経験」にまでさかのぼって理
解するようにしたい。
「関心」や「経験 」を理解し合え

38

持論を熱く語る松村さん（右）
。東京の生協でバイヤーをしていた

れば、生活者と生産者でシェアできる問題解決策も実

経験談も語っていただきました

現できるであろう。
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「家庭で炊飯した米の食数が
過去５カ年で最多」から見えるもの
米の消費行動に関する調査結果〜 2015年調査〜から
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員 青柳

１

靖元

国の米の１人当たり消費量は、 周知のとおり年々減少

．はじめに

傾向にあり、1962年度のピーク時の年間118.3kgから、

近年の農業を取り巻く情勢下では農家の高齢化・老

2013年度には56.9kgと、およそ半減している。

齢化の進行、 新規就農者の確保の難しさ、 頻発化す

そのようななか、 ＪＣ総研では2015年３月に「米の

る地震・火山活動による災害、地球温暖化・異常気象

消費行動に関する調査」
（表１・２）を実施し、2014年

他による作柄変動の影響など、 生産基盤の脆弱化は

までの調査データを踏まえて経年変化を含めた分析を

ますます顕著になっている。また、米の生産調整に関

行った。本稿では、調査結果から、主要なポイントに

わる政策変更やＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協

ついてご紹介することとしたい。

定）交渉の決着いかんによる農業経営への影響は、避
け難いものと予想される。
2013年度農業総産出額約８兆5000億円のうち、も
はや米は約１兆8000億円を占めるに過ぎず、畜産（約
２兆7000億円）や野菜（約２兆3000億円）の後塵を

米を主食とした食数：家庭で炊飯した米の食
．
数が全属性で増加へ

２

この１週間（３食×７日＝21食）
、主食に何を食べた
かを尋ねた結果が、表３である。

拝している。2004年度に約２兆円となって以降、日本

今回調査の特徴は、表３のとおり米を主食とした食

農業における米の位置付け（金額ベース）は３番目であ

数が13.33食と前年を0.37食上回ったことである。特に

り、生産構造そのものが変化しつつある。また、わが

家庭で炊 飯した米の食数が全属性（主婦・ 既婚男
性・単身女性・単身男性）を通じて前年より増えており、
トータルでは11.24食と前年を0.56食上回り、過去５カ
年で最多となった。
パン類や麺類を食べた食数が減ったこと、
「米が主
食」の項目内でも加工食品や調理済み食品といった中
食や外食が減少したことが主な理由と考えられるが、
一方「食べなかった」も1.49食と前年より0.13
食増えており、食事を抜くことがじわりと増加
している現象は気になるところではある。
属性別に見ると、 既婚男性の家庭で炊飯
した米の食数は、12.17食と全属性中最も多
かった。 単身女性は炊飯した米の食数が既
婚男性に次いで増加したが、 他方「食べな
かった」も大きく増加した。 単身男性では炊
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飯した米の食数が若干増えるに
とどまった。

家庭で炊飯した米の食
．
数が増えた理由：圧倒

３

的トップの「外食を減ら
した」に加え上位の「健
康のため」
「安い」が増
加
次に、家庭で炊飯した米の食
数が１年前より「増えた」あるい
は「減った」理由を尋ねた結果
を見てみよう。
飯した米の食数が増加したが、シリアル・果物・ヨー

増えた理由は図１のとおりである。前年に続きトップ

グルトなど「その他 」の食数も増加した。主婦は、炊

は「外食を減らして、 家で食べることが増えたから」

【食料・農業・農村】Web調査／「家庭で炊飯した米の食数が過去５カ年で最多」から見えるもの
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の56.0 ％（前年53.6 ％）で、
「健康のため」28.3 ％（同
20.4％）が、３位の「パン・麺などを減らして、ご飯を
食べることが増えたから」25.9％（同26.0％）を抜いて
２位に躍進した。続いて「外食・中食に比べて、家庭
での炊事の方が安いから」が21.7％（同7.7％）と前年
に比べ一挙に14ポイントも上昇した。
図２は、 減った理由を示したものである。 トップは
前年同様「パン・ 麺などの他の主食が増えたから」
31.3％（同23.8％）で前年に比べ7.5ポイント増加した。
２位は「カロリー制限のため」26.7％
（同21.5％）で、
「ダ
イエットをするようになったから」は21.5%（ 同21.5％）

で４位にランクダウンし、
「健康
のため」が22.1％（同13.8％）で
３位に浮上した。５位の「食事を
抜くことが増えたから」が13.8％
（同6.1％）へ急増したことなど、
ダイエットや健康志向への意識
の強まりが感じられる。 増えた
理由・ 減った理由ともに「健康
のため」が上位に選ばれており、
米食は健康に良くないと考える
消費者が一定数存在する事実
が浮かび上がった。米の消費拡
大ＰＲなどを考える際のヒントと
したい。

米を主食とする程度：
．
「 お米派 」 躍進、特に

４

「北関東 」
「九州 」で増
加
１週間の食数によりＤＩ値を
作成し傾向を分析したものが図
３、図４である。トータルでは、
「お米派 」 は前年の15.4 ％から
21.0％へ躍進し、
「ほぼお米派」
「どちらかというとお米派」を合
わせると71.5％（前年70.4％）を
42
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占めた。特に既婚男性での増加が25.5％（同18.7％）
と著しい。「非お米派」は17.9％（同18.2％）で、２割

米を購入する際のこだわり：トップは依然と
．
して「価格帯」、群を抜く

５

弱にとどまった。 属性別には、
「非お米派 」 は単身層

米を購入する際のこだわりについて尋ねたものが図

で多い。 エリア別では、
「北関東 」
「九州 」
「東北 」

６である。断然トップの「価格帯」は65.1％（前年59.9

「甲信越・北陸」
「北海道」で、
「お米派 」
「ほぼお米

％）とさらにポイントが増加した。次いでポイントが高

派」を合わせ、50％以上となった。
また、 年齢層別に見ると、
「お米派 」は高年齢層ほ
どポイントが高かった（図５）
。

い「品種」は21.1％（同19.7％）と２割を超え、
「産地」
「精米年月日」が続く。依然として、
「価格帯」に対する
こだわりが群を抜いて高い。 前年から選択肢の１つに
加えた「ブランド米」は5.6％（同4.4％）と微増で、
「特
別栽培米」や「有機米」のポイントを上回った。
属性別に見ても図７のとおり、
「価格帯」へのこだわりは全属性を
通じ強い。また、
「品種」
「産地」
「精米年月日」は主婦で20 ％を超
え、 他の属性と比べ、 こだわりの
強さが感じられる。

６

米 の購 入価 格 帯： 最 低
．
価 格 帯 の「1500 円 未
満」がトップに

図８は、主に購入する米の価格
帯（５㎏当たり）を示したものであ
る。トータルでの最多購入価格帯
ト ッ プは「1500円未満 」21.3％
（前年1 2 . 6 ％）で、 前年トップの
「1700 〜 2000円未満 」は一気に
２ランク下落した。 次いで「1500

【食料・農業・農村】Web調査／「家庭で炊飯した米の食数が過去５カ年で最多」から見えるもの
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〜 1700円未満 」19.3 ％（ 同 18.8 ％）が、
「170 0 〜

となった。米の小売価格が前年に比べ下がったこと、

2 0 0 0円未満」19.2％（ 同24.4％）を僅差で上回り２位

一般消費者の所得があまり増えていないこともあり、
低価格 帯の米を選択す
る消費者 が増えたので
あろうか。
属性別に見ると、2000
円未満の購入 比率は全
属性を通じ増加し、特に
物価に敏感な家計を預
かる主 婦で 6 0 . 8 ％（同
55.7 ％）と増加幅が大き
かった。また、単身女性
で「1500円未満」のポイ
ントが、29.3％（ 同13.4
％）と大きく上昇した点
が注目される。
年齢層別に比較したものが、図
９である。
「1500円未満」
「1500
〜 1700円未満」の低価格帯につ
いては、 収入が少ないと思われ
る若年層でポイントが高い。特に
20 代以下は、
「1500 円未満 」
37.3 ％（同19.4％）と他世代に比
べ低価格帯への志向が顕著であ
る。 なお、2000円を超える価格
帯については、 高年齢層ほど購
入比率が高かった。高年齢層は、
若年層に比べ比較的生活にゆと
りがあるためであろうか。

７

１回に炊くご飯の量：多
．
めの炊飯が減少、 少な
めの炊飯が増加

家庭で炊飯する人に1回に炊く
量について尋ねた。
2011年からの年次別推移を示
したものが、図10である。２合
炊き、３合炊きを合わせると56.6
％（前年56.5％）と過半数を占め
44
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た。また、１合未満、１合、２合などの少なめの炊飯量
のポイントがおおむね増加、３合や４合以上の多めの
炊飯量のポイントがおおむね減少し、１回に炊くご飯
の量は少なめになっている感が強まった。
図11は、家族人数別に示したものである。単身〜３
人家族ではトップが２合、２位が３合の順で共に３割前
後となった。４〜６人家族では３合がトップとなった。

１回の炊飯量の目安：「１回の食事ではぼ食
．
べきる量」が増加、冷凍保存は単身男性で増

８

えたものの単身女性では減少
１回に炊飯する量の目安について年次別推移を示し
たものが図12である。トータルでは、
「１回の食事で
ほぼ食べきる量」の増加が目立った。
属性別に見ると、
「１回の食事でほぼ食べきる量」は、

特筆すべきは、５人家族で４合が11.5％（同22.0％）と

単身層に比べ主婦と既婚男性で増えた。 特に既婚男

10.5ポイント減少、逆に２合が17.3％（ 同9.3％）と８

性では4.9ポイントの大幅な増加が見られた。
「当座食

ポイント増加し、さらに５合が22.1％（ 同15.3％）と6.8

べる分＋最初から冷凍保存するつもりの量 」は、単身

ポイント増加したこと、６人以上の家族で４合が12.1％

女性が4 6.7％（前年52.9％）と全属性中、最も高ポイ

（同20.6％）と8.5ポイント減少、５合が18.2％（同25.4

ントだが、2015年は6.2ポイント減少した。逆に単身男

％ ）と7.2ポイント減少したことである。多い家族人数

性は31.8％（同24.8％）と、７ポイントの大幅な増加と

でも炊飯量の減少が目立つ結果となった。

なった。また、
「２回の食事でほぼ食べきる量」では、
単身女性が22.2 ％（同15.7％）と6.5ポイント増加して
いるのも特徴的である。
同じく家族人数別に見たもの（2015年）が図13であ
る。 ３人以上の家庭では、
「１回および２回の食事で
はぼ食べきる量 」が６割
を超えた。家族人数にか
かわらず、 １〜２回の食
事 ごとに 炊 いて食 べ る
「食べきり型」が増加する
結果となった。
これらの調査結果から、
米は生鮮品 という意識
の高まりが見て取れるの
ではないかと筆者は推測
している。

【食料・農業・農村】Web調査／「家庭で炊飯した米の食数が過去５カ年で最多」から見えるもの
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コ無形文化遺産に登録された（2013年12月）理由は、
①多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、 ②健康的

９

．おわりに

な食生活を支える栄養バランス（長寿や肥満防止に役

厚生労働省は「2014年の日本人の平均寿命が女性

立つ）
、③自然の美しさや季節の移ろいの表現、④正

86.83歳、男性80.50歳で、いずれも過去最高を更新し

月などの年中行事と密接な関わり、 とのことである。

た」と発表した（ 2015年７月30日）。この結果、女性の

登録理由には、
「米」という文字は見当たらない。しか

寿命は前年より0.2 2歳延び、３年連続で長寿世界一。

し、和食やいわゆる「日本型食生活」のベースには、

男性の寿命も0.2 9歳延び、世界３位タイとなった。 厚

長年、 米を主食としてきた日本人の歴史があるのでは

労省は「医療の進歩に加え、 食生活の改善や運動な

ないか。 そのようななかで、
「家庭で炊飯した米の食

ど健康対策が進んでおり、 今後も平均寿命は延びる

数が過去５カ年で最多」という今回の調査結果は、米

余地がある」としている。

回帰への希望を感じさせる。

また、
「和食：日本人の伝統的な食文化 」がユネス
46
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供（おかず） を添えるとなお一層美味しいし、食が進
む。図14「好きなご飯のお供：トップは『納豆』
、続い
て『生卵』
『漬物』
『海苔』の順」のデータなどを参考
にしていただきたい。今後、米の機能性や健康への貢
献がより深く理解され、 消費拡大が図られることを期
待したい。
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食育ソムリエ養成講座・生産者コースを開講
〜食と農をつなぐ持続可能な農業を実現〜
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

加藤 美紀

当研究所は、2007年の食育基本法施行に合わせ、

の開講によって農産物直売所の従業員と生産者がより

食と農をつなぐ人材育成として農産物直売所の従業員

一体となり活動することとなり、農業や食、地域の価

を対象とした食育ソムリエ養成講座をスタートしました。

値に対する深い理解を促し、 強い農業の創造、 地域

このたび、 農業者の所得増大と地域の活性化が求

資源を活かした農村の振興が実現できます。また、農

められているなか、 具体的な支援策として、 かねてよ

産物や加工品など自らを売り込める力を持つ生産者の

り要望のあった食育ソムリエ養成講座の生産者コース

存在は農産物直売所の魅力向上にもつながります。

を2015年12月から新たに開講します。
生産者コースは、
「食と農をつなぐ」 ということを目
的に、 農産物直売所における食育の実践と地場食材
の付加価値づくりのスキルを身に付けます。地域のより
良い食を支える地域貢献を消費者に具体的な形で発
信し、経済活動につなげます。
現在、 従業員コ ースの食育ソムリエ養成講座は、
2000人を超える方が食育ソムリエとして認定され、 全
国の農産物直売所で活躍されています。生産者コース

①消費者が「つどう」

②農産物の価値を「つたえる」
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【食育ソムリエNOW】食育ソムリエ養成講座・生産者コースを開講〜食と農をつなぐ持続可能な農業を実現〜

食育ソムリエＮＯＷ

２．養成講座の内容
【第１回テキスト】野菜・果物の基礎知識と生産・流
通
課題レポート：地域農業、地場食材の魅力を紹介
【第２回テキスト】野菜・果物の選び方と調理・保存
課題レポート：地場食材を活用したレシピの作成
【第３回テキスト】野菜・果物の栄養成分と健康・食育
課題レポート：野菜・果物に関するＰＯＰの作成
【第４回テキスト】お客さまとのコミュニケーションと
危機管理
③生産と消費を「つなぐ」

課題レポート：食育講座の企画書の作成
【資格認定試験】

生産者コースでは「売れる」を実現するため、生産

第１〜４回のテキスト、参考図書から出題

者の「つくる」 を起点に①つどう、 ②つたえる、 ③つ
なぐ、の３点に重点を置きます。従来の従業員コースと
併せて生産者コースの食育ソムリエ養成講座をぜひ受
講ください。

３．養成講座のスケジュール
第1期は2015年12月７日に開講予定です。 期間は半
年間です。募集要項を各ＪＡに発送予定（10月）
。ＪＣ
総研ホ ームページhttp://www.jc-so-ken.or.jp/でもご

１．養成講座の概要

案内します。

在宅で学習できる通信教育講座です。ご自宅にテキ
ストと参考図書をお届けし（全４回）
、課題レポートを

４．対象：農産物直売所に出荷している生産者

提出していただきます。提出いただいた課題レポートに

※農産物直売所従業員の方は従来の食育ソムリエ養

対し専門的視点からアドバイスをお返しします。 事業

成講座にお申し込みください。

の発展につながるヒントとしてご活用ください。最後に
資格認定試験を行い、その成績ならびにレポートの評

５．受講料：７万円／人（税込み）

価と併せて合否を判定します。
６．資料請求・問い合わせ先
①件名を【食育ソムリエ養成講座生産者コース 資
料希望】と明記してください。
②氏名、組織名、所属部署、Ｅメールアドレス、電
話番号を明記してください。
③ＦＡＸ：03-326 8-8761、もしくはＥメール：
somurie@jc-so -ken.or.jpまでお申し込みくださ
い。
④問い合わせ先：基礎研究部

宮澤／加藤

（電話 03-628 0-7274）

魅力ある総菜づくり

【食育ソムリエNOW】食育ソムリエ養成講座・生産者コースを開講〜食と農をつなぐ持続可能な農業を実現〜
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『協同組合研究誌 にじ』
2015年秋号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2015年秋号の特集テー

社会的に認知されているとはいえない。 それに対し

マは、
「協同組合の雇用創出、経済波及効果」であ

て1990年代以降、 一部の協同組合関係者からは
「協同組合教育」の重要性が繰り返しいわれてきた。

る。
この研究テ ー マの座長である立命館大学の秋葉

しかし大きな動きにならず、 とりわけ協同組合の理

武教授より、次のとおり特集解題を寄せていただい

念に抵抗感を持つ「保守新自由主義層」への浸透は

た。

今後も困難といえよう。

各論題テーマと執筆者は表のとおりである。
『ＪＣ

実は日本より協同組合の認知の進んだ国、地域に

総研レポート』とあわせ、
『協同組合研究誌 にじ』

おいても、協同組合の「理念の浸透」に関しては同

のご愛読をお願いしたい。

様の傾向が見られる。これに対して、協同組合陣営
は「戦略の転換」を図り、
「保守新自由主義層」や官

特集「協同組合の雇用創出、経済波及効果」
特集解題：協同組合の「みえる化」を
立命館大学 教授 秋葉 武

僚が受容しやすい協同組合の役割（例えば「雇用創
出力」
「経済波及効果」）を前面に押し出すなどして、
協同組合の社会的浸透と行政の協同組合政策の転
換を勝ち取ってきた。現在の日本社会も、政治的立

協同組合が日本社会で果たしてきた大きな役割は
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場を超えて「地方創生」や「雇用創出」は大きなテ

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2015年秋号の概要紹介

東京都生まれ。明治大学大

ンナ ーの木下斉氏は現場の体験から協同組合の再

学院 政治経済学研究科博士

評価を行っている。木下氏は「人口減少社会」では

後期課程修了。環境ＮＧＯ、
中間支援ＮＰＯ職員などを

従来の補助金主体の支援政策こそが弊害を生んで

経て、現在、立命館大学産

いることを述べ、民間主導の協同組合型の仕組みへ

業社会学部 教授。学部で
「Ｎ

の期待を述べている。
「重要なのは行政支援の受け

Ｐ Ｏ・ Ｎ Ｇ Ｏ 論 」
、大学院
で「ＮＰＯマネジメント論

皿などとして協同組合を用いることではなく、地域内

研究」を担当。
（公財）パブ

の需給を併せて収支改善、 共同投資・調達、 余剰

リックリソース財団評議員、

利益の金融的活用というサイクルに結びつけていく

ＮＰＯ法人きょうとグリー
ンファンド理事、
（ 一社 ）日

極めて協同組合の原理的な仕組みを再興する」
（本

本共済協会 共済理論研究会

文より）という視点は重要な示唆を与えているといえ

幹事、地方自治体のコミュニティービジネスおよび市民活動推進
の各種委員などを歴任

よう。辻村英之氏も生協産直が実際に産地の活性化、
経済波及効果を持つかについて、 興味深い考察を
行っている。 具体的事例を基に「波及所得額 」 と

ーマだ。そこで、協同組合によるこれらの事例、理

「線→面→立体」という３段階の発展という切り口か

論を取り上げ、 協同組合の認知を進めていきたいと

ら論じ、どのようにして「外貨」を獲得していくか具

いうのが本特集を企画した目的でもある。

体的な提案を行っている。

本特集の論考編では、まず国際的な協同組合の

金 亨美氏は韓国の協同組合の成り立ちとダイナミ

動向に詳しい栗本昭氏がＩＣＡの報告書をベースに、

ックな展開を論じている。 協同組合後発国ともいえ

協同組合が国際的に、事業、雇用においてどれくら

る韓国は、 社会的企業やコミュニティービジネスの

いのインパクトを持っているかを紹介している。 論

発展と連関して2012年ついに「協同組合基本法」を

文では、 ＩＣＡが20 0 4年から取り組んできた「グ

施行するまでに至った。タテ割りの「個別法」に加え

ロ ーバル300」
（世界の協同組合の上位30 0組合を

て、
「基本法」を成立させ、協同組合ブームに沸く韓

ランキング）が2012年から協同組合の経済的・社会

国を客観的に考察している。

的インパクトを測定する「世界協同組合モニタ ー」

実践編では柳沢敏勝氏がＥＵを事例に、 社会問

（World Co-operative Monitor: WCM）へと発展し

題ともなっている非正規雇用に対応する方策として日

た経緯について紹介している。ＩＣＡの狙いは、
「各

本ではあまり知られていない「均等待遇 」を詳細に

業界、各国で国際的に協同組合のプロファイルを高

紹介している。 また日本で均等待遇に取り組むＢ生

める」
「協同組合、 協同組合保険の重要性について

協について整理して紹介しており、 興味深い内容と

政府や規制機関に実証する」
「成功事例のモデル

なっている。

化」
「ＷＣＭ内のネットワーク作り」などであり、戦

山口県でＪＡの福祉事業（ＪＡ協同サポ ート山口

略的に展開されていることがうかがえる。 続いて、

＜株＞）に取り組む河村信一郎氏は、その生成と展

伊丹謙太郎氏が日本の各協同組合の市場シェアと雇

開を論じながら、同社が雇用創出・拡大に成功して

用力を詳細なデータにより紹介している。 協同組合

きた背景を「介護職員の処遇改善・ 人材育成の歴

の法制度がタテ割りとなっている日本では、こうした

史 」 と総括し、 協同組合へ興味深い提言を行って

データが社会的に可視化されておらず、重要な意味

いる。 農村で山村留学に取り組んできた千野根恵

を持つといえよう。

吾氏は、長野県王滝村で「企業組合子どもの森」を

上述の栗本、 伊丹氏が協同組合をマクロ的な視

立ち上げ、 実践してきた。 その取り組みを紹介して

点から述べたのに対して、 メゾ・ミクロ的な視点か

いる。田嶋康利氏は日本で定着してきた労働者協同

ら協同組合を考察するのも重要だ。 まちづくりプラ

組合が 社会や地域に対してどのような取り組みを

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2015年秋号の概要紹介
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行ってきたかについて実践的な報告を行っている。

活困難者を対象とした生活再生・支援事

さまざまな社会的課題とそれに対応する法制度に対

業を積極的に進めるためのさまざまな

して、労協がどのように関わり、運動を展開してきた

助言指導をされている立場から、①生協

かについて整理して論じており、 興味深い内容と

陣営での生活困難者支援の取り組みを

なっている。熊倉ゆりえ氏は福岡県の高齢者生協で

俯瞰しつつ、②なぜ、今日、生協陣営に

ある「ふくし生協」を規模拡大と「参加」という視点

おいて取り組みが広がりつつあるのか、

から論じている。 大規模生協として知られるふくし

③ 具体 的な事 業 立ち上げ でどのような

生協の多様なステークホルダーを整理し、動態的な

課題があるのか、その課題をどう乗り越

考察を行っている。

えたのか、④本取り組みをさらに生協陣

本特集のテ ーマは日本では先行研究が少ない。

営全体に広げるための課題と展望をどう

そうしたなか、編集サイドの無理な意向に各執筆者

考えるか、⑤さらに他の伝統的な協同組

が取り組んでくれたことに厚く御礼申し上げる。 各

合（農協、 漁協、 森組 ）などとの連携を

論考を読んでみて、 このテーマを掘り下げる重要性

どう考えるかなど、 課題と展望などにつ

を再認識したことから、 いずれ第２弾に取り組んで

いて論じていただく。

みたいと考える。
第２報告
テーマ：
「モンドラゴンおよびケベックにおける協同
ＪＣ総研 第43回公開研究会

組合コミュニティー」
（仮題）
報告者：石塚秀雄 氏（＜特非＞非営利・協同総合

《日 時》2015年10月10日(土) 13：00 〜 18：00
《場 所》明治大学（駿河台 ）グローバルフロント２Ｆ
4021号教室

研究所いのちとくらし 研究員）
報告内容（予定）
モンドラゴン協同組合の研究者として

《研究課題》

知られる石塚氏はモンドラゴンの町に何

「格差・貧困社会が拡大するなかで協同組
合は何ができるか？」

度も訪問されている。協同組合連合体と
してのモンドラゴンＭＣＣの話はよく聞
くが、 モンドラゴンの町の協同組合コ

趣旨説明
桃山学院大学名誉教授

津田直則 氏

ミ ュ ニティーとしての特徴について聞く
機会はあまりないことから、 いかにして
コミュニティーが形成されたかをお聞き

第１報告

する。

テーマ：「生協陣営における生活困難者支援事業の
現状と課題〜実践例の紹介も含めて〜」
（仮題）

テーマ：「町ぐるみの農福連携〜北海道芽室町の九

報告者：上田 正 氏（日本生活協同組合連合会 福祉
事業推進部 生活相談貸付・事業アドバイ
ザー）

報告者：濱田健司 氏（＜一社＞ＪＡ共済総合研究所
報告内容（予定）

岩手信用生協の経験を踏まえ、 現在、
日生協を舞台として生協陣営における生

ＪＣ総研レポート／2015年 秋／VOL.35

神ファームめむろの事例から〜」
（仮題）
調査研究部 主任研究員）

報告内容（予定）
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第３報告

北海道・芽室町にある（株）九神ファー
ムめむろは、 就労継続支援Ａ型事業所。

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2015年秋号の概要紹介

「土地（地域 ）の力、 障がい者の力、 企
業の力」を線ではなく円でつないだ仕組
み作りを強みに、農業法人として作物の
生産・販売、自社生産作物を活用した食
品加工、 お弁当の製造・ 販売、 観光業
を行っている。
特徴としては、①多角的に複数の団体
や個人が協力連携をしている点、②おの
おのが提供するべき資源や労力、 それ
により享受できるものを明確に示すこと
ができている点がある。例えば、芽室町
は設置や運営を円滑に行うべく保健福祉
課、 農林課、 商工課、 子育て支援課な
どが積極的に連携を行い、 迅速に対応
を実施。それにより町民の生きがいや働
きがいを創出し、 高齢者は農業の経験
や知恵を伝承し、それにより高齢者の雇
用創出や生きがい創出につなげることが
可能となり、ＪＡめむろは農業指導の実
施や収穫 量不足による場合の商品の提
供やそれにより十勝ブランドのＰＲや新
規企業との取引の確立が見込める。
以上の取り組みの経過、 現状を紹介
いただきながら今後の展開や課題につい
て論じていただく。

注）上記報告内容（予定）は、ＪＣ総研事務局から各
報告者に依頼した内容です。 実際の報告内容と異な
る可能性もありますので、あらかじめご承知おきくだ
さい

（ 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年秋号の概要紹介
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事 管 理 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●
●

無期転換制度を契機とした
今後の“人財”活用に向けての一考察
ＪＣ総研 経営相談部

はじめに

人事コンサルチーム

約者がこれまでの補完的位置付けでなく、基幹的な立場

ご存じの方も多いでしょうが、2013 年４月施行の労働
契約法改正により有期労働契約者が一定の条件を満た

と捉えるのがふさわしいのではないでしょうか。
２．無期労働契約への転換（労働契約法 18 条）

した場合に、今後当人の意思により無期労働契約に転

通算５年を超え反復更新された有期労働契約は、労働

換できるようになります。また、非正規社員の構成割合

者の申し込みにより無期労働契約に転換できるとする制

は年々増加する一方で、厚生労働省内の有識者懇談会

度で、１年契約の更新なら 2018 年４月１日より無期転換

では本人の意思による新たな働き方として多様な正社員

申込権が発生し（３年契約の更新なら 2016 年４月）、次

を提案しています。こうした働き方の変化のなかで組織

の更新契約（最短で 2019 年４月）から無期労働契約に転

は人材を有効活用することがこれまで以上に求められて

換できる制度です。

いますし、働く者にとっても暮らしとの調和や家族との有
意義な時間の過ごし方を重要視する傾向が強くなってい
るのも事実です。
組織の資源は「人、物、金、情報（ネットの公開情報
でなく口コミによる地元の非公開情報、顧客の悩みや選
好）、人脈（地元のコミットできる人脈）」ですが、物や
金、情報をどう活かすかも人と人脈に従うようです。人
事管理は Human Resource Management の訳語です
が、一番大切でありながら対応の難しいのも人という資
源ですし、資源をどう活かすかがマネジメントなら、組
織には人の適正規模・配置と育成、働く者には家族との
暮らしと生きがいにつながる意味でも、最も貴重な財産

有期契約で雇用する者を区別して考えることです。今後

に違いありません。
ここでは、有期労働契約者の無期転換制度を１つの

有期雇用する者には労働契約書で更新上限を設けるなど

契機に今後の人材活用上やマネジメント上の留意点を考

で対応できますが、すでに幾度も更新し長期雇用している

えてみたいと思います。

場合は、労働契約法 19 条「雇止め法理」で使用者が雇

Ⅰ 有期労働契約者の無期労働契約への転換

止めできなければ同一雇用条件で更新しなければならず、

１．ＪＡの非正規職員の動向

さらに 2013 年４月より起算して反復更新が５年超の者は

ＪＡの非正規職員は約８万人（全体の約 32％）で、多く
が有期労働契約のフルタイム・パートタイム労働者とされ、
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留意すべきは、長年反復更新している者と今後新規に

無期労働契約への転換申込権を有することになります注）。
注）労働契約法19条 ①過去に反復更新され雇止めが解雇と同視で

在籍する事業所にも偏りがあるようです。30％を超える非

きる有期契約、 ②満了時に更新を期待する合理的理由ある有期契約

正規職員がＪＡの事業を担っていることは、有期労働契

の場合は、合理的理由と相当性がなければ雇止めできない。
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●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
３．今後の有期労働者の人材活用に向けて
今回の無期転換制度を契機に適正配置を検証すると

Ⅱ 人事管理 (Human Resource Management) への一考察
１．多様な人財にさまざまな能力を発揮してもらおう

ともに、人口減少と高齢化の進展（特に団塊世代が 75

組織の人財を正職員と有期労働者の区分で捉えるだけ

歳になり旺盛な消費者から介護保険利用者へ移行する

でなく、今重要な取り組みとして「女性職員の活躍推進」や

2022 年が１つの節目）と少子化するであろう管内の情勢

「再雇用者の活躍の場の準備」も挙げられます。多様な

をいま一度振り返り、地元に根ざした協同組合の事業展

人財の多岐にわたる能力を適材適所で活かすことは、さま

開を検証するのも今なのかもしれません。

ざまな組合員ニーズに応えるよう営農と暮らしを応援すると

法改正に的確に対応しながら、有期労働者の能力を引

宣言する組織に希求されていることではないでしょうか。

き出し発揮してもらうことで、担当する事業のより一層の

例えば、女性職員が活躍し女性職員の地位が高まって

充実に結び付け、利用機会を増やす事業展開から地元に

いる職場であることが組合員・利用者に知られれば、女

愛される組織の永続性につなげていくこともできるのでは

性の利用者からも好意をもって迎えられるでしょう。再雇

ないでしょうか。

用者の培った「匠 の技」を活かすことは、地元の情報や

なお、対応の切り口の１つとして次が考えられますが、
対応方針をご検討される時宜も今年度から来年度ではな

●●●●●

人 事 管 理

人脈のみならず組合員・利用者への接し方にも表れるよう
に思われます。
そうした適材適所を進めることが貴重とする人財の戦

いでしょうか。
①有期労働者の在籍事業所と規模・属性の把握、事

力化であり、本人も内外から脚光を浴びることで生きがい

業所長の意向

や、周囲から期待される自分という自己実現にもつながる

短期・1 年・3 年別、男女別・年齢別、辞める年齢、

のではないでしょうか。

更新回数と通算雇用期間、どういう有期労働者を確保

２．人財のマネジメントを振り返って

したいかの事業所長の意向。

マネジメントには、多様な人財が適材適所に在籍し自

②当該事業所の事業の方向性と展望（業容拡大か現

らの能力をいかんなく発揮することで、働く喜びと組織に

状維持・規模縮小か）

居る幸せを感じ取れる職場をみんなで作り上げていく要

地元の人口減少ひいては事業減少が今後見通せるな

素と役割もあるようです。マネジメントは「目的達成に向

ら、今と同規模の人員が必要かまたは少なくてよいと

けた必要な要素の分析を通じ、成功に導く次の一手を打

判断するか。

つこと、それを循環させる行動」ともされます。

③今後必要とする有期労働者の人員規模の予測
ⅰ 目的の共有と確信性

④人員の対応方針の策定
雇止めも踏まえた有期労働者の採用方針を検討（新規

ⅱ 人財を適材適所に配置する
ⅲ 能力を公正に把握し実行策を配分する

採用の抑制が必要か否か）、地元雇用の創出・維持と

ⅳ 進捗状況を把握する

の兼ね合い（地元雇用と地域協同組合性）。

ⅴ 一堂に会して次の一手を確認し合って役割分担し実行する

⑤確保したい人財や無期転換労働者への処遇を検討
⑥以上を踏まえ、無期転換選択者に対応できるよう就

ⅵ 日々情報を収集する（管内の人口や世帯動向、他社や
商品でなく組合員の悩みを知る）
ⅶ 四半期の時間軸で軌道修正する

業規則などを改定
無期転換者は労働契約期間が有期から無期へ変更さ

ⅷ いきいき職場を続ける（全員参加の計画づくり、全
員で成果と責任を共有）

れた者であり、自動的に正規職員になるものではあり
ません。しかし就業規則を変更せず放置すれば、無

そうした職場は理想であって現実は甘くないという声も

期転換者は処遇も含めて正職員の就業規則が適用とな

聞かれますが、すべてをそろえようと無理な行動を求め疲

る可能性もあるため、一定の手当てが必要です。

弊してしまうより、メンバー全員が確信の上にできることを
１つずつ積み重ねていく先に、
「いきいき職場」なる風景
が映し出されていくようにも感じますが、いかがでしょうか。

【人事管理】無期転換制度を契機とした今後の“人財”活用に向けての一考察
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▶▶▶▶▶▶

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

ストレスチェックについて
ＪＣ総研 経営相談部

過労やいじめなどでうつ病などの精神疾患を発症し

労働法務チーム

２．面接指導

2014 年度に労災認定された人は、全国で 497 人（前年

検査の結果、一定の要件に該当する職員から申し出

度比 61 人増）に上り、過去最多となっています（厚生

があった場合、医師による面接指導を実施することを

労働省集計）。そのうち自殺者も過去最多の 99 人（同

事業者の義務としています。

36 人増）となりました。

事業者は、職員が面接指導を申し出たことを理由と

過労死や過労自殺については、2014 年 11 月に過
労死防止法（過労死等防止対策推進法）が施行され、
国が取るべき対策として大綱がまとめられています。
このように、労働者のメンタルヘルス不調を未然に
防止することがますます重要な課題となっており、改
正労働安全衛生法では、職員 50 人以上の企業の従

して、不利益な取り扱いをしてはならないこととなって
います。
事業者は、面接指導が行われた後、遅滞なく、職
員の健康を保持するための必要な措置について、医師
から意見聴取を行わなければなりません。
また、事業者は、面接指導の結果を作成し、５年

業員に対して、医師、保健師などによる心理的な負担

間保存しておかなければならない義務があります。

の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実

３．就業場所の変更など

施が義務付けられました。

事業者は、医師意見聴取を勘案し、必要があると

過労死防止法の大綱でも「メンタルヘルスケア促進

認めるときは、その職員の実情を考慮して、就業場所

のためにストレスチェック制度の普及啓発・指導徹底

の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回

を図る」ことがうたわれています。

数の減少などの措置を講ずる他、当該医師の意見の

ストレスチェックは、当分の間職員 50 人未満の企業

衛生委員会などへの報告その他の適切な措置を講じな

については、努力義務となります。また、ストレスチェッ

ければならないこととなっています。

クの１回目は１年以内、つまり 2016 年 11 月 30 日まで

４．検査および面接指導結果の報告

に行わなければならないことになっています。
以下に、ストレスチェックについてご紹介いたします。

事業者は、１年ごとに１回、定期に、
「検査結果等
報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
なりません。

ストレスチェックの内容

５．衛生委員会など

１．検査結果の通知

法令では、
「労働者の精神的健康の保持増進を図る

検査通知は検査を行った医師などが職員に対し、
直接行います。医師などは、あらかじめ当該検査を受
けた職員の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供
してはならないこととなっています。
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【労働法務】
ストレスチェックについて

ための対策に関すること」は衛生委員会などの付議事
項とされています。
そのことから、厚労省の指針において「事業者は、
ストレスチェック制度に関する基本方針を表明したうえ

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

労 ◆
働 ◆◆
法 務 ▶▶▶▶▶▶
◆

で、衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実

７．ストレスチェック結果の事業者への提供に関す

施方法、実施状況、それを踏まえた実施方法の改善

る同意取得

等について調査審議を行わせることが必要」
（指針）

検査を行った医師などは、あらかじめ検査を受けた

とされています。

職員の同意を得ないで当該職員の検査の結果を事業

６．ストレスチェック調査票

者に提供してはならず、本人に結果を通知した後に同

ストレスチェック調査票は、
「仕事のストレス要因」
：
職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関す
る項目、
「心身のストレス反応」：心理的な負担による
心身の自覚症状に関する項目、
「周囲のサポート」：職

意取得しなければならない、とされています。
×：実施前（実施前にメールで確認など）
×：実施時（調査票に同意の有無のチェック欄を設け
るなど）

場における他の労働者による当該労働者への支援に

○：結果を個々人に通知後

関する項目、の３つの領域に関する項目が含まれてい

×：同意しない旨の申し出がない限り、同意したとみ

るものであれば、実施者の意見、衛生委員会などでの
調査審議を踏まえて、事業者の判断により選択できま
す。
なお、厚労省は、
「職業性ストレス簡易調査票」を
用いることが望ましい、としています。

なす方法

なお、衛生委員会で調査審議を行った上で、事業
者が個々人のストレスチェック結果を把握しないことも
可能であり、この場合は職員の同意を得る手続きは省
略可能です。

【労働法務】
ストレスチェックについて
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ＪＡファーマーズマーケット
新店舗続々オープン
〜なじら〜て東店、よらんかいねぇ広場の紹介〜
ＪＣ総研 経営相談部

１．ＪＡ越後ながおか

ファーマーズマーケットチーム

入り口正面の壁
に生産者の顔や
収穫風景を映写

なじら〜て東店

ＪＡ越後ながおかの農産物直売所「なじら〜て東店」
が、新潟県長岡市美沢にオープンし、５月 30 日（土）
、
31 日（日）の両日、グランドオープンイベントが行われ
ました。
なじら〜て東店は、ＪＲ長岡駅から 10 分ほど歩い
た市街地のなかにあります。店内の壁の色や販売台は、
白とダークブラウンを基調としたシックな色で統一さ
れ、お洒落で洗練された感じのする都市型店舗です。
店舗の周辺には農地や農家がなく、農村風景も見えま
せん。そこで、ＪＡでは入り口正面の壁を使い、
プロジェ

市民交流施設
「e − ne」

クターで生産者の顔や収穫風景の映像を流しています。
なじら〜ての出荷者 270 人のうちの 80 人の映像が用

設「e − ne」
（イーネ）が店内に併設されています。

意されています。今後はＪＡ管内にとどまらず、県内外

e − ne では、ＪＡが主催する地場農産物を使った料

の提携ファーマーズマーケットの生産現場の映像や産

理教室やイベントが実施される他、一般市民の方への

地情報なども流す予定です。

施設貸し出しも行い、生産者・消費者・長岡市民の交

売り場面積は、257㎡で、2010 年６月にオープンし

流の輪を広げる施設として期待されています。

た「なじら〜て関原店」
（１号店）とほぼ同じ広さです

なお、直売所と同じ敷地内に新築移転した長岡支店

が、１号店にはない「 試食コーナー」や、市民交流施

（ローンセンター）は、直売所よりも一足早く 5 月 25 日
（月）に開店し、5 月 28 日（木）には、なじら〜て東店
とともに竣工式が行われました。
生産者・消費者の交流の場として、地産地消の広が
りの拠点として、地域の活性化に貢献していくことが
期待されます。
２．ＪＡ白山

よらんかいねぇ広場

ＪＡ白山の農産物直売所「よらんかいねぇ広場」が
６月 30 日（火）
、石川県白山市井口町にオープンしま
した。
９時から開店記念式典が行われ、９時 15 分ごろ開
なじら〜て東店
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店。通常直売所のオープンの日は、開店前から長蛇の

【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット新店舗続々オープン〜なじら〜て東店、
よらんかいねぇ広場の紹介〜

ファーマーズマーケットのイートインコーナーに当たる
「いっぷく処」では、地元の美味しいそばと、米粉ソフ
トクリームが好評です。
他にも、切り花が人気で、必ずといっていいほどお
客さまのカゴの中に入っていました。
オープンからしばらくの間は、鮮魚コーナーと石川県
産の能登牛や総菜・加工品の並ぶ壁際周辺部分に多く
のお客さまが押し掛けました。
店舗中央部分のエーコー
プマーク品の棚のところにレジ待ちの列ができ始める
よらんかいねぇ広場

ようになると、どこが最後尾か分からない状態になる
ほど大盛況でした。

列ができるものですが、大きな混乱もなく、穏やかに

ところで、
「よらんかいねぇ広場」という愛称は、３

オープンしたように見えました。しかし、その後新し

月にＪＡの広報誌や新聞折り込みなどでＪＡが愛称を

いお客さまがジワリジワリ次々と来店され、お昼近

公募。556 件の応募のなかからＪＡの関係部署による

くになっても入り口の列が途切れることはありませ

第１次審査を経て、５月１日（金）の新農産物直売所

んでした。

検討委員会による愛称募集選考会で５点に絞られ、そ

11 時になると、オープンイベントの餅つきが行われ、
きな粉餅が振る舞われました。

して、ＪＡ理事会で最終承認され、決定しました。
６月５日（金）の出荷者大会では、愛称募集の最優

よらんかいねぇ広場の売り場面積は約 940㎡で、大

秀賞の発表と授賞式が行われました。出荷者大会に

別すると、野菜果物の産直コーナー、エーコープマー

続いて開催された出荷者協議会設立総会では、手取

ク品と総菜・加工品コーナー、鮮魚コーナーの３部構

支部・蝶屋支部・鶴来支部の３支部が新たに発足し、

成になっており、スーパーマーケットのように、必要な

「よらんかいねぇ広場出荷者協議会」として正式に組

食材と日用品を一緒に購入することができるのが特徴

織化され、スタートしました。出荷者は、従来の出荷

です。

者 200人に新たに 100人が加わり、300人になりました。

特に鮮魚は、品数が豊富で、値段も安いと大評判で
した。魚売り場独特の活気に満ちあふれていて、とに

そして、６月 24 日（水）には、修祓式および竣工式が
行われました。

かくすごい迫力です。お刺身やお寿司はお昼近くになっ

イートインコーナーに当たる
「いっぷく処」

てから出てきました。
産直コーナーも盛況です。地場産の野菜はわざわざ
お店に買いに行かなくても、ご近所さんから分けても
らえる、といった地域なので、多分野菜は足りるだろ
うと考えていたそうなのですが、予想に反してたいへ
んな人気で、スタッフが携帯電話で出荷者に必死に追
加出荷を要請していました。
総菜・加工品は、インストアパックの立派な調理器
具と設備を備え、産直野菜をメインに、国産原料にこ
だわった商品を豊富に提供しています。その他、ＪＡ
白山オリジナル品として、白山コシヒカリの米粉を使用
した『ひめちゃんケーキ』、米粉で作った『米粉・カレー
ルウ』などが並んでいました。

活気あふれる
鮮魚コーナー

【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット新店舗続々オープン〜なじら〜て東店、
よらんかいねぇ広場の紹介〜
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員会は農業協同組合などの農業
者組織を育成しようとしている。
そのために必要な支援措置を検
討するための現状把握が、 本研
究プロジェクトの目的である。具
『ＥＵの農協─役割と支援策─』
ヨス・ベイマン
コンスタンチン・イリオポウロス
クライン・Ｊ・ポッペ 編著
（株）農林中金総合研究所 海外協同組合研究会 訳
（農林統計出版、2015 年 3 月）

体的には、以下の３点を目的とし
ている。
１

現在のＥＵにおける協同組
合の発展段階の包括的な把
握

60

ここ数年、 ヨーロッパの農業

本書は、ＥＵ委員会が農業協

２ 協同組合の発展を可能にす

の現場を調査で訪れるたびに、

同組合の設立・ 奨励策の検討の

る、あるいは抑制するもの

さまざまな協同組合活動のダイナ

基礎的情報を得るために立ち上

の把握

ミズムを感じてきた。私が出会っ

げた大規模な研究プロジェクトの

３ 農業協同組合や生産者組織

たヨーロッパの協同組合は、10

報告書の総論部分である「Sup-

を促進するのに有効で効率

軒ほどの中小農家が野菜などを

port for Farmers Cooperatives

的な支援策の特定

ファーマーズマーケットで売るこ

‒ Final Report」の翻訳である。

とで所 得 確 保を目指 す組合で

日本における農協改革をめぐる

本研究プロジェクトには、オラ

あったり、 絶滅に瀕 した地元産

議論が進むなかで、
（株）農林中

ンダ・ワーゲニンゲン大学農業経

の豚の保護をきっかけに地域農

金総合研究所の有志が迅速に翻

済研究所などヨーロッパの８つの

業を支えるまでに発展した組合

訳を行い刊行に至ったことに心か

研究機関がコンソーシアムをつく

だったり、再生可能エネルギーを

ら敬意を表したい。

り、 さらに各国の専門家が加わ

自らつくり使うための市民による

ＥＵ委員会が本調査を行った

り、2011 〜 2012年の２年間の

組合であったり、サイズも活動内

最大の問題意識は、フードチェー

調査期間を経て、2012年11月に

容もさまざまであった。しかし、

ンでの契約当事者間の価格交渉

刊行された。 原文の報告書は、

農業者を含めた市民が自らの課

力の不均衡の存在である。 ヨー

本書の原文である「最終報告書」

題解決に取り組むための組織と

ロッパの農業協同組合はＥＵ北

（総論）に、国別、農業部門別、

して協同組合をつくり、自主的に

西部諸国を中心に大型化が進ん

テーマ別の報告書が加わり、 全

活動している姿が強く印象に残っ

でいるが、 それでも巨大な大手

体で78もの報告で構成されてい

た。よりマクロ的に見ても、協同

小売業に対抗するのは難しい。

る。 農業協同組合に関わる新た

組合はヨーロッパの金融危機・

また、ヨーロッパ農業の要ともい

な政策を検討するための実態調

経済危機において他の企業形態

うべき酪農において、 生乳生産

査として、ＥＵ委員会がこれだけ

に比べ経営や雇用面での耐性が

割当制度が廃止に向かっている

の綿密な準備をすること自体が、

強かったとの評価がなされている。

なか、 酪農家の交渉力の不足を

日本の農協改革の議論のタイム

協同組合発祥の地ヨーロッパで、

補 填 するためにも農業者の組織

スパン・深さとの違いを感じずに

協同組合は今、 時代のニーズに

率の向上が課題となっている。

はいられない。

即した組織としての再評価が進

このように、フードチェーンのな

んでいるといえよう。農業分野に

かで農業者の地位を向上させる

おいてもしかり、である。

ための重要な手段として、ＥＵ委
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【この本を読む】
『ＥＵの農協─役割と支援策─』

本書の内容を簡単に紹介して
おこう。
本書の冒頭には、 日本語版の

ための解題、 原作者による日本

ここ10年で顕著となりつつある

語版へのメッセ ージ、 エグゼク

協同組合の国際化については、

本書は、 ＥＵの農業協同組合

ティブサマリーが付けられ、 本

協同組合の多国籍化と国際化に

やそれが直面する課題を包括的

報 告 書 が 作 成された背 景 や、

分けて分析し、 特に砂糖産業で

に把握できる、極めて貴重な１冊

ヨーロッパと日本との農協の違い

の協同組合の国際化を取り上げ

である。 ＥＵの農業協同組合は

などが分かり、 本書を読み解く

ている。

日本でいうところの専門農協が主

助けとなっている。

るそうだ。

また、 協同組合の制度面につ

体であり日本のＪＡとは大きく異

次に、 ＥＵの加盟国別の農業

いては、 特に旧社会主義国であ

なるが、 家族農業経営を主体と

協同組合の概況と、 酪農・ 豚

る新規加盟国の体制移行過程で

する農業が営まれ、 多様な農業

肉・青果物など８つの部門につい

の協同組合の動き、 各国の関連

が展開されている一方で、 生産

てＥＵを横断的に見た実績が紹

する法制度（協同組合法、 競争

者と消費者の距離は遠くなり、

介されている。ちなみにＥＵの農

法、税制、支援策など）が分析

フードチェーンのなかではより川

業協同組合は、 地域的には、 大

の対象となっている。

下が力を持つなかで農業協同組

規模化の進む北西部、 中小組合

本書の出版直前の2015年２月

の多い地中海沿岸部、 社会主義

に、執筆者の１人であるワーゲニ

日本の状況と共通している。 本

国時代を経てこれから協同組合

ンゲン大学のクライン・J・ポッペ

書で取り上げられている協同組合

を育てようとしている新規加盟国

教授が（株 ） 農林中金総合研究

の組織の巨大化と組合員の関与、

（中欧 ）に大別できる。また、Ｅ

所の招 聘 により東京において講

経営の専門家と人材の育成の必

Ｕのなかで特に協同組合の市場

演を行った。 本書の原文の公表

要性などは、 日本の農協が直面

占有率が高い部門として、 酪農、

から約２年が経過した後の反響

している課題でもある。

青果物、ワイン、オリーブなどが

について、 ポッペ教授は、 報告

一方、 ＥＵと日本の農協の違

挙げられる。

書は高い評価を得、2014年から

いとして感じるのは、ＥＵの農協

これらの実情の分析の後に、

のＥＵの新しい共通農業政策で

の持つ柔軟性である。 日本のよ

いくつかのテーマ別の分析がなさ

は、 農業者の販路の改善につな

うに協同組合法が分野別である

れている。

がる組織化を推奨しているなど、

ことはなく、 農業者や農業に関

ＥＵの政策に反映されていると

与したい市民が多様な発想と事

では、
「専門家による経営と理事

語った。ポッペ教授の見解として、

業内容を持った協同組合を運営

会のコントロール」
「非組合員の

この報告書の成果により、 競争

している。 自らが直面する農業

出資といったハイブリッドな所有

政策に関する議論がより現実感

や地域の問題を自ら解決するた

権構造への対応 」
「多国籍協同

のあるものになったそうだ。報告

めの組織、 であることの力強さ

組合や国際協同組合のガバナン

書で取り上げられている協同組合

を日本の農協にも期待したい。

ス」など日本の農協にも共通する

の新しいガバナンスやフードチェ

「農業者は自ら動かなくてはなら

諸課題が取り上げられている。

ーンにおける力関係などについて

ない」とは、ドイツの農協組合長

は、 さらに議論が続けられてい

のせりふである。

内部ガバナンスについての分析

本調査の主要な背景ともいえ

合が組織・運営されている点は、

る、フードチェーンにおける協同
組合の地位についての分析では、
酪農部門で酪農協同組合の市場
占有率が高い国では農業者はよ
り高い乳価を得ていることなどが
明らかにされている。

い ず み

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

ま

り

和泉 真理
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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
状態を自分自身のみならず周囲の

鈴木 丈織

要であり、磨き上げなくてはならな

く！

いのです。

と、培った個性の引き出し方を細心の

より美しく！

方々にもつくり出す、それが「メン

心の躍動（メンタル ）は、「この

気配りで具体的に周知を促します。目

タル・マネジメント」です。そのス

場、この時、この状況で、新たなや

標を念じるだけでは現実に実りはあり

キルは、努力することで必ず磨かれ、

り方で実施すれば、目指す目標や与

ません。無駄に時間が過ぎ去るだけで

さらに「メンタル・マネジメント」

えられた課題を確かに達成でき得

す。四方八方、距離や垣根を越えて相

をスキルアップできる力となってい

る！」と描けたときに決意と共に沸

互の関係を結んでいくのです。

きます。

き立ち始めるのです。
「農の連鎖（AC）
」には、 こだわら

心は滞りを嫌い、律動を好みます。
体は安定を好み、過度を嫌います。

「躍動の原点 」 となる「農の躍動

ず、揺るがず、へこたれない、突き進

体の惰性感を打ち破るのが心の推進

（ALm）
」４方向の機能的要素の3つ

む未知への「冒険心」が不可欠です。

力です。心の独りよがりの暴走を制

目です。

そこに、たゆむことなく続く革新への
支柱があるのです。

御するのが、体の安定感です。心身
は、それぞれ違うものですが、一体

実存心理の立場では次のように考
えます。

的なのです。
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より豊かに！

仕事の実践で活用するためにも心の
躍動（メンタル）ポイントを学び取り

いつでもどこにおいても「メンタ

「農の技術（AT）、農の価値（A

ましょう。より活性化するための仕方

ル 」に関心を抱くことで、「成果、

V ）、農の連鎖（AC）
、農の知恵（A

を身に付け、さらにスキルアップを目

雰囲気、適切行動、人間関係、状況

I）
」のなかでもメンタル・マネジメ

指すのです。大らかで純真な思いのま

把握、個性化、ストレスコントロー

ントにおける「連動性の力」は「農」

まで「農の連鎖（AC）
」の基本となる

ルなど」に今、ここで求められる最

の営みの「連鎖的に拡大化をめざす

７つの心理要因を自らに取り入れま

善の好影響をもたらすことができま

姿勢によって培われる力」であると

しょう。

す。だからこそ、自分と周辺との連

確信します。

動性を強固に結ぶためにも「メンタ

つまり、
「より良さ」 を常に求め

「農の連鎖（AC ）
」 を 磨きレベル

ル ・トレーニング」で、組合員さん

普及と絆を目指します。作物がどの

アップを促し、拡大、普及化を生み出

はじめ部下や後輩のレベルアップを

ような状況であっても最良の状態に

す心理要因のポイントは①決断力、②

目的にする「メンタル・マネジメン

成長できるように手を加えます。よ

跳返力、③表現力、④反復力、⑤検証

ト＆ケア」が、テクニックとして必

り逞しく！

力、⑥堅持力、⑦協調心の７つです。
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より強く！

より素早

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

①決断力：
「よし！

やるぞ！」 と決意した

ようでも実行にはなかなか移せませ

目指すのです。自発的に何度も繰り

負への遭遇対応策を準備しているの

返し仕事に取り組み、さらに自分ら

です。

しさを拡大していきます。

ん。見極めたつもりでも選択の迷い
は後々までも引きずるものです。
「目標、 目的そして手段 」 を実行と

⑦協調心：
農は、どのような環境にも順応を

⑤検証力：
と違和感を覚えた

積極的に目指します。湿気にも乾き

同時に決意することです。事前の計

り、腑に落ちないと思ったときは必

にも寒暖にも極限まで頑張ります。

画を立てない決断はあり得ません。

ず事実を明確にすることです。因果

まさに人と作物の命懸けの戦いの

農は雲の流れを見ただけで、全工程

関係は曖昧でも、きちんと事実を事

ハーモニーです。

を描き事前準備を完了します。

実として認識しなくては考察ができ

最後の手段は切り捨てですが、

ません。時系列による変化や比較か

100分の１の協調ができれば、 ギリ

らの違いを把握するのです。人の表

ギリまで絆を結んで役立ち、支え合

情、言葉、態度も協力関係には絆と

いを探すのです。

②跳返力：
異質であり違和感のみで到底受け
入れがたい状況や結果であっても、

何か変だな？

しての本音への誘導が必要です。

無条件で何もないかのように跳ね返
す力のことです。果たしてできるの

農の営みには重大な課題がありま
⑥堅持力：

もちろんできるし、

自分の抱いた理想や主張したい内

誰もがやってきています。農に絶望

容、普及すべき事柄をしっかり伝え

はありません！

続けることです。

でしょうか？

今をスタートにす

るからです。気負わず、力まず、足
元から一歩を前に踏み出します。

③表現力：

農は、どのような災害や障害が立

す。
「より豊かに、 より美味しく、 よ
り美しく実りを作り上げること」
あなたの仕事にも自分づくりに実
を結び成功させ絆を広げるためにも、

ちふさがったとしても育て生かすこ

７つの心理要因を実践して世界を拡

とを諦めません。脆さや弱さを知る

大していきましょう。

からこそしたたかなほど協力を求め、

同種の作物でも雨や気温、土地環
境などさまざまな条件により育成手
段に微妙な違いがあります。誰に、
どのような状況下で、説得か説明か
の目的によって同じ内容でも伝え方
が違ってきます。相手に一番必要と
思ったことを相手の理解条件と心理
変化を意識して話すことです。

④反復力：
農には、毎年毎年何度繰り返した
としても、その都度夢も工夫も感動
も新鮮です。そして、毎回新しい発
見や気づき、パワーをもたらすので
す。
仕事も同じです。自ら信じている
ことを自他共に確信させて、熟練を

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（15）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅳ・ＡＣ」 ＪＣ総研レポート／2015年 秋／VOL.35
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企

画

総

務

当研究所の役員体制と2014年度業務報告書・決算、
会員アンケートの実施結果、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
８月 27 日に開催した臨時総会において、萬歳

く検討を行い、当研究所ホームページの「会員専
用ページ」に掲載していますのでご確認願います。

章代表理事会長、谷口肇理事、奥和登理事が退
任し、奥野長衛氏、大竹和彦氏が理事に就任し

４．ＪＡの３号会員加入状況について

ました。そして同日の理事会において、奥野長衛

当研究所は、2013 年の一般社団法人への移行

氏が代表理事会長に選定されました。また、８月

を契機として、ＪＡ全中の協力の下、全ＪＡに対し

10 日に比嘉政浩常務理事が業務執行理事を辞任

て３号会員（賛助会員）への加入を働き掛けてい

しています。詳しくは当研究所ホームページをご覧

ます。名実ともに会員制度の実態を整え、会員の

ください。

ためのシンクタンクという位置付けをより明確にす
ることを目指すものです。多くのＪＡにご理解をい

２．2014 年度業務報告書・決算について
６月 18 日に開催した定時総会において、2014
年度業務報告書・決算が承認されました。内容は
当研究所ホームページでご確認ください。

ただき、９月１日現在、全国の半数を超える 363
ＪＡにご加入いただいております。
なお本年から、機関誌３種（
『ＪＣ総研レポート』
『人事管理 REPORT』
『 協同組合研究誌 にじ』）
の送付は、会員限定とさせていただきました。ま

３．会員アンケートの実施結果について

だお申し込みのないＪＡにつきましては、ご加入を

「研究テーマの設定や実施事業の検討にあたっ

いま一度ご検討いただき、当研究所が目指す「会

ては、会員のニーズや意向を踏まえ、組合や組合

員の会員による会員のためのシンクタンク」づくり

員などの現場の声によるテーマ設定を行う」こと

にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上

を狙いに会員アンケートを実施しました。また、Ｊ

げます。

Ａの３号会員加入促進や『協同組合研究誌 にじ』

ご加入につきましては、ＷＥＢ申し込みでお願

購読会員の当研究所会員への移行を実施したこと

いいたします。ＪＣ総研のホームページのトップペー

から、３号会員が増加しており、アンケートは会

ジ左下の「ＪＡ専用お申込みページ」より、手続き

員メリットと位置付けています。

をお願いいたします。なおパスワードは、代表者

対象は、２号会員（特別会員）のうち総会・理

宛郵送文書（2015 年９月７日付）をご確認いただ

事会で意思反映の機会のないＪＡ都道府県中央会

くか、企画総 務部（電話 03 - 6260 -7200）までお

と３号会員（ＪＡなど賛助会員：569 団体）とし、

問い合わせください。

５月に会費請求文書に同封する形でアンケートを
依頼、６月の締め切り日までに 23 会員から回答
をいただきました。いただいた意見・提案につい
ては、当研究所の業務・活動に前向きに活用すべ

64

ＪＣ総研レポート／2015年 秋／VOL.35

ＪＣ総研ホームページアドレス
ht tp: //w w w.jc-so - ken.or. jp

【企画総務】当研究所の役員体制と2014年度業務報告書・決算、会員アンケートの実施結果、ＪＡの3号会員加入状況について

編 集 後 記

最先端のＩＴ技術を私たちの生活のなかに落とし込む研究をしているＲ＆Ｄ機関の方たちと話す機会がありました。聞き慣れな
いＩＴ用語が次々に飛び出し、理解不能に陥る最低の状況を恐れつつお会いしたら、それが大外れ！ 日常会話のレベルでありな
がら内容は濃く、研究のその先をもっと知りたいと気が付けば身を乗り出していました。
2020 年開催の世界的スポーツイベントとその先に向けた東京の街づくりが直近の話題で、例えば「Post City Science（未来の
街づくり・電脳都市）」と、その派生領域の「Inbound Scape（訪日外国人向け滞在価値向上）」などは興味深く、また未来を題
材にしたとき印象的だったのが「Singularity（特異点、技術的特異点）」。シンギュラリティーは人工知能が人間の知能を超えたと
きに出現するもので、技術の進歩を支配するのは人類ではなく人工知能になるというＳＦ映画のような話です。出現は 2045 年と
予想されてきましたが、最新の研究では 20 年後くらいに早まるのではないかといいます。映画『ターミネーター』で描かれた話が
ノンフィクションになるかも……というわけです。
あ ま

本誌記事との接点もありました。34号特集で掲載した島根県隠岐諸島・海 士町の高校魅力化を支援したＩＣＴ（Information
and Communication Technology）の１つが、彼らの「Adaptive Learning（適用学習＝個々の生徒の学習進度に合わせて適切
な問題を最適なタイミングで提供する教育手法）」で、島の公営塾に通う高校生にダブレット端末『iPad 』を配布して教育を変え
る実証実験を行い、多くの成果が得られたといいます。
知らない間に私たちの日常はＩＴ技術に頼っていたと分かったら、農業の分野でも同様なことが起こっていないはずがない、そこ
が知りたいと思いました。

（編集スタッフ 加藤文英）

『エイジハラスメント』というドラマが話題だ。エイジハラスメント（略してエイハラ）
とは、読んで字のごとく、女性の価値を若さ
で計るという日本の悪しき風習による嫌がらせのこと。
「ある、ある！」という声があちこちから聞こえてきそうだ。ドラマの主人公
は大手企業に勤める新入社員の女の子で、職場や日常生活で直面する、エイハラを筆頭としたあらゆるハラスメント（種類がこん
なに多いとは！）に真っ向から立ち向かい、ばっさばっさと切り捨てていく様子が小気味よく描かれている。
私自身は「年齢」をあまり気にしないまま歳を重ねてきた。また、若い時分を振り返ってみても「若さ」を特別に評価されたとい
う思い出が少ない（それはそれで悲しい？）
ので、デフォルメされているとはいえ、このドラマを見ていると「ひょえ〜、こんな苦労
をしないでここまで生きてこられてよかった」と胸をなで下ろさずにはいられない。
「若さ」をうらやむ気持ちはもともと希薄な私だが、このところむしろ「いい歳をしてこんなでいいのか？」と猛反省する場面で年
齢を意識することが格段に多くなった。
「下流老人 」なる新たなキーワードも出現し、
「歳をとること」の焦りに拍車が掛かる。
そんな行き詰まった気持ちを払拭してくれるのが、取材先で出会う元気な女性たちだ。直売所に採れたて野菜を出荷するおばあ
ちゃん、アイデアいっぱいの加工品を次から次へと生み出すお母さんたち、ＪＡと現場を笑顔でつなぐＪＡの女性職員……。地域
には生き生きと光り輝く女性がたくさんいてよい刺激を受ける。彼女たちに共通していることは、他人からの評価なんかに振り回さ
れず、
「人生の主人公は私！」とばかりに大手を振って毎日を楽しんでいることだ。ぜひ見習いたいものである。
では、自分の人生を自分自身でコーディネートするにはどうしたらよいのか？ まずは年齢や外見、そして性格、それらをひっく
るめた大切な「個性 」を「等身大の自分」として受け入れることから始まるのではないかと思う。そして足りないものがあることに気
付いたら、ちょっと努力してみることも大切だ。もちろん、努力だけではどうにもならないこともあるし、なかなか前向きになれず
に心が折れそうな日もある。しかし、自分の心持ちひとつで事態が好転することもまた、たくさんあるのだ。そんな「率先して人生
を楽しもうとする心意気 」を持つことが「人生の達人 」になれる秘訣かもしれない。それが、地域の元気な女性たちから、私が教
えていただいたことである。さて、皆さん、一度きりの人生、楽しんでいますか？
（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

【編集後記】 ＪＣ総研レポート／2015年 秋／VOL.35

65

好 評 発 売 中 ！
！

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

No.4

大学・大学生と農山村再生
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

2015 年 10 月末発売予定

No.11

ＥＵの直接支払制度と日本への示唆

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著

収入保険を巡る議論

星 勉 監修

−我が国の水田農業を考える−

我が国の水田農業を考える（下巻）

No.8

石井 圭一・安藤 光義・鈴木 宣弘・吉井 邦恒・星

勉著

構造展望と大規模経営体の実証分析

水田農業のあり方にかかわる、現行の「経営所得安定対策（2015年度）
」の

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

次に来るであろう
「収入保険制度」について検証する。

星 勉 監修

廃校利活用による農山村再生

No.9

和泉 真理 著 石田 正昭 監修

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

ご注文はお近くの書店、または筑波書房へ

ヨーロッパの農業協同組合

No.12

農協改革が叫ばれる日本とは対照的に、協同組合を再評価し、農業者の組
織化を支援しようとしているEUの農業協同組合の現場の姿を見る。

《以降、順次刊行予定》

株式会社 筑波書房
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