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アメリカでは、ＴＰＰ（環太平洋パート

内閣府と同じＧＴＡＰ（国際貿易分析プロ

ナーシップ協定）の影響試算を出し、そ

ジェクト）モデルで暫定的に試算してみる

れに基づいて議会で議論する手続きと日

と、控えめに推定しても、農林水産物で

程が明示されているのに、わが国では、

１兆円、食品加工で 1.5 兆円の生産額の

ＴＰＰ協定の日本語版も国民に示さず、影

減少が生じる一方、自動車でも、むしろ

響試算もいつ出すか曖昧にされたまま、

生産額の減少が生じ、全体で日本のＧＤ

国会決議を守ったと強弁するための国内

Ｐ（国内総生産）は、わずか 0.07% しか

対策だけが先に示され、しかも、関連団

増加しない可能性がある。

体から要望を聞いたふりをしただけで、対

政府は農林水産業への影響は軽微であ

策も半年以上前に決まっていた。それに

るとし、国内対策を少し行えば、国会決

沿わない要請事項は事前に削除させられ

議は守られたといえると主張しているが、

た。6000 ページに及ぶ協定の日本語版が

内閣府のモデルでも少なくとも１兆円の

そのうち出されたとしても、その条文の背

損失が見込まれるのを軽微とはいえない。

景説明を求めると、交渉過程は４年間秘

そもそも、政府は、前回、関税撤廃され

密なので説明できないとの回答が返ってく

た場合の生産減少額として、鶏肉 990 億

るだろう。そして、どさくさに紛れて批准

円、鶏 卵 1100 億円、落花 生 100 億円、

してしまうという、こんな異常な手続きが

合板・水産物で 3000 億円と示し、これ

「民主主義国家」で進められている。

だけでも 5000 億円を超えていた。今回

そもそもＴＰＰが合意に達したとされた

は、同じ品目が全面的関税撤廃という同

アトランタ会合で、日本は、決着すること

じ条件なのに、
「影響は軽微」という説明

を目的化し、合意のためには何でもする
「草

は、まったく説明がつかない。また、現

刈り場」と化して、他の国が「よくそこまで

在の輸入先がＴＰＰ域外だから関係ない

譲れるね」というほどに譲歩を一手に引き

というのは間違いで、関税撤廃で有利に

受けた。他の国が医薬品の特許の保護期

なったＴＰＰ域内国からの輸入に置き換わ

間などで最後までもめたら、どちらとも（５

る可能性（貿易転換）があることこそがＦ

年とも８年とも）取れる表現を提案し、火

ＴＡ（自由貿易協定）なのである。

種を残したままでも、とにかく合意した形

すべては、
「ＴＰＰはバラ色」との政府

を作ろうとした。現に、オーストラリア政

見解に合わせて「影響は軽微だから、こ

府の「成果：バイオ医薬品」によると、
「重

の程度の国内対策で十分に国会決議は守

要なことは、この規定は、オーストラリア

られた」と言うための無理やりの説明であ

の現在のバイオ医薬品に関する５年間の

る。米については備蓄での調整のみ、牛

データ保護またはわれわれの健康に関す

豚肉の差額補填の法制化と豚肉の政府拠

る制度の他の部分は、一切変更しない、

出の牛肉並みへの増加、生クリームを補

従って医薬品のコストは増大させない」と

給金対象にする、などの対策は、牛豚肉

発表している（ＪＣ総研・木下寛之特別顧

の赤字の８割補填から９割に引き上げる点

問による）。

を除いて、ＴＰＰ大筋合意のはるか半年

農林水産物で「重要品目は除外」と国

前に決まっていた。ＴＰＰの農産物の日米

会決議しながら、重要５品目に含まれる

合意と「再生産可能」と言い張るための国

ＪＣ総研

関税分類上の細目 586 品目のうち 174 品

内対策はとっくの昔に準備されていて、後

研究所長

目の関税を撤廃し、残りは関税削減して

は「猿芝居」だったのである。

す ず

き

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

しまい、自動車ではほとんど恩恵がない

日本が、ここまでして合意を装いたかっ

という合意内容で、日本の経済的利益を

たのはなぜか。アベノミクスの成果が各地
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の一般国民の生活には実感されないのを

平然と認めているのが、なんとも厚顔無

覆い隠すため、ＴＰＰ合意発表で明るい

恥である。さらには、アメリカ投資家の追

未来があるかのように見せかけようとした

加要求に日本の規制改革会議を通じて対

側面もある。しかし、ビジネス拡大のバ

処することも約束されており、際限なく続

ラ色の世界が広がるかのように喧伝されて

く日米２国間協議は「底なし沼」である。

いるが、ＴＰＰがチャンスだというのはグ

消費者の価格低下のメリットが強調され

ローバル企業の経営陣にとっての話で、Ｔ

ているが、輸入価格低下の多くが流通部

ＰＰで国民の仕事を増やし賃金を引き上

門で吸収されて小売価格はあまり下がらな

げることは困難である。冷静に考えれば、

い。さらには、日本の税収 40 兆円のうち

ベトナムの賃金が日本の 36 分の１というも

１割程度を占める関税収入の大半を失う

とでの投資や人の移動の自由化は、日本

ことは、その分だけ消費税を上げるなどし

人の雇用を減らし、賃金を引き下げる。

て税負担を増やす必要があることになり、

特許の保護期間の長期化をアメリカ製

相殺されてしまう。さらには、アメリカな

薬会社が執 拗に求めて難航したことに、

どの牛肉・豚肉・乳製品には、日本では

「人の命よりも巨大企業の経営陣の利益を

認可されていない成長ホルモンなどが使用

増やすためのルールを押し付ける」ＴＰＰ

されており、それが心配だといっても、国

の本質が露呈している。グローバル企業

内で生産農家がいなくなってしまったら、

による健康・環境被害を規制しようとして

選ぶことさえできなくなる。

も損害賠償させられるというＩＳＤＳ条項

食品の安全性については、国際的な安

で「濫訴防止」が担保されたというのも疑

全基準（ＳＰＳ）の順守を規定しているだ

問だ。タバコ規制は対象外にできるが、

けだから、日本の安全基準が影響を受け

その他は異議申し立てしても、国際法廷

ないという政府見解も間違いである。アメ

が棄却すればそれまでである。

リカは日本が科学的根拠に基づかない国

農産物関税のみならず、政権公約や国

際基準以上の厳しい措置を採用している

会決議で、ＴＰＰ交渉において守るべき

のを国際基準（ＳＰＳ）に合わさせるといっ

国益とされた非関税措置についても、軽

ている。例えば、
「遺伝子組み換え（ＧＭ）

自動車の税金 1.5 倍、自由診療の拡大、

でない」という表示が消費者を「誤認」さ

薬価の公定制の見直し、かんぽ生命のが

せるとして、
「ＧＭが安全でない」という科

ん保険非参入、全国２万戸の郵便局窓口

学的根拠が示せないならやめろと求めら

でＡ社の保険販売、ＢＳＥ（牛海綿状脳

れ、最終的には、ＩＳＤＳ条項で提訴され、

症）、ポストハーベスト農薬（防かび剤）

損害賠償で撤廃に追い込まれることも想

など食品の安全基準の緩和、ＩＳＤＳへ

定しなくてはならない。

の賛成など、日本のＴＰＰ参加を認めても

それらを隠して、
「ＴＰＰはバラ色」と見

らうためのアメリカに対する「入場料」交

せかけ、自身の政治的地位を少しでも長

渉や参加後の日米並行協議の場で「自主

く維持するために、国民を犠牲にしてで

的に」対応し、アメリカの要求が満たされ、

もアメリカ政府（その背後のグローバル企

国民に守ると約束した国益の決議は早く

業）の意向に沿おうとする行為は容認でき

から全面的に破綻していた。

ない。安易な条件闘争に陥ると食と農と

しかも、
「ＴＰＰともアメリカとも関係な

地域の未来を失いかねない。農産物関税

く自主的にやったこと」とうそぶきながら、

のみならず、すべての分野で国会決議と

結局、ＴＰＰ合意の付属文書でＴＰＰにお

整合する根拠が示されない限り、批准は

けるアメリカの要求に沿ってやったことを

できない。
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巻 頭 論 説

Ｊ Ａが直面する課題に︑
組織として立ち向かうために
何が必要か

││ 経営学・組織論の視点から

１．はじめに
ＪＡグループは、今、危機に直面しているといってよ
い。そこで、解決すべき課題は何か、そしてどのように
してその課題に立ち向かうかを、 真剣に考えなければ
ならない。
そのようななか、断言できることは、今までやってき
たことの延長には、 ＪＡグループに将来がないといっ
て間違いない、ということである。
これまでと同様な事業を続けるにしても、 そのなか
に何か新しいアイデアを盛り込むか、まったく違う路線
を考え出さないことには、ＪＡグループはサステイナブ
ル（持続可能）にはならない。
例えば、今回の農業協同組合法（以下、農協法）の
改正では、 中央会制度が廃止され、 全国農業協同組
合中央会（以下、ＪＡ全中）は、改正農協法が施行さ
れる2016年４月１日から３年という移行期間内に、 一
般社団法人化されることとなり、都道府県中央会は同
様に連合会になることとされた。
一般社団法人となったＪＡ全中が存続するためには、
その会員として会費を払ってくれる全国のＪＡ自体が存
続していかれなければならない。そして、ＪＡは、ＪＡ
の出資者、つまり オーナー

である組合員が出資金

を払ってはじめて成り立つ。そのＪＡがさまざまな事業
活動を通じて得た収益から、 賦課金や会費の払い込
みがあってＪＡ全中は存続できる、という連鎖である。

た か

髙木 晴夫

例示としてＪＡ全中を挙げたが、 ＪＡグル ープは組
合員という極めて大切な存在が基本にあってはじめて
組織全体が存続しているのである。

ぎ

つまり、そういう構造であることを前提に、この先Ｊ

は る

Ａとその連合会や中央会が存在していく道を考えなけ
ればならないのである。

お

そこで本稿では、 ＪＡが直面する課題に組織として

法政大学経営大学院
イノベーション・
マネジメント研究科
教授

立ち向かうためには何が必要なのか、期待に応え得る
ＪＡづくりについて、 経営学・組織論の視点から述べ
てみたい注１）。
注１） 参考資料：髙木晴夫「期待に応えるＪＡづくり〜ＪＡ改革の
実践

組織研究者からの知見」2015年２月26日、ＪＡ徳島中央

会・非常勤理事研修会・講演資料
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２．創造的な自己改革とは

の 多角化 をしてしまっているという側面があるので
はないだろうか。
もしそうであるならば、ＪＡグループは、本来やるべ

今回の農協法改正では、ＪＡの目的を規定する農協
法第８条が改正され、改正農協法の第７条となった。

きことではないことで生きているのではないか、 と、
疑問を持たれても仕方がない。

改正農協法第７条に新たに追加された第２項には、Ｊ

1947年12月に農協法が施行され、60数年続いてき

Ａの目的が「その事業を行うに当たつては、農業所得

たＪＡの歴史を見ると、とりわけこの20数年に及ぶデフ

の増大に最大限の配慮をしなければならない」と規定

レ経済環境のもとで、このような状況が生じているよう

されている。

に見受けられる。グローバル化、超高齢社会などが農

行政法ではない、会社法などと同様の組織法として

産物の消費減少と価格の低下をもたらし、組合員の農

の農協法に、政策的含意がある規定を置くことについ

業所得が伸び悩むなかで、ＪＡが自らの収入を維持し

て、意見は分かれるところだろう。

ようとしているという構図である。 この構造がＪＡに

だが、そもそも従来の農協法という法律の条文のな
かに、 農家の「農業所得の増大 」という目的が盛り込

とって自己改革を難しくしているという一面がある。
自ら気が付き、自らを改めることは、人間は下手だ。

まれていなかったことは、 組織学者の目から見ると違

だからこれまで内部改革を実現できずにきてしまった

和感がある。 それを「当然のことだから、 わざわざ書

ということだと思う。 改革しなければならないという

いてはいないだけ」と解釈するのは、 農協法に精通し

「お題目」は毎年続いていたが、結局、今回ＪＡグルー

た人には分かるのだと言われても、 やはり今の時代に

プの 外側からの 法律改正になってしまった。もちろ

そぐわないものだ。
「当然のこと」なのであればなおの

ん、必要な改革を行って新陳代謝を重ねてきた優秀な

こと、明文化されていなければならないはずだ。それ

ＪＡもあるが、できていないＪＡが圧倒的に多いだろう。

が今までは「まかり通っていた」のではないかというの

内部者の利益を損なわずに内部改革はできない。

は、言い過ぎだろうか。

身を切る覚悟がなければ本当の改革は実現できないの

だいたいにおいて、 ＪＡとその連合会や中央会は、

だ。だがこれは難しい。このため、本質的な改革はせ

組合員の利益や所得の増大のための事業を行っている

ずに、なんとか現状を維持しようとした「つけやいば」

というが、果たして本当にそうだろうかと、いったんわ

だったり、また目先のことにとらわれた限定的な改革と

が身を振り返ってみる必要がある。

なってしまうのである。

例えば、それが悪いとは言わないが、どこか後付け
講釈に聞こえるような理由で、 収益が上がる事業を手

3．公共的企業の変革事例からの示唆

掛けていることもあるのではないか。
また、ＪＡ全農（県本部）などを通さないと農機具や

そこで次に、過去に政府の法律改正を伴って分割・

肥料を買いにくいシステムになっていて、心ある農家か

民営化された、４つの公共事業体の事例から、ＪＡグ

らすると、あたかもＪＡが専売特許を持っているかのよ

ループの自己改革の方向性について考えてみたい。

うに誤解して見えることもある。品質が違うというが、
ホームセンターに行くと同じような農業生産資材が安く
手に入るのに、という農家の不満があるとも聞く。
ＪＡの本来の目的は、農家の農業所得の増大である

その４つの事例とは、①国鉄、 ②郵政公社、 ③専
売公社、④電電公社である注２）。
これら４つの事例は、公共事業体として立ち行かな
くなり、 多額の税金を投入することでなんとか活動を

はずだ。しかし、ＪＡが自らの職員の給料のもとを作

4

らなければならないという発想から、 いつの間にかＪ

注２）４つの事例の分析は、法政大学経営大学院・2014ＭＢＡ嶋

Ａ自体を存続させることが 目的 にすり替わり、事業

守勇人卒業研究より、本人の承諾を得て引用
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維持していた。しかし、公共事業費が莫大となる一方、

② 郵政公社＝「主導権転移あり」で「信念・バイタ

自力で立ち直るための方策は見つからず、 結果として

リティー型」
（シート３）

破綻し、分割・民営化されることとなった。

郵政公社改革では、国鉄と同様に組織トップ交代と

そこに至るまでには、 各々の理由や事情があるだろ

いうコスト負担が発生した。 組織ト ッ プの影響力が

うが、国民目線で見れば、自己改革ができずに破綻し

「信念・バイタリティー型」だったため、改革プロセス
のなかで職員たちはエンパワーメント（勇気づけられ力

てしまった、と映る。
この４つの事例を、 ステークホルダー（経営活動に
関わる利害関係者）のなかで、主導権争い（権力闘争）

を沸き立たせられること）され、 自分たちの意思で自
己改革を進めた。

があったかなかったか、 つまり「主導権転移」の有無
を基準に２分した上で、 それをさらに、
「組織トップ
（旗ふり役 ）の影響力」を「調整・管理型」
「信念・バ
イタリティー型」とで分類し、４つのパートに当てはめ

③専売公社は「主導権転移なし」で「調整・管理型」
（シート４）
専売公社の場合は、主導権転移が発生しなかった。
そのためコスト負担が抑えられ、 改革に注力すること

たものが、シート１である。

ができた。さらに、組織トップの影響力が「調整・管
① 国鉄＝「主導権転移あり」 で「調整・管理型 」

理型」であったため、組織全体を調整・管理すること
が優先された。

（シート２）
国鉄改革では組織トップ交代というコスト負担が発
生した。 また、 組織トップの影響力が「調整・ 管理

④ 電電公社＝「主導権転移なし」で「信念・バイタリ

型 」であり、 彼らは組織を調整・管理することを優先

（シート５）
ティー型 」

したため、力のあるミドルマネジメント（中間管理職）
層が改革を推進した。

電電公社も専売公社と同様に主導権転移が発生せ
ず、コスト負担が抑えられた。そのため、改革に注力
することができた。

【巻頭論説】ＪＡが直面する課題に、組織として立ち向かうために何が必要か
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組織トップの影響力が「信念・バイタリティー型 」

このように、 主導権の転移が存在しないのならば、

だったため、 改革プロセスのなかで、 職員たちはエン

専売公社の例のように、
「調整・管理型」で「地道に」

パワーメントされ、 自らの意思で自己改革を始めた。

改革を進めることができ、 それが最も望ましい道であ

このパターンの場合、組織にイノベーションを起こす可

るという結論になる。しかしそれは、改革 当初

能性がある。

限ってのことである。

に

専売公社は、タバコの栽培技術・加工技術を集約し
①②の例から分かるように、 主導権転移（権力闘

て専門農家にタバコ栽培を委託する、 ということを専

争）が発生すると、組織トップの影響力が「調整・管

門としていたが、 今ではその技術を応用して、 医療

理型」であろうと「信念・バイタリティー型」であろうと、
大きなコスト負担が発生し、改革は阻害される。
後々混乱が少なく、順調に経営が伸びていったのは、

（医薬品）や食料、飲料（ただし2015年５月飲料事業
から撤退を発表 ）の分野に乗り出すなど、その事業は
グローバルに展開している。 しかし、 そこに至るまで

③専売公社と④電電公社である。 主導権転移（権力

の間には、地道な改革初期の数年間があった。ＪＡグ

闘争）がない方が組織改革の痛みは少なくてすむ。な

ループも、このように「地道に取り組む」ことが必要で

ぜなら、 内部に対立構造がないために、 組織内部が

あり、実はそのタイミングが今である。

割れないからである。だからその後の改革がスムーズ
に進むのである。

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定 ）の大筋合
意を受け、ＪＡグループはその対応に急を要している。

ただし、 ④のパターンの場合、 一部のトップリー

しかし、実際のＴＰＰの各国の批准・発効までにはま

ダーのバイタリティー・牽引力に頼っている面があり、

だ数年間の猶予があるのではないか。この時間が、Ｊ

改革が短期間に限られるという側面がある。例えば電

Ａグループにとっての貴重なリードタイムとなる。この

電公社の場合、
「真藤恒というトップだったからできた

リードタイムを有効活用し、自己改革にじっくり地道に

のだ」と言われていたことも記憶に新しい。

取り組むべきだ。そのタイミングを逃してはならない。

そういう意味でいうと、 産業の種類にもよるだろう

そしてまた改革の方法を間違えると、
「ＪＡグループ不

が、 一般的には、 ③の専売公社で見られたような、

要論」につながり兼ねないことも肝に銘じるべきであろ

「主導権転移」がなく、かつ組織トップの影響力が「調
整・管理型」のなかで、地道に自己改革を進める形が、
一番長続きし、効果が得られやすいということになる。

う。
今はまだ世論には、 組合員農家の農業所得増大と
いう農協法が求めるＪＡの目的が広くは知られていない。
つまり、 ＪＡが上げる成績について、 まだ納税者であ

4．ＪＡグループにとって今は貴重な
リードタイム

る消費者・国民からの詳しいチェックが入らないという
ことだ。
例えば、自衛隊を例にとると、横須賀基地や富士の

ではこのシートに、ＪＡグループを当てはめて考えて
みよう。

8

演習場では、自衛隊の訓練を国民に公開する日がある
が、 集団自衛権の問題が取りざたされるようになって

今回のＪＡ改革と農協法の改正は、農林水産省の官

以来、見学希望者が殺到するようになった。そのなか

僚が仕組んだことであり、 そもそもそこに、 主導権の

には、 自衛隊が違法なことをしていないかどうかを逐

転移は存在しない。 つまり権力闘争のような事態は生

一チェックし、何か疑いがあればすぐにYouTubeなど

じなかった。農協法の改正を見ても、ＪＡグループに

のサイトに動画をアップすることを目的とした「クレ ー

とっては大きな変化かもしれないが、 正直言って一般

マー」もひょっとしたら混じっているのではないかともい

市民にとってはどこが変わったか分からない程度であ

われている。 そのようなツールを通じて、 世論が自衛

る。

隊の活動内容を詳しく知ることが可能になっているの
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である。

制度変革だけならばよくやるかもしれないが、多くは、

まだＪＡグループに対して、そこまで国民からの厳し

器だけ作っても魂が入らないことからうまくいかない。

い目線は届いていないが、 今後同様なことがＪＡグ

重要なのは、
「制度」と「意識」の両面から同時並行で

ループで起こる可能性もある。

変革していくことである。

というのは、 これまでは、 農協法に組合員農家の

ではその２つを同時に変革するにはどういう順番が

「農業所得の増大 」という言葉が明記されていなかっ

必要だろうか。 そのルートを示したのがシート６であ

たが、 これからは違う。 各ＪＡなどが、 組合員農家の

る。

「農業所得の増大」についてどのような成果を挙げてい

まず、最初に行うべきことは意識を「解凍」させるこ

るのか、 その結果を例えばＪＡのホームページ上で公

とである。解凍とは、凝り固まった古い意識を柔らかく

表しなければならなくなるだろう。そうなれば必然的に

し、変化への前向きな意識を高めることである。制度

チェックする者も増えていく。

変革に手をつける前に、
「農家の農業所得の増大に結

例えば、組合員農家から「農業所得が向上しなかっ

び付く施策をしないとＪＡは存続できないんだ」
「その

たから出資金を返してほしい。農協を脱退するから」と

ためには制度を変えないと駄目なんだ」という意識を、

訴えられたどうするか、これも考えねばならないことだ

職場全体で醸成することが必要である。

ろう。法律に書かれたというのはそういうことを指すの

次に、 組合員農家の農業所得増大という目的のもと、

である。 もちろん条文を読むと「最大限の配慮をしな

ＪＡの仕事を組み立て直そう、組織のなかの役割分担

ければならない」という規定ではあるが、 法律の条文

を見直そう、組合員農家の農業所得増大に結び付くこ

が規定していることをＪＡの代表理事と理事会がまった

とをした人を評価するよう人事評価制度を組み替えよう、

く実施していない、 という訴えを、 組合員が「組合員

といった意識のもと、実際に制度変革に向かって動い

代表訴訟」として起こす可能性が多分にあるのではな

ていくことが「移動」である。

いだろうか。

それにより、 新しい制度が組み立てられ、
「解凍 」

しかし、幸いなことに、まだこのことは世間で広くは
知られていないことである。 だからこそ、 今は貴重な

で新しく芽生えた意識が正しいものとして固定化され
る。それが「再凍結」である。

リードタイムなのである。そして、このタイミングを前向

このように、意識変革と制度変革が同時進行し、古

きに捉えることのできるトップリーダーが、ＪＡグルー

くて固い意識が、柔らかい状態になり、それが確固と

プ内に必ずいるはずだ。さらに、もし、その気づきを

した新しい意識となるなかで、 古い制度から新しい制

持ったミドルマネジメントがいるのならば、 そういった

度へと制度変革が進められるのが望ましい変革の姿で

ミドルマネジメント層が力を発揮できるようなＪＡとＪＡ

ある。

グループに変えていかなければならない。

このようなプロセスを経て、 意識と制度の改革を行
うことが、ＪＡグループがこのリードタイムにやるべきこ

５．成功への進行経路

とである。
一方で、失敗への進行経路を表したのがシート７で

では、この限られたリードタイム内に、具体的にはど
のようにして改革を行えばいいのだろうか。

ある。
シート７の左側に示したのは、 解凍が不十分なまま

現状の組織から新しい組織への脱皮を実現させる

に、一部のエリートが制度設計をした、または制度設

には、
「制度変革」、つまり人事制度や組織機構などの

計を外注先（経営コンサル会社など ）にまる投げした

制度を変えることと、
「意識変革」、 つまり働いている

ために、制度変革だけが先走りしたパターンである。

人たちの意識や職場風土を変えることの２つの軸を持

その場合、 一番肝心な 現場 の意識が置き去り（＝

つことが重要だ。

のけ者）になっているため、改革はうまく進まない。

【巻頭論説】ＪＡが直面する課題に、組織として立ち向かうために何が必要か
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一方で、シート７の右側に示したのは、十分な解凍

しかし、
「○」が連続した後に、今度は「□」
（＝シ

が行われたものの、移動の時間が短く、結果として新

カク）を体験させてみる。すると「おや、これはなんだ

しい制度が穴だらけになってしまうパターンだ。 詰め

ろう。 ○だと思っていたが、 □なのかもしれない」 と

が甘い制度設計のため、さまざまな無駄（＝制度の穴

いう認識の「ゆるみ」が起きる。その気づきやひらめき

から雑草 ）が発生してしまう。例えば、業務の効率化

がメタ認識である。 つまりメタ認識とは、 自分の認識

と称しているが使い勝手の極めて悪いパソコンのシス

自体を客観視する認識である。

テムが職場に導入されたことで、 結局自己流のやり方
が蔓延してしまうなどがこれに当たる。

「○の連続だから、 これは○なのだ」という凝り固
まった意識に、
「□」を仕掛けることで新たな気づきが
生まれる。このメタ認識により「解凍」が起きるのであ

６．
「解凍」を呼び起こすリーダーシップ
〜リレーショナル認識とメタ認識

る。
ということは、
「□」を働き掛ける主体がいないと解
凍は起こらないということになる。 では誰が仕掛ける

変革成功への進行経路を見ると、意識の「解凍」が
特に重要なカギを握ることが分かる。ではその解凍を

のか。ここに組織改革におけるリーダーシップの重要
性がある。

どう実現させればよいのだろうか。 それを説明する上

「○」しか見えていない人に「□」を見せても「○」に

でキーワードとなるのが「リレーショナル認識」と「メ

見えてしまう可能性がある。 だからこそ、 そこには仕

タ認識」である（シート８）
。

掛ける側、つまりリーダーの知恵が必要である。

「○」
（＝マル）という事象情報を「○」と捉えること

難しいことであるが、 組織全体での意識の解凍が

をデジタル認識と呼ぶが、
「○」がいくつも重なると、

できない限り、改革は不可能である。それくらい組織

これらを関係付けて、 すべてが「○」であると認識す

改革とは困難を要するのである。意識の解凍ができな

る。これが「リレーショナル認識」である。

ければ、後は「退出する」
、つまりその組織は淘汰され
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ていくしか道はない。

組織が全体として、 あるいは部門として意思決定を
行う際には、
「公式組織」からはみ出た「外縁」の広が

７．組織の中枢と外縁

りが存在する。
ＪＡという組織で考えてみると、 常勤役員や職員だ

さて、 組織が改革を実行するためには、
「意識変

けでなく、非常勤理事や生産部会のメンバー、青年部

革」が必要だが、そもそも組織はどのような構造をして

や女性部などの組合員組織のメンバー、 さらにはＪＡ

いて、 どのような人によって構成されているのだろうか。

グループ組織の関係者、あるいはＪＡの取引先、自治

シート９とシート10で簡単にポイントを見ておこう。

体、議員、商工会、ＮＰＯ、町内会、消防団、学校、

組織は一般的にはシート９のような構造をしている。

病院、同窓会などありとあらゆる人脈が存在している。

組織を三角形で表して見ると、上の方が組織の中枢、

こうした人的なつながりから得る情報だけでなく、

すなわち理事会やトップマネジメント層が存在し、 順

もっと直接的に「あの人に協力してもらうために、あの

に組織の外縁に向かって、マネジメント階層としては、

人の親友の方から口添えをしていただいたのでうまく

部長・課長・課長補佐・係長・主任・係といった階層

いった」ということもよくあることだろう。

が組織を形づくっている。だが、これは「公式組織」
ともいうべき姿である。

組織が改革という困難に挑戦する上で、 こうした組
織外部に広がる人的ネットワークを活用することが不可

ところが、組織の意思決定という側面から組織を眺

欠である。 組織の改革について、 内部の利害関係者

めて見ると、まったく違った組織の姿が見えてくる。そ

だけでは改革の意思決定は極めて困難だからである。

れが、シート10である。

外部の力を借りることがどうしても必要となる。特に、

そこには、
「組織図」
「機構図」で見る三角形の組織

ＪＡでは、総代会、理事会、生産部会といった意思決

の枠組みから外れた、 人的なネットワークのつながり

定の場で組合員の皆さんの合意形成が不可欠であるか

が組織に存在していることを表現している。

らだ。 ＪＡの役員や幹部職員の人事にまで影響を与え
るのであればなおさらである。
また、 ＪＡのリーダーは、
職員や組合員の多様性をＪＡ
の事業や活動に生かす、 とい
う目線を持たないと駄目だ。
そうでないとＪＡという組織の
先がない。 展望を切り拓くた
めには、 ＪＡのリーダーは、
地域の多様性を生かすために
何が必要か、 職員は何をすべ
きかを的確に見通すことが不
可欠である。

12
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８．ハブ人間を押さえる

これからＪＡやＪＡグループにおいて、リーダーとして
の役割を担う人、これからの改革のあるべき姿や進む
べき道を見通せている人は、同時に「ハブ人間」でない

ここで、シート11の「ハブ人間」を押さえることの重
要性についても触れておこう。
シート11は、説明の便宜上、模式的に描いた図であ

と駄目だと思う。 それが改革のスピードに、 そして社
会に向かってＪＡとＪＡグループの価値を伝え、納得し
てもらうための時間に影響を及ぼすからである。

る。例えば、１人の人のネットワークに３人の力を貸し

東京オリンピックが開催される2020年ごろまではわ

てくれる協力者がいるとした場合、 情報伝達の回数

が国の経済は持つだろう。そして消費税の税率引き上

（ＪＡ改革の必要性についての説明と協力の取り付け）

げの影響をある程度我慢できるかもしれない。だが、

は、３段階で27人の協力者を得ることができる。一方、

それが終わって、期を同じくしてＴＰＰにより関税が引

情報伝達のハブ（扇の要）となる影響力の高い人を「ハ

き下げられた低価格の輸入農産物や食料品が、 わが

ブ人間」と呼ぶとしよう。 ハブ人間は１人で９人を握れ

国の市場に入ってくるようになったらどうなるか。 わが

るとすると、ハブ人間同士のネットワーク形成の想定で

国の農業は、そして農家組合員の農業所得の増大、と

は、 同じ３段階で、729人の協力者が得られる計算に

いう目標は、 どこへ行くのだろうか。 そのようなことを

なる。

真剣に考えなければならない。そのために、国民に対

ＪＡ改革には、確かに「リードタイム」があると筆者

してわが国の食料・農業・農村を支える大切な組織で

は思う。だが、のんびりしているとあっという間に時は

あるＪＡとＪＡグループへの共感の輪を広げるような改

過ぎてしまい、 最悪の事態に陥ってしまうかもしれな

革を、 今、 始めなければ取り返しがつかなくなるので

い。

はないだろうか。
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ろう。 そのような地域のＪＡで
あれば、 金融商品を提供する
ことで農家の暮らしを豊かにす
る仕組みをつくればよい。 そ
れも改革の１つの道だろう。
そして自分たちの事業が農
家の農業生産と生活を支えて
いるのだということをＪＡとＪＡ
グループが国民にしっかりと説
明できるようにすればよいので
ある。 大切なのは、 ＪＡが存
在する目的が「組織の存続」で
はないということであり、 その
軸さえぶれなければ、 後はそ
の地域ごとの特性を生かした
個 性あるＪＡとしての目標を
しっかりと構築していくことが
重要だ。 そして、 その目標に
向かって努力している者を正し
く評価し、活躍できるポジショ
ンに就かせるような、 人事考
課制度の見直しも必要であろう。
イノベーションを生む職場風
土を創るには、 ハブとなるリー
ダーが広い視野で未来を見据えていることが大前提と

９．おわりに〜職員のモチベーションアッ
プとイノベーションを生む職場環境

なる。それがなければ、イノベーションは起こらないし、
自己改革など不可能である。
ここまでずいぶんと厳しいことを書いてきたが、 本

最後に、いかにして職員のモチベーションを上げる

稿は魔法の解決策を記したハウツーものではない。極

かということに触れてみたい。 これについては極めて

めて冷静に現実を見るためのメッセージである。読者

明瞭な解答がある。 それは、 職員の一人ひとりが、

諸氏の心のなかに、
「なにくそ」という思いが浮かんだ

「自分の仕事は農家組合員の幸せにどう結び付いてい
るか」を意識し、 それを仕事の判断基準にすることで

のだとしたら、それこそが本稿の狙いである。
そして最後に繰り返しになるが、今は「リードタイム」
、

ある。 人というのは目標が定まるとやる気が何倍にも

つまり時限爆弾のようなものであるということを強調し

膨らむものだ。 だからこそ、 トップリーダーは、 その

たい。爆弾が炸裂する時になる前に、真剣にＪＡとＪＡ

組織が進むべき方向をはっきりと指し示すことが必要

グル ープはしっかりした自己改革と組合員の農業所得

である。

の増大につながる方策を考え、実行に移すべきである。

例えば、実際にはＪＡの管内に農家が少なく、金融
由来の業務でしか成り立たない地域にあるＪＡもあるだ

14
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次世代の農業の明と暗（前編）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

われわれの周りに起きている大変化と対処法を、 本
号と次号の連載でレポートする。
まず、タイトルに込めた思いから述べる。よく目にす

橘 昌男

最大限に発揮、③きつい作業、危険な作業からの解放、
④誰もが取り組みやすい農業の実現、⑤消費者・実需者
に安心と信頼を提供。

る「次世代農業」ではなく、
「次世代の農業」としたの
は、 世界の変化、 社会・経営環境の変化を認識し将
来予測を持って農業を考える必要があるからだ。企業
の農業参入、ＩｏＴ、スマート農業用語説明）、農業ＩＣＴ
やＩＴ（情報技術）農機などの変化の源泉を知らないと、

１

．世界中に蔓 延する覇権主義

Ｍ＆Ａ（合併・買収）が、世界中で活発である。新
興国の景気に減速感が漂うなか、 当面の需要拡大が

「木を見て森を見ず」に陥る。 社会全体の進む方向を

不透明となり、企業は設備投資による経済成長を追う

深読みした上で、その洞察と判断、次に採るべき行動

ことが難しくなったことが原因である。このためＭ＆Ａ

が将来の「明と暗」の分かれ目となる。 世の出来事に

による規模の拡大により、市場での影響力拡大と収益

は原因と結果の法則があり、因果関係と呼ばれる。世

性の維持に軸足を移している。大企業は生き残るため

界的に「協同組合」の良さが再評価されているなかで、

に、資本・業務提携も画策し複合的な巨大企業（コン

「あの時、別の選択をしておけばよかった」と後悔しな

グロマリット）の道を選び、自分だけが生き残りたいと

いように、 鳥の目（俯瞰 ）・虫の目（近視眼 ）・魚の目

国境や業界の垣根を越えて覇権を争っている。覇権主

（潮流）の視点でレポートするので、是々非々を含め読

義は力の論理であり、 力の弱い者を支配する（覇道と

者には各自の「持論」形成に活かしていただきたい。

は権謀を用いて国を治めること）。

「人の行く裏に道あり花の山」という相場の格言があ

種子・農薬の分野では、 遺伝子組み換え種子の最

る。投資家は、とかく群集心理で動きがちで付和雷同

大手であるアメリカ・モンサント社が世界最大級の農薬

である。それでは大きな成功は得られない。むしろ他

メーカーであるスイス・シンジェンタ社に５兆円規模の

人とは反対のことをやった方が、うまくいく場合が多い

買収提案を行った。シンジェンタ社が拒否し成立しな

という意味である。各自が持論というレンズを通して情

かったが、上位３社による寡占化という業界再編の動

報を見て判断することが、
「風が吹けば桶屋が儲かる」

きは世界中で常態化している。

というような明るい農業ストーリーにつながる。

携帯通信料を引き下げてほしいが、市場はＮＴＴド
コモとＫＤＤＩ、 ソフトバンクの３社による寡占状態に

【用語説明】
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あり、
「第４の携帯会社」の登場を望む声もある。コン

ＩｏＴ（Internet of Things ）
：ヒトとモノ、モノとモノなど、

ビニ業界でも、先行するセブン−イレブンに対し、ロー

あらゆることがデジタル化されインターネットでつなが

ソンとファミリーマートが中小コンビニチェーンと合併・

る。

業務提携を繰り返し「天下三分」の様相を強めている。

スマート農業：①超省力・大規模生産、②作物の能力を

ローソンとファミリーマートのバックには巨大商社が存
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在し、戦いの場はアジアに広がっている。天下三分は、

センサー、データ、分析、人工知能を活用して生産性

ますます農業者の購買・ 販売の選択肢を巨大企業が

を上げる技術の競争である。 技術的にはモノとモノの

奪ってしまうリスクが隠れている。

接続技術と、 通信技術などの標準化が重要なカギを
握る。
日本の製造業は大企業を頂点とするピラミッド型の

深読み①

垂直統合型システムである。企業グループを超えた横

ローソンは、“マチのほっとステーション”から“マチ

での連携は意外とない。 今後は苦手な企業間の垣根

の健康ステーション”にコーポレートスローガンを変更

を越えた連携が必要である。 また、 革命は、 それま

し、 地域の健康一番店を目指している。 このコンセ

での価値観・ 常識を根本から覆し企業相関の地図を

プトで、ローソンファームを通じ農業参入している。

変える。アナログなことはマネできないが、デジタルは
すぐにマネされる。 だから、 他社より研究開発を先行

深読み②

させなければならない。長い視線で投資する目利きが

かつてＪＡ全農が出資していた国内シェア第４位の

重要である。覇権争いは続く。思いがけないところか

三菱農機は、世界最大数のトラクターを製造するイン

ら火の粉が飛んできて、農業・農家も否が応でも巻き

ドのマヒンドラ・マヒンドラ社と資本提携し、社名も

込まれる。勝者総取りの社会への変化は、今より人と

三菱マヒンドラ農機となった。 マヒンドラ社は、 米を

人の格差を拡大させる。 農業が食品工業界や大企業

主食とする経済圏の進出に不可欠な日本の稲作機械

の下請けにならないように注意と危機管理が必要だ。

化技術を掌中に収めた。

【用語説明】
最初の産業革命は蒸気機関の発明である。次の革命が電

国家間の覇権争い

力で大量生産方式はその象徴である。 ３つ目の革命がコ

「インダストリ ー 4.0」
、 日本語では「第４次産業革
用語説明）

命」とは何か

。

ンピューターによる制御で、産業ロボットが導入され製造
業の生産性が格段に向上した。

ドイツで政府・公的機関・大企業がトップダウンで
進めるＩＴによる製造技術革新プロジェクトが、
「イン
ダストリー 4.0」である。
「このままではドイツの製造業
の競争力が維持できない」というドイツの事情が背景

深読み③

ユニクロの戦略

顧客とユニクロが双方向につながるデジタルコミュ

にある。ドイツの製造業は、日本で多く見られる系列、

ニケーションにより、
「ファッション」と「機能」を同

大企業の下請け的な仕事だけではなく、 自社ブランド

時に実現しながら、顧客のニーズに合った独自の新商

で製品を作り・販売する優秀な中堅・中小企業が全土

品を短期間で開発する。インターネット販売の売上比

に多く存在する。 中堅・中小企業を守りたいドイツに

率を50％にする。
（現在５％）

とって、将来の脅威はアメリカである。シリコンバレー
に代表されるデジタル企業が多く、 彼らが３Ｄプリン
ティングなど製造業に革命を起こす可能性は十分ある。

深読み④ ３Ｄプリンティングの可能性
まだ使えるのに部品がないから修理できず買い替

そのアメリカのデジタル覇権主義に対抗するプロジェク

えていた農機。３Ｄプリンターにより現場で補修部品

トである。特に、ドイツ企業は自動車産業などで中国

が製造できて買い替えずに済む。 農具ならば、 自分

との協業を進めているので、 中国にドイツの技術を導

専用のものが作れる。最もビジネスチャンスが大きい

入したい、ドイツと中国が組んでアメリカに対抗したい

のがフードプリンティングで食のスタイルを変える。

という意図もある。要するに、今後の大きな方向性は、

食品コーナーには栄養素の粉とオイルが並び、それを

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（前編）
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買って自宅で好きな料理にプリントできる。今は乾物

こだわった「Ｊコンセプト」商品の販売で地域密着の戦

しか作れないが、煮物など複雑な料理もできる。

略に出て売り上げ好調である。 独占禁止法のガイドラ
インが見直され、メーカーが販路を絞り込む「選択的

深読み⑤

ＩＢＭのビジネスモデルの変化

ＩＴの巨人ＩＢＭの減収傾向に歯止めがかからない。
ＩＴの潮流がクラウドの普及で、ＩＴ機器とサービスや
ソフトウエアを一体で売る従来型のビジネスモデルが
通用しない。ビッグデータの分析とコンサルティング
や人工知能分野に活路を求める。

流通」の道が開けたことも大きい。高齢者にとって昔な
じみで、欲しいときに商品をすぐに提案してくれて丁寧
な修理・サービスをしてくれる「街のでんきやさん」
（全
国系列１万6500店、 最盛期の1980年代は２万6000
店）が重要な役割を担っている。パナソニックのトップ
は、 販売員を家の中に入れてくれる機能に感謝し大切
にしたいと語った。

深読み⑥

製造業を代表するゼネラル・エレクト

リック（ＧＥ）がＩＴビジネスへ傾斜
2020年までにソフトウエア事業を世界10位以内に
すると宣言した。 ＧＥはＩＢＭの優良顧客からライバ
ルに変わる。 また、 ＧＥは埋もれた日本企業の技術
を宝の山と見て掘り起こしている。

巨大インフラ企業の動き
生活に必要な電気・水道・都市ガス・通信などを社
会インフラと呼ぶ。 これらの事業は住民サービスで、
公営あるいは企業独占であった。 通信の自由化は携
帯電話の普及により第二電電やソフトバンクなどの新
規参入を誘い、 インターネットによるまったく新しいビ
ジネスを創出した。現在、顧客争奪戦は激しさを増し

総合から巨大へ。一方で総合から専門へ
「総合 」が冠である業種・ 業態の代表は、 総合商

ンツ）を競い合っている。日本通信事業最大手のＮＴ

社・総合スーパーマーケット・総合家電などである。生

Ｔは持ち株会社であり、 子会社のＮＴＴドコモ・デー

活者がモノによる豊かさを求めた時代、総合商社は品

タ・東日本・西日本・ファシリティーズ・コミュニケー

質に優れ価格競争力のある日本製品を世界に輸出し、

ションズなどを通して企業買収や資本・業務提携とい

その得たカネでモノを輸入し生活者の欲求を満たした。

う手法も用いながら、サービスの事業領域を農業分野

総合商社のビジネスモデルは、 カネと倉庫であった。

にも延ばしている。この動きは、ソフトバンクも同様で

しかし、 モノ余りで消費マインドが冷えた現在、 かつ

ある。

ての成功体験を捨て自前主義を改め事業投資に舵を

かつて昭和20年代から30年代前半において、 電気

切っている。 起業を含め事業投資先に社員を派遣し、

は文化生活の証しであった。
「農業電化」という言葉も

パートナーとともにビジネスを展開している。社員には

その当時生まれ、 施設栽培や農業施設の普及を可能

ベンチャー企業の立ち上げ・育成など、事業投資先の

にした。 農事用電力は当時の遺物である。 農村に電

経営人材になることを勧め、事業投資先を実質支配し

柱が立ち、その電柱を使って有線放送の普及を担当し

ている。

たのが全購連であった。時を経て2016年４月から電気

一世を風靡した総合スーパーは経営不振から大量閉

の小売りが自由化されるので、生協も含め新電力が多

店している。 元気で利益を上げているのは食品ス ー

く誕生している。 業界の垣根を越えて石油・ガス・通

パーであり、地産地消、地域に密着した品揃えとサー

信・住宅などの事業者との連携によるセット販売や、

ビスで専門化している。 また、 総合家電として隆盛を

自家発電する再生可能エネルギーとの組み合わせなど

誇った大型家電量販店もネット通販に押され大量閉店

新たなサービスが生まれつつある。

と同時に「質販店」への曲がり角にいる。
パナソニックは高齢者向けに使いやすさや上質感に
18

通信回線利用料の競争から、サービスの中身（コンテ
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水道、ガスの使用状況が各スマートメーターによりモニ
ター可能となる。 スマートメーターで集めたデジタル
データを統計的手法に分析することによって、 その家
庭の生活が丸裸にされ、 ネット販売の履歴、 ＰＯＳ
（販売時点情報管理）レジの情報などを加味することで、
その家庭の次の購買行動が予測可能となる。このビッ
グデ ータを握った企業は、 １社で独り占めして商品・
サービスが提供できるという筋書きである。 ただし、
１社単独ではできないこともあるので、 最初に思い付
いた企業が名乗り出て「この指とまれ！」と業種を問わ
ず広く企業に呼び掛け共創マーケティングのビジネスモ
デルを形成し成果を山分けする。
ＮＴＴドコモの「農業＋ｄ」
ＮＴＴドコモはモバイル通信企業であり収益源は契
約者数であるが、この10年で国内シェアが６割程度か
ら４割程度にまで下落している。携帯の利用者の企業
選定の理由は料金に大差がなければ企業から提供さ
れるサービス・コンテンツ（内容）
、すなわち付加価値
の創造が分かれ目となる。 そういう面で、 ドコモは有
機・ 低農薬青果物の宅配サ ービス会社の「らでぃ っ
しゅぼーや」
、 料理教室を展開する「ＡＢＣクッキング
スタジオ」を買収し傘下に置いた。そして現在、パート
ナー企業とともに新しい社会価値を協創、社会のさま
ざまな課題解決に貢献する「＋ｄ」
（プラスディー）と
いうコンセプトを打ち出している。パートナー企業にド
コモの通信回線を利用してもらい、 新たなサービスや
商品（もっとお得・もっと楽しい・もっと便利 ）を生み
出してもらう仕組みである。
「農業＋ｄ」の発端は、ＪＡ全農とドコモが2014年６
月、生産性の高い畜産経営ができる「近未来型ＩＴ畜

ベジタリアが開発した水田センサー『PaddyWatch（パ

産」の確立において共同開発に乗り出したことである。

ディウォッチ）
』で、水田の水位・水温、気温や湿度を

その１つが、
『モバイル牛温恵』の販売提携である。

自動計測する。ウォーターセルはクラウド型農業生産

「農業＋ｄ」のスタートは、2015年５月に始まった農

管理ツール『アグリノート』を提供し、
『パディウォッチ』

業特区新潟市における「革新的稲作営農管理システ

と『アグリノート』を連動させる。 ドコモは『パディ

ム実証プロジェクト 」
（稲作生産者22者、水田面積

ウォッチ』と『アグリノート』をつなぐ通信モジュールを

460ha）である。このプロジェクトは新潟市、ドコモ、

提供し、農家はスマートフォンで、水田の状況が確認

東京大学発ベンチャー企業のベジタリア、地元ベンチ

できる。水田に行かなくても状況が分かるため、効率

ャー企業のウォーターセルが連携協定を締結している。

的な大規模農業が可能という筋書きである。
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ドコモは自然の力（土と水）を引き出すことに、モバ
イルの力が活きると判断した。 また、 電話会社として

ば五感レベルの主観データと各種センサーから集めた
客観データが結合でき極めて有益となる。

培ってきた音声、対話の技術ノウハウの強みを活かし、
「しゃべってコンシェル」のような農業対話ＩＣＴ（意図
検索エンジン、 音声認識エンジン）の開発により「人

深読み⑦

工知農」を進めている。特に、音声認識エンジンは、

ドコモは農業が入り口で、 出口はヘルスケアという

農作業しながら音声で手軽に作業が記録でき、 農機

構想だ。 オムロンと合弁で健康関連事業を行うドコ

運転中などの高騒音下でも正確に集音できる。農作業

モ・ヘルスケア社も設立した。スマート農業に食指を

中にオペレーターが見たこと・感じたことをつぶやけば、

動かしている競合他社もヘルスケア市場をにらんでお

クラウド型農業生産管理システムにデータ連動でき便

り、 他社との連携の可能性はある。 課題先進国であ

利である。さらに、ウエアラブル端末を組み合わせれ

る日本、 その解決策は、 新興国が成長し生活が豊か
になる過程で発生する課題解決につながるのでグ
ローバル展開（ビジネスモデルの輸出）が視野にある。

深読み⑧
ベジタリアの小池聡社長はシリコンバレ ーでベン
チャーキャピタリストの経験があり、50年以上前の緑
の革命以降の農法を変えるため、 最新の植物科学と
最新のテクノロジ ーを活用し、 科学的な有機栽培に
も取り組んでいる。 水田センサーは、 農林水産省の
補助事業「農匠ナビ1000」
（次世代大規模稲作経営
革新研究会）でも現地実証を実施した。

深読み⑨
東レとＮＴＴコミュニケーションズが共同開発した
ベ ジ タ リ ア の『 パ
ディウォッチ』
（水

機能性繊維『hitoe（ヒトエ）
』で作ったＴシャツ（ウエ

田センサー）の概念

アラブル端末 ）で、 心拍数などの生体情報を集め、

図とコンセプトモデ

健康管理するＩｏＴの実証実験を行っている。

ル（下）

深読み⑩
日立製作所とソフトバンクグル ープの子会社である
ＰＳソリューションズは、温度・湿度・日射量・二酸
化炭素などを計測する『e-kakashi（ｅ-案山子）』を共
同開発し、2015年12月から提供開始する。その特徴
は、高品質な作物の栽培支援に合わせていることで、
実際のデータに基づいて作物の栽培に最適な条件を
ユーザー自身が作り込める「ｅｋリシピ」という機能で
ある。作物には、品種ごとに理想的な栽培条件があ
る。 しかし、 地域によって気候や土壌などの条件が

20
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異なるので、 理想的な栽培条件との差異が生じる。
ｅｋレシピでは、その差異を詳細に分析したり、既存
の農家の勘や経験と照合したりすることで、それぞれ
の地域に適した栽培条件を確立できる。

を恐れない。

ドラッカーは、未来を読むためには世界を観察する
ことが重要、変化を生み出すのは過去に起きた出来事
を見ればいい、と語った。過去の出来事の結果として、
未来に何が起きるかを自分の頭で考えることである。

深読み⑪
農業生産法人トップリバーとＪＳＯＬ（ＮＴＴデータ
と三井住友フィナンシャルグループの日本総研が折半
出資する企業 ）が共同開発したレタスの収穫日の１カ
月前予測システムは、ＪＳＯＬが、アグリノートで蓄積
したデータをデータサイエンティストチームで分析して
予測する。 収穫予測に必要な気温・雨量・湿度・風
向・風速・紫外線量などのデータは、 ドコモの携帯
基地局（全国4000カ所 ）を使って集める。 事前に収
穫日が予測できると販売価格の安定につながる。 加
えて、収穫作業計画が立てやすくなり、人・農機・物

オランダの施設園芸は厳しい経営状況
コンピューターで制御されたシステムが注目されてい
るが、農家によって収量は10％以上も異なる。知識・
経験・技術・チャレンジ精神がモノをいうのは万国共
通である。 もう１つ、 農家生産に必要な種苗などの資
材、 収穫物の販売先とも、 それぞれ５社程度の企業
で寡占化されていることだ。 農家は経営的に苦しくと
も技術的に遅れることはできないので投資を続けざる
を得ない。この状態から抜け出るには規模拡大しかな
く、農家の淘汰が進むであろう。
オランダの施設園芸は華やかさの裏側で、多数の低

流のコストダウンにつながる。

賃金の外国人労働者の存在の上に成り立ち、 個人の
技術力がモノをいい、 資材や販路は企業に握られ、

２

．環境の変化にうまく対処する方法

新たな競争産地の出現のなかで生き残るための莫大な
投資を続けているのである。

ピーター・F・ドラッカーは、
「みんなが知っているこ
とは、たいてい間違っている」とし、常に常識を疑え、
どんなにもっともらしい常識だとしても、無条件に受け
入れるなと著作の中で言っている。高い確率で不正確
だったり、事実無根だったりするからだ。では、環境
の変化が起きる兆しを察知し、 うまく対処する方法は
次のとおり。

深読み⑫
オランダの農産物の価格競争力は、 外国でも安く
作るところができたので失いつつある。今、オランダ
が力を入れているのは農産物ではなく、ノウハウの輸

・世の中の動きによく注意を払う。ライバル社だけでな
く、 自分たちの事業にわずかでも影響を及ぼしそう
な要素はすべて注視する。

出である。資材や機材を輸出して、オランダ型の関連
産業を起こす。 農産物を作る仕組みを日本にも輸出
して稼いでいる。

・
「もし、〜したら」という想定をしておく。
・現実を直視する。永遠に続くものなどない。だから、
変革に向けて心の準備をしておく。
・あらゆる商品・サービス、戦略、戦術、方針を常に

コンピューターによって失われる雇用
コンピューターが人工知能を持つ時代（今から30年

再検討の対象にし、そのための仕組みをつくる。

以内）
、今の仕事の47％が自動化され雇用がコンピュ

・状況が変わったときは、ライバルの先手を打つチャン

ーターに置き換わる。 失われる仕事でＪＡの業務と関
連するものは次のとおり。

スと考え、積極的に行動する。
・既存の製品やサービス、戦略をお払い箱にすること

人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」
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いない職業に就くと、アメリカ・デューク大学が報告し
た。 今の人工知能は状況判断が不得意で、 筋道理解
ができるヒトが重要になる。

深読み⑬ 顧客ロイヤルティーを向上させるアップ
ルの故障時の対応（真実の瞬間）
故障した製品を持ち込んだユーザーに対し、
「ジー
ニアス」
（直訳すると天才）という人材を配置している。
迅速に修理するだけでなく、さらに優れた使い方など
を説明して、ますますアップルファンにする。

のディレクターを務める国立情報学研究所の新井紀子
教授によれば、与信管理をする「半沢直樹」や弁護士
のように過去の事例や判例のパターンを覚えて行う仕
事は将来なくなると断言している。

ＩＴを農業に役立てようとする試みが広がり、 自動

コンピューターが認識する情報はデジタルで、数字

車・家電の大企業も相次いで参入している。調査会社

の０と１しかない。 数字は数学であり、 数学は論理と

の矢野経済研究所によると、ＩＴ農業・畜産業に活用

確率と統計で構成される。 ヒトが経験済みの膨大な

した「スマート農業」の国内市場規模は、2015年度の

データを数学的に処理し人工知能をつくる。情報要約

93億円から20年度には３倍を超えて308億円に大きく

や評判分析は大得意であるのが、ヒトから仕事を奪う

拡大すると予測される。

理由である。 ただし、 統計なので結果の意味は考え

トヨタ自動車は、生産管理や工程改善を農業に応用

ないし、結果の正しさは保証しない。結果に理論はな

した米作農家向けの『豊作計画 』という農業クラウド

いが、でも結構正しい。そこで人工知能に何をやらせ

サービスを開発し農業法人13社と検証を重ねている。

るか。アマゾンが考えたのが、在庫管理と営業である。

富士通の食・農クラウド『Akisai（秋彩）』は、
『獺祭』

例えば、コピー用紙。顧客が注文してくるだろうことを

で有名になった山口県・旭酒造が必要とする山田錦の

予測し、 注文してくる前に商品を送る。 しかも返品さ

生産にひと役買っている。 ＮＥＣはアサヒビールや大

れない、という仕組みを特許取得した。倉庫用ロボッ

林組などに導入したビッグデータの多変量解析技術を

トでは、商品棚がヒトの方に移動してくる仕組みも考え

「農業ＩＣＴクラウド アグリネット」というサービスにし
た。どの企業も農業の知識をモデル化して世界展開す

た。

22

３

ＩＣＴを農業にうまく活用することを本質か
．
ら考えよう

アマゾンメカニカルターク（機械仕掛けのトルコ人の

る考えだ。ベンチャーなど中小企業を含め全国で120

意味）という怖い考えもある。コンピューターにできな

社超が農業関連のソフトウエアサービス（以下、農業ク

い仕事をヒトにやらせるものだ。 仕事に求められる知

ラウド ）を提供している。その内容は、農作業をデジ

的能力を横軸、 雇用者数を縦軸にして現在の仕事を

タル化して農業にＰＤＣＡを持ち込むのが中心だ。 一

表すと正規分布となる。 中程度の能力を有する雇用が

方、農業クラウドの利用者数は伸び悩んでいる。無料

最も多いということであるが、この正規分布のボリュー

利用期間のみの利用や、契約更新時に解約されるケー

ムゾーンがコンピューターに置き換わる。能力をあまり

スも多い。

必要とせず賃金も安い仕事と、 高度なもののみヒトの

そもそも、農業日誌が生産履歴管理の基本で、ＪＡ

仕事となる。今の小学生の65％は将来、まだ存在して

グル ープでは昔から「記帳こそ貴重 」と指導してきた

ＪＣ総研レポート／2015年 冬／VOL.36

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（前編）

研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

が定着しなかったことも普及しない原因の１つである。
価値を早く提供すればするほど、他社の模倣困難性が
増し参入障壁が高まると語った某ＩＴメーカーも目論
見が外れている。

深読み⑮
農業クラウドは１圃場１作物で管理されている。野
菜を多品目栽培する同時進行管理には活用しづらい。

農業クラウドは将来の必需品である。その導入には
「和魂洋才」で対処すべきである。また、ＪＡがパート
ナー企業を選定する際、パートナーのベストエフォート

管理しようとすれば管理コストがかさむので意味がな
い。 農業の現場のことを家電やＩＴの企業はもっと知
る必要がある。

（最善努力： 最大の結果を得られるように努力するこ
と）の姿勢もチェックに欠かせない。

深読み⑯
クボタ、ヤンマー、イセキ、それぞれバラバラにＩ

農業クラウドが抱える２つの問題
１つ目は、ＩＴ、ＩｏＴには共通の言葉やルールが必
要という標準化の問題である。 ＩｏＴの先行国である
アメリカでも、 システムの普及団体はあるが標準化す
る団体はない。国内製造業の分野では、ＩＴ業界サイ
ドが製造業を飲み込むか、製造業陣営がＩＴ化するの
か、 早い方が次の時代の覇者となるといわれている。
一方、無意味な競争を避け、製造業陣営がＩＴ化し、
それをオープン化する方が得策という考えから、
「この
指とまれ！」方式で試験し成果を複数の企業で共有す
る動きもある。農業クラウドの標準化は、ＩＴシステム
で使用する農作業の名称・用語を整理・統一するガイ
ドラインが出来つつある状況で、 オープン化の動きは
感じられない。
２つ目の問題は、データの所有権が明示されていな
いことだ。優れた農家が蓄積した匠の技をデジタル化
しオープン化すると、すぐにマネをされ価値が薄れる。
オープン化の前に知的財産として保護する必要がある。

Ｔ農機を生産している。 複数銘柄の農機を所有して
いる農家は、それぞれのシステムで管理しなければな
らない。面倒で厄介な上に、データの互換性もシステ
ムの連動性もない。

深読み⑰
農業クラウドサービス提供者がユーザーを系列化す
る可能性が極めて高く、ＪＡが中抜きされる。青果物
の流通大手は契約農場にグロ ーバルＧＡＰの取得を
義務付けた。 生産履歴の把握するため農業クラウド
の導入に関与してきた。

深読み⑱
伊藤忠テクノソリューションズはウォーターセル
の農業クラウドと連携し、農産物の残留農薬自動判定
システムを開発し、農産物の輸出の可否判定に活用す
る。

すでに、オランダと同様に、匠の技を特許申請する動
きが一部の農業法人にあり、 コンサルビジネスを指向
している。

グーグルの農業進出の考え方
アメリカにてグーグルは、ビッグデータを活用して農
家の生産効率を高める方法を「ファーマーズ・ビジネ
ス・ネットワーク（ＦＢＮ）
」というビジネスモデルで提

深読み⑭

供する。世界最大の農機メーカーであるジョンディア社、

農業クラウドの利用契約は、サービス提供者とユー

モンサント社などのデータ分析情報は互換性がなく共

ザーの２者で締結されるのが一般的である。ＪＡは契

有化されず、しかも偏っているという認識がグーグルに

約当事者ではないので、データはブラックボックスと

あり、ＦＢＮで農家に21世紀の経営手法を提供する。

なる。

農家がＦＢＮで記録したデータは、他の農家とデータ
を匿名で共有でき、データの比較ができる。グーグル
【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（前編）
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は、 アメリカの農場の半分がこのサービスを利用する

農業と農家のありたい姿（こうしたい）をしっかり持
ち、ものづくり技術と情報技術、双方の視点でシステ

と目論む。

ムを作ったことで成果を挙げた。
ＪＡめむろ（北海道）の挑戦
モバイルコンピューティング推進コンソーシアムは総
務省・経済産業省などの後援のもと、業務の効率化・
業績向上・顧客満足度向上・先進的なモバイル活用な

（株 ）マイファームの西辻一真社長は京都大学農学

どの成果を挙げた事例を顕彰している。2014年に農業

部を卒業した２年後の2007年に、 耕作放棄地を農地

分野で初めて「モバイルパブリック賞」をＪＡめむろが

として蘇らせる農業ベンチャーを立ち上げ、メディアが

開発したシステム『Good Timing（農産物収穫適期支

その成長に注目している。 西辻社長は「儲かる」 では

援システム）
』が受賞した。常に安心・安全や効率化を

なく、
「楽しい」とか「面白い」を大切に農と人をつなぐ

念頭に置き、 日本の食料事情を見据えてＩＣＴを活用

ために、 ３つの仕事をしていると語る。 １つ目は、30

している点、日本の農業の競争力を引き出す可能性を

年先を見据えながら会社の方向性を考えること。 ２つ

見出した点が高く評価された。

目は、 お金を調達してくること。 ３つ目は、 組織の枠

システムの特徴は、 小麦刈り取り優先度を確認する
ため、リモートセンシングによる収穫適期の解析結果
をタブレット上で確認が可能なこと。コンバインの稼働

24

４

メディアが取り上げる農業ベンチャー「マイ
．
ファーム」

組みや戦略を立てること。 ここでは、 ３つ目に焦点を
絞りレポートする。
マイファームが着実に成果を挙げたのは、若い経営

率を上げるため、モバイルのＧＰＳ位置情報を活用し、

者を支える強力なサポート体制があるからだ。主要な

コンバインのリアルタイムな稼働状況や場所を「見える

役員を紹介する。 副社長の谷則男氏は、2001年全国

化」し、さらに、入力が困難なフィールド作業中に、

農協青年組織協議会会長であり、 現在、 京都府城陽

ＮＦＣ（近距離無線通信技術 ）を活用し入力作業を簡

市農業委員会会長、ＪＡ京都やましろの理事を務める。

易化しペーパーレスにも貢献すること。

社外取締役には、 日本の農業に革命を理念に野菜苗
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生産販売を行うベルグアース（株 ）社長の山口一彦氏

同じくする仲間を集めている。

が就任している。アライアンスは、ホームセンター最大
手のＤＣＭホールディングスと資本提携し、またオート
バックス・業務スーパー・農産物直売所「めぐみの郷」
を核にさまざまなフランチャイズ事業を展開するＧ−７
ホールディングスと業務提携している。

深読み⑲
農業や医療など規制の多い分野でフランチ ャイズ
方式を採用する動きが広がっている。ＪＡでもコンビ

西辻氏と谷氏は、会社を起こしたばかりで農園事業

ニチェーンに加盟しているし、連合会にはフランチャ

の勧誘で農家訪問しても話も聞いてもらえず西辻氏が

イズに似た事業方式もある。フランチャイズについて

困っていたころ、 共通の知人を介して出会った。 西辻

深く考えてみることも必要だ。

氏の熱い思いを聞いて納得の上で谷氏が協力すること
になった。谷氏は、出会いを振り返り「化学反応」と
語った。谷氏は補助金に依存する農業の限界を感じて
おり、市民に広く理解・支持される農業への変革につ
ながると思い、知見とネットワークを活用し農園事業を
軌道に乗せた。
マイファームの事
業は、 有機栽培で
家庭菜園を始めた
い市民のための農
園事業、 情熱ある
農業家を育成する
週末農業ビジネス
スクール、 生産者
と消費者を直接つ
なぐ小売り事 業、
新しい流通を開拓
する流通イノベ ー
シ ョン事業の循環
の輪であり、 新し
谷則男氏 （農産物を直売するマイ

く農 家を増やすこ

ファーマー京都店にて）

とが目的である。
都市農業を守るた

めに、 関心のある市民を家庭菜園に呼び込み、 第２
種兼業農家⇒第１種兼業農家⇒専業農家⇒施設園芸
農家へ育成するプログラムが用意されている。
市民農園を経営する企業との連携や、教育やＩＴと
いう異業種との新たな動きに加え、 フランチャイズ加
盟農園の募集も始まった。 マイファームが目標とする

次号（後編）では、次世代の農業に必要な人材と組織

1000カ所農園（食料自給率換算１％）に向けて、志を

を中心にレポートする。
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ＪＡの自己改革を担う正職員の
人材育成を考える
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

黒木 秀人

彼はしきりに称賛していたのである。しかし、この「職

．職員これ家族

員これ家族 」に育成のキーワードが隠されているので

５年後、10年後の未来のＪＡを見通す自己改革を考

はないかと今では思える。確かに、当時の職員同士は

えると、細部までの緻密な検討と大胆な実践が求めら

家族のような存在であったから、若手をみんなで「よっ

れるであろう。 その取り組みに当たるのは職員そのも

てたかって」一人前に育てようとしていた。
「自分の仕

のであり、特に今後一層、今の若手職員はその重責を

事ではないから」
「自分の仕事に関係ないから」放って

担うはずである。

おく、と背を向ける職員はほとんどいなかったように思

しかし、 ＪＣ総研の「ＪＡの人事・労務管理総合調

う。当時、職員これ家族の先輩たちがやっていたこと

査」
（平成27年３月〈平成26年8月31日現在〉
）によると、

は、もしかすると「あまり計画性のないＯＪＴ」であって、

１ＪＡ平均の2013年度の新規学校卒業者の正職員採

今ほど変化のスピードが速くなかった時代だからこそ

用者数は、 高校、 短大、 大学卒の合計で12.9人、 一

許された手法だったのかもしれないが、 現代の新人育

方、18 〜 29歳までの退職者数は、男女合わせて6.2人

成に薄れてきた要素がちゃんと存在していたとも考える

である。ＪＡの屋台骨になるべき人材の半分が残念な

のである。

がら中途で退職しているのである。
新卒者の採用は他企業との人材獲得競争でもあり、
そのなかで採用した「正職員」はＪＡにとって非常に重

２

．若手職員のＯＪＴは誰が実施するか

要な人材である。よって、入組した新人は大事に育て

若手職員の育成には、まず、ＯＦF-ＪＴ（Oﬀ-the-Job

て、大きくなってほしい。決して育成途中で退職してほ

Training＝仕事から離れた講義などでの育成方法）と

しくない。本稿では、若手正職員の育成について考察

ＯＪＴ（On-the-Job Training＝仕事をやりながら育成し

する。

ていく方法）による教育訓練が考えられる。第27回Ｊ
Ａ全国大会議案にも「農協運動者としてのＪＡ役職員

26

1980年代に、 筆者の当時の職場はある電機メ ー

づくり」の項や「営農・経済部門の人材育成」の項など

カーの多くのＳＥ（システムエンジニア）などと共に大規

に人材育成に関する項目が掲げられている。 言うまで

模電算システムを構築した。その仕事の中心的存在の

もなくＪＡのすべての部門で「人材育成」はしっかり取

メーカーＳＥ氏がこう言った。
「黒木さんの職場は『職

り組むべき重要な課題である。育成された人材こそが

員これ家族 』といった感じですね。職員さん同士がご

ＪＡの自己改革のための大きな柱である。

家族のことまでお互いによくご存じだし、 仲がいい。

人材育成にかかる内容として、まず、ＯＪＴについて

皆さんは当たり前と思われているかもしれませんが、わ

考えてみたい。厚生労働省によると「計画的ＯＪＴとは、

れわれからすると素晴らしいことです」。 彼の言うこと

日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをい

はその当時はいまひとつピンとこない部分もあったが、

い、教育訓練に関する計画書を作成するなどして教育
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担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、

社員の人数が減少している企業では、 企業内訓練が

段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。例

円滑に実施されていないことが確認された」
（
『大原社

えば、教育訓練計画に基づき、ライン長などが教育訓

会問題研究所雑誌』No.597、2008年８月、35ページ）

練担当者として作業方法等について部下に指導するこ

という、われわれも耳を傾けるべき内容が記されてい

となどが、これに含まれる」。また別な言い方では、Ｏ

る。つまり、非正規職員を正職員の代替要員にしたた

ＪＴとは、
「自身の経験やその折の上司、 先輩、 同僚

めにＯＪＴが機能しなくなるということではないが、 非

のアドバイスなどをもと（下線は筆者挿入）に、内省を

正規職員の活用によって正職員数自体を減少させると、

繰り返す中で、 自身で考えるという癖や自身の仕事の

ＯＪＴが円滑に機能しなくなる可能性が高まるというの

型を身につけ、成果を恒常的にあげられる人材へと成

である。

長していく。
『帰納主義的熟達』とでもいえばいいだろ

ＪＣ総研の調査によれば、ＪＡ（調査対象は、従業

うか」
（豊田義博『若手社員が育たない。─「ゆとり世

員200人以上のＪＡ）本所・支店・出張所の事務一般

代」以降の人材育成論』筑摩書房、2 0 1 5 年 、8 2ペー

職だけで見ても、非正規職員の配置数は50人を超えて

ジ）とされている。

おり、前回調査（３年前）よりも増加傾向にある（表１）

上で下線を引いたように、 ＯＪＴの実施には重要な
要素がある。誰がＯＪＴの主担当となるかである。ＯＪ

（正職員数の平均は、2012年度

351.7人、2014年度

360.5人である）。

Ｔを実施する側には、
「自分もできるし、 どうやったら
できるかを人にも説明できる」能力が必要不可欠であ
る。 さらに言えば「できない者の心理面にも共感でき
る能力」も必要である。 単に仕事の中身を説明するだ
けでは不十分で、説明された側が「納得して理解し、
次は一人でできる」ようになり、 仕事に自信と誇りが持
てなくてはならない。 誰でもいいから、 先輩だから新
人のＯＪＴ担当（指導員）ができるかというと、 そうで

このように各ＪＡの「本所・支店・出張所」で「非正

はない。つまりＯＪＴを担う先輩職員の育成や選抜にも

規職員」が増えているなかで、ＯＪＴ（新人、若年者育

留意すべきである。

成）の指導側に誰を担わせるかを考える必要がある。

興味深い論文がある。 東京経済大学経済学部専任

当たり前と思われるかもしれないが、
「正職員の指導・

講師・安田宏樹氏の「非正社員の活用が企業内訓練に

育成は正職員が行う。非正規職員に対して行う場合に

与える影響」では、
「
（企業調査・就業者調査いずれの

も、正職員が行う」べきである。もし、管理職側・先

推計結果からも、）非正社員の数量的な増加は、ＯＪＴ

輩側が多忙すぎるなど「余力」がない場合でも、正職

の実施を阻害する要因として有意な影響を与えていな

員の数は減らさず、 正職員のなかから選抜された育成

いことが確認された」が、
「企業調査の推計結果によ

のプロによる育成方法を構築すべきであり、
「現状で

れば、非正社員の活用によって正社員の雇用が減少し

は」
、ＯＪＴの指導側に非正規職員を配置してはならな

ている企業では、 ＯＪＴが円滑に機能していない（下

いと考える。
「ちょっとAさん（ベテラン非正規職員）、

線は筆者挿入）ことが確認された。
（略）非正社員の活

B君（若手正職員）にこの仕事の流れを教えてあげて」

用による職業訓練への影響は、 非正社員の数量的な

とやるのは、育成上は適切でない、ということになる。

変化の問題ではなく、非正社員を正社員の代替要員と

「現状では」を考察する。 正規雇用者と非正規雇用

して活用するという、人的資源管理の機能的な問題に

者の教育訓練の機会を見ると、厚労省の「能力開発基

起因している可能性が示された」とされている。また、

本調査」
（平成26年度・企業調査）では、非正規雇用

「
（企業調査・就業者調査の双方の推計結果から、）正

労働者への教育訓練の実施状況では、 すべての企業
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規模において、 正規雇用労働者と比較して乏しくなっ

項目が仕事として表に出ているはずである。

ている。計画的なＯＪＴは正社員で62.2％、正社員以

業務内容が複雑・多岐にわたり、職場は多忙になっ

外は31.1％の実施、 ＯＦF-ＪＴは正社員72.4％、 正社

ている。 しかし、 新人などの若年者の育成・ 教育は

員以外は34.0 ％の実施率であり、
「現状では」教育訓

「片手間」では行えない。既出のコンサル実施ＪＡの階

練の機会に明らかな差がある（図１、２）。

層別職務内容を見ると、 仕事の量は「本当に一人でで
きるのか」と思うくらい多い。おそらく多くのＪＡで同じ
ような状況になっているはずだ（その状況下で「自己
改革 」という大きな課題解決も求められているわけで
ある）
。 そのなかでの新人などの若年者の育成は組織
としての「意識を変える」必要がある。
前述の安田宏樹氏の論文では、
「企業が短期的な人
件費の抑制や労働生産性の向上を目的として、正社員
雇用から非正社員雇用への転換を推進するとすれば、
正社員の業務負担の増加や長時間労働を招くとともに
企業内訓練も円滑に行われず、中長期的には正社員の
技術や技能、 人的資本の喪失などの問題を惹起する
可能性がある」としている。職員を育成するには、
「時
間、根気、本気」が必要である。そして、10年後のＪ
Ａを支える正職員はなんとしてでも、着実に育てたい。

計画的ＯＪＴを行う側には、当然ながらＯＦF-ＪＴお
よびＯＪＴを受けた経験が必要である。座学の研修な

28

３

．ＪＡの優績者の退職理由

どで学習した知識・スキルが本当の職場で自分に身に

あるＪＡで短期共済の窓口担当（スマイルサポ ータ

付くように、現場で「誰かが確認しながら前進させるこ

ー）からＬＡ（ライフアドバイザ ー）に異動した極めて

と」となる。さらに精神的なフォローも求められる。そ

優秀な女子職員（正職員）がいた。窓口担当時代には

れらができるためには、 指導側自身のこれまでの成長

県下の自動車共済のグレードアップポイントの表彰を

過程を客観的に見直せる人材が理想的である。 言い

受け、ロールプレーイング（ロープレ）コンテストの県

換えると成長へのプロセスを追える人が望ましいので

大会でも最優秀となったことがある、
「非常にできる職

ある。また、育成は「仕事」なのであり、新人・若手を

員」だった。しかし、ＬＡに異動してわずか２年でＪＡ

育成できたかできなかったかは、 きちんと仕事の成果

を退職した。彼女の「退職理由」について、そのＪＡの

とカウントし、 人事考課・評価の対象になる正職員の

先輩職員は「彼女はＬＡになってから、うまくいかない

本来業務とするべきである。この部分が非常に重要な

ときに誰にも聞けず、どうしようもなくて悩んだ末に退

のである。

職した」と残念そうに言った。 共済のスマイルサポ ー

しかし、現実は職場での育成・計画的ＯＪＴに対す

ター時代の彼女の能力は全国的にもトップクラスだった

る意識は高くないのかもしれない。 例えば、 ＪＣ総研

と思う。 詰め将棋のように計算された説明能力の高さ

がコンサルを実施したあるＪＡの階層別職務内容には、

やクロージングのときの目線の強さは他の職員にはなか

「後輩（人材）の育成」という表現がすべての階層に存

なか真似ができなかった。逆にいえば、そういう能力

在していなかった。 人材育成が管理者や先輩の大事

の高い職員だからこそ、 ＬＡになった後のケアが不十

な仕事と認識されていれば、
「後輩（人材）の育成」の

分になったのかもしれない。
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ただ、 思い起こすと、 そのＪＡでの研修時に少し気

クロージングまで持っていくことができる。彼らにとっ

になった出来事があった。 その研修は短期共済担当

て窓口に来ていただいたお客さまは大事なチャンスで

の窓口担当者に１日座学を受けてもらい、 約１カ月後

もあるから、集中して端的に話を進めていく。しかし、

に彼らの勤務している支店・支所に出向き、県本部職

ＬＡが同じことをやると、 お客さまの印象は「急ぎす

員をお客さま役にして窓口担当者と自動車共済の継続

ぎ」になりかねない。 ＬＡの優績者はお客さまと話し

時のグレードアップ推進のロープレをやってもらう内容

合うことに時間をかける。お客さまにたくさん話してい

で、講師が最後に本人と支店の管理者に「伸ばしてい

ただくように努めるから時間をかける。 同じ自動車共

きたい本人の強み」をフィードバックするというものだっ

済の推進を考えても、 お客さまとの時間の使い方は窓

た。 彼女は県下でも優績者だったので、 研修の対象

口とＬＡとは違う。

者からは外れており、彼女の支店からは経験年数の少

話を戻そう。 そのＪＡで事実として残ったのは、 将

ない男性職員が受講していた。支店でその男性職員の

来性の高い１人の女子職員は「結婚退職 」という形を

ロープレが終了したとき、支店の管理者から急に彼女

とってＪＡを辞めてしまった、 ということである。 しか

もロープレをやったらどうかと言われた。 彼女は座学

し、 事情通の職員たちは「彼女でも辞めるのか」と驚

を受けておらず、 ロープレ用のお客さま設定もその時

いたようだ。ＪＡにとっては明らかに将来有望な人材の

に聞かされた状態で、事前準備が十分できないまま

喪失である。他のＪＡでも、サポートしてくれる先輩や

ロープレに臨まざるを得なかった。講師側の立場として

同僚に恵まれず、仕事へのモチベーションを落としてし

「準備もできない状態でやっても研修効果としてはどう

まう職員がいるのかもしれない。 一般企業では、
「仕

なのだろう」と思いながらも、 管理者に押し負けて彼

事ができる社員から辞めていく」ケースが多くなると、

女のロープレを見せていただくことになった。彼女は、

「企業としては危険な状態」といわれることがある、と

十分な準備時間がなくても上手にやりあげた。 さすが

付け加えておきたい。

に優績者は手馴れている、と思ったが、引っかかるも
のもあった。
「何のためにこの支店の管理者は急に彼女にロープ

４

．若者の離職理由

レをやらせたのだろう。 急にやれと言われても、 彼女

「平成25 年若年者雇用実態調査の概況」
（厚労省）

なら嫌と言えないだろう。しかし、彼女が急にやったこ

によると、若年労働者（15 〜 34歳）のうち、初めて勤

とは、本当に彼女や支店の他の職員のためになったの

務した会社を辞めた理由（３つまでの複数回答）につ

だろうか」と考えたものである。つまり「職員育成」に

いて見ると、
「労働時間・ 休日・ 休暇の条件がよくな

対する考え方に疑問を感じたことがあったのである。

かった」が22.2％、
「人間関係がよくなかった」が19.6

そのような出来事のあと数年後に彼女の自己都合退

％、
「仕事が自分に合わない」が18.8％、
「賃金の条件

職の話を聞いた次第である。往々にして「できる」者に

がよくなかった」が18.0％の順となっている。これを性

対しては十分なフォローがされないことがある。 彼女

別で見ると、男性では「労働時間・休日・休暇の条件

だから大丈夫、と放置されることがある。退職した彼

がよくなかった」が22.7 ％、
「賃金の条件がよくなかっ

女も「できる職員だから、ＬＡの世界でもそのうちなん

た」が22.1％、
「仕事が自分に合わない」が22.0％、女

とかするはずだ」と思われたのかもしれない。 本人も

性では「人間関係がよくなかった」が22.8％、
「労働時

「いつかはできるようになる（窓口担当時代のように数

間・休日・休暇の条件がよくなかった」が21.8％、
「仕

字が取れるようになる）」と自分のやり方を信じて、 助
けを求めなかったのもしれない。

事が自分に合わない」が16.1％の順となっている。
つまり、 大きく考えればその職場に対する満足度が

余談になるかもしれないが、 ＪＡの自動車共済担当

低かったから退職したということである。
「１つの会社

の窓口の優績者はお客さまと話し始めてから、10分で

に長く勤務する気がなかったため（3.9％）
」
「家業をつ
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ぐまたは手伝うため（1.1％）
」
「独立して事業を始める

ションズ著、中経出版、2013年、65 〜 68ページ）によ

ため（1.0％）
」などの理由を引き離している。すなわち、

ると、
「
（トヨタの）トレーナーは全員、トヨタで100 〜

積極的理由による転職は非常に少ないといえる。 この

500人の部下を率いる工長・課長などの管理監督者を

調査では、内省的な退職理由をあまり拾っていないの

経験してきています」とある。 また、
「トヨタの管理職

で、 このような結果になったのかもしれないが、 彼ら

の人事考課要素には、
『人望』を評価する項目がありま

はその職場に対する満足度が一定程度高ければ、
「最

す」
。つまり部下から信頼されるかどうか。部下の育成

初の職場」を辞めなかったはずだ（表２）
。

をしながら、 同時に成果を上げていくことが求められ
ている。 別な言い方では、
（管理職になる人は）
「自分

５

．育成に必要な能力が上司に不足している

（独）労働政策研究・研修機構「人材マネジメントの
あり方に関する調査 」
（2014年）によれば、 近年の管

の責任をわきまえていて、その責任をとることを恐れな
い人 」。 トヨタの管理職は部下から信頼されていた人
が数多くついているということである。 これは学ぶべ
きことではないだろうか。

理職に不足している能力・ 資質を尋ねると、
「部下や
後継者の指導・育成力（傾聴・対話力）」が最高で61.7
％、次に「リーダーシップ、統率・実行力」が 43.3％と
なっている。一方、もっとも心配していない能力として
は「専門性、創造性」が14.6％となっている。つまり、
この結果から近年の管理職は「自分自身は頑張ってき
たが、反面、人の世話はあまり得意ではない」ことも表

．成功体験の蓄積が重要

Ｐ（Plan）
、Ｄ（Do）
、Ｃ（Check）
、Ａ（Action）の
ＰＤＣＡサイクルは、
・Plan（計画）
：従来の実績や将来の予測などを基
にして業務計画を作成する

しているのではないか。このような状況で人材育成・計

・Do（実施・実行）
：計画に沿って業務を行う

画的なＯＪＴがうまく機能するのだろうかと考える（図

・Check（点検・評価 ）
： 業務の実施が計画に沿っ
ているかどうかを確認する

３）
。
一方、世界に名だたるトヨタ自動車（株）の育成の考
え方を著した『トヨタの育て方』
（＜株＞ＯＪＴソリュー
30

６
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・Action（処置・改善 ）
： 実施が計画に沿っていな
い部分を調べて処置する
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とされている。 ＪＡを含め多くの企業でも、 業務遂行

早い段階での小さな成功体験をさせることが必要であ

上のＰＤＣＡサイクルの重要性は広く認識されているだ

る。うまくできた、よし次も頑張ろうという気持ちにな

ろう。人材育成上のＰＤＣＡサイクルで考えると、いま

ることは若年者にとって非常に重要であるから、 最初

だ成長過程にある職員に対しては、 指導側はＰＤＣＡ

は、本人が「なぜそうするといいか」
（ＷＨＹ）が理解

のまずチェック（Ｃ）に細心の注意を払うべきと考える。

できなくても、 先輩側から成功への近道（ＨＯＷ ）を

やることを計画（Ｐ）して、計画を実行（Ｄ）してみて、

誘導する方法も若年者に対しては効果的だ。答えを教

うまくいってもいかなくても、きちんとチェック（Ｃ）を

える、 やって見せる「ティーチング」と答えを引き出す

行うべきである。 育成のＰＤＣＡサイクルがうまく機能

「コーチング」の使い方の加減は「その人の状態・つま

しないのは、Ｃの作業に問題があることが多い。Ｃで

ずき加減・解決意欲」などで判断すべきである。若年

の振り返りができての改善（Ａ ）でなければ継続的な

者には、どうやって成功体験を積ませるかが指導者側

成功はおぼつかない。

の腕の見せ所である。 うまくいかないことが続き、 本

うまくいったときには、 なぜうまくいったのかを分

人が自信を失ったときには適切な助言などもなかなか

析・整理すべきである。
「うまくいったからＯＫ、 次行

耳に入らない。小さくても成功したときに初めて、成功

こう」で終わらせては、育成上は上手なやり方とはいえ

と失敗の違いのＷＨＹを理解できる余裕が生まれるの

ない。 仕事ができる者が辞めてしまう要因にもなる、

ではないか。若年者自身が積み重ねた成功には本人の

「振り返る機会がお互いに少ない」状態は避けたい。う

自信も付随してくる。自信を持った職員には「次」があ

まくいった場合でも「次はこれをやってみようか」と意
識させるフィードバックは行われるべきである。

る。
人間の成長は図４のようなＳ字の成長曲線で説明さ

逆に、うまくいかなかった場合、本人は「どうしたら

れることがある。最初はゆっくりとした成長であるが、

うまくいくのだろう、 この仕事をやり遂げることができ

あるとき急に伸びる（しかし、 自己改革意識や外部刺

るのだろう」と考えるはずだ。若年者の場合は、特に

激の吸収力などが薄れたぬるま湯状態になってしまう
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いえばコミュニケーション力である。分解すれば、
①相手が話している内容や意図を理解すること
②話を深めるために質問をすること
③自分の考えを相手に分かりやすく伝えること
になるだろうか。 これらのことが仕事を円滑に進める
上で核になる「スキル」であると各種セミナーなどで伝
えられる。
毎年、一定の事業推進が多くの職員に求められてい
るＪＡであるからこそ、コミュニケーションに関する専
門的な教育が必要になってきていると考える。 一つひ
と、 成長は止まり衰退する。 企業の盛衰も同様ともい

とつは特殊な、困難なことではないのだが、新人職員

われている）。 新人と上司・ 先輩とは現在に至る環境

が身に付けてできるようになるには知識やスキルの修

や経験・知識レベルが大きく異なるし、 互いの常識も

得に併せ、たくさんの「場数」を踏むことが望ましい。

すり合わないこともあるだろう。 育成には、 新人側の

仕事に関するコミュニケーションは現場でしか経験で

意識を理解しようと努力することも大切になろう。成長

きず、また、先輩からの客観的なフィードバックがなけ

曲線でいえば、
「自分なりの成功パターン」を見つけて

ればなかなか定着化が図れない「厄介な能力」である。

ぐっと伸びるまでは、丁寧にフォローすることが肝要と

配属時から業務上の高い専門知識やスキルを要求さ

考える。なぜなら、この「成功パターン」を見つけて伸

れるテレビ局のアナウンサーや航空会社のＣＡ（キャビ

びる時期は人によって異なるからだ。Ａ君の成長スピー

ンアテンダント）職などでは、配属前にプロフェッショ

ドとＢ君の成長スピードは同じではないから、
「成長を

ナルの先輩による教育訓練（ＯＦF-ＪＴおよびＯＪＴ）

待つ」時間も必要である。

を半年ほど、 配属後にも適宜実施されていることがよ
く知られている。 そして、 その内容は学習した内容を

コミュニケーション力の定着には、たくさん
．
の人に会うことから

仕事のなかで形にできる「コミュニケーション力」を高

ＪＡの多くの職員には「推進 」という業務が現に存

ＪＡの新人職員には早いうちから、 職場以外での人

７

めているとも考えられる。

在する。 これは総合事業を行っているＪＡの大きな特

（組合員、利用者）と会って話す機会を設けてほしい。

性である。一般企業では「営業」にかかる仕事は営業

知識やスキルが不十分な状態であっても、 いろいろな

専門職採用の社員が担うが、 ＪＡでは多くの職員が推

価値観を持つ人たちとコミュニケーションが取れる「自

進業務に携わる。推進業務における「組合員対応」は

信」を早い段階で持てるよう、新人職員にはたくさんの

協同組合運動の１つとして正職員中心の活動であろう。

組合員・利用者に会える機会を設けていただきたいと

「誰がやっても大丈夫なもの」と「余人で代えられないも

考えるものである。

の」は存在すると考える。一般企業では、新人には配
属先の仕事に必要な知識やスキルを学習させる。 ＯＪ
Ｔの対象業務も同様となるだろう。 しかし、 ＪＡでは
将来的に「推進」が一人でできるようにならなくてはな
らない。筆者は「推進」に関する座学の研修や同行推
進の講師に携わってきたが、新人職員が知識やスキル
を学んでもらうときに、ぜひとも身に付けてもらいたい
項目（能力）の必要性を感じてきた。 それは、 一言で
32
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イギリスのファーマーズマーケット
い ず

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

み

ま

り

和泉 真理

行っても同じ系列のスーパーがあり、そこでは冷凍野菜

はじめに
イギリスではファーマーズマーケットは新しい「現象」
だといえよう。1997 年にイギリス南東部のバース市で

や安いレトルト食品が並び、イギリスの食事はまずいと
いうのが定説だった。

開催されたファーマーズマーケットが「近代的」ファー

このイギリスの食品流通実態は、
食料の安定供給
（価

マーズマーケットの最初のものだといわれており、従っ

格、環境、安全などを含む）、イギリス人の健康問題（肥

て、まだ 20 年も経っていない。しかし、今やイギリス

満、食生活の偏り）といった食の問題 注２）、地域の伝

国内に 750 ともいわれているファーマーズマーケットの

統的小売業の衰退といった地域振興の問題を引き起こ

急増ぶりの背景には、ファーマーズマーケットが単に農

した注３）。これへの解決の方途の１つとして期待されて

家が直接販売をするだけではない多様な機能を持ち、

いるのが、ファーマーズマーケットである。

それが現代のイギリスの地域社会のニーズに合ってい

1997 年にバース市が地域振興方策の１つとして北ア

ることがあるのではないだろうか。
イギリスのファーマー

メリカのファーマーズマーケットを参考に基準を定めた

ズマーケットが提供している、食生活の見直し、コミュ

ファーマーズマーケットを開始して以来、今やその数は

ニティーの再構築、小規模のビジネス支援、社会・環

約 750 までに増加し、その多くが安定した経営を続け

境問題への対応といった機能は、農産物直売所を地

ている。イギリスのファーマーズマーケットは、その地

域振興のツールと期待する日本に多くの示唆を与えるだ

域内で生産された農産物や食料を生産者本人が売る

ろう。本稿では、イギリスのファーマーズマーケットの

というものであり、週１回あるいは月に２回といった頻

実例や関連組織の活動から、ファーマーズマーケット

度で開設される。ファーマーズマーケットの急速な増

の持つ多様な機能や可能性を考察する。

加・定着について、イギリスのファーマーズマーケット
や直売に取り組む農業者 500 以上を会員とする民間団

１

．
イギリスのファーマーズマーケットの発展と特徴

イギリスの食品小売市場の特徴は、大手８社で市

体（協同組合）である FARMA 注４）の現会長のサリー・
ジャクソンさんは、
「1990 年代ごろからイギリス人が経
済的に豊かになり、食に対する関心が高まった。特に、

場の８割、そのうち３社で５割以上を占めるという寡占
状態にあることである。イギリスの食品小売店の数は、

注１）南方建明「食品小売構造の日英比較」
『大阪商業大学論集』
（第

1960 年ごろには 26 万軒程度あったものが、1990 年

5巻 第2号＜通号153号＞）
、2009年９月

には 10 万軒を切るまでに急減した注１）。日本でも食品

注２）UK Cabinet Oﬃce（2008）
「Food Matters: Towards
a Strategy for the 21st Century」

小売業は減っているが、それでも 2009 年で 39 万軒

注３）イギリス下院Communities and Local Government Com-

があり、大手数社の寡占状態とはなっておらず、店の

mittee（2009）「Market Failure?: Can the traditional market

減少ペースもイギリスほどではない。筆者は 1980 年代
終盤にイギリスに在住していたことがあるが、どの町に

survive?」
注４）正式名称はThe National Farmers Retail and Markets
Association
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何を食べているのか、またその生産地などに人々は関
心を持つようになった」ことが背景にあると説明してく
れた。
また、イギリスＢＢＣの記事によれば、ファーマーズ
マーケットは当初は普通の店では買いたくない特定の
消費者が中心の「エリート意識」
「高価格」という傾向
があったが、現在ではそのような要素は薄れ、地元意
識、コミュニティーへの所属意識がファーマーズマー
ケットの成功につながっているとしている注５）。ＢＢＣの
記事のなかで、90 歳の消費者の次のような声が紹介さ
れている。
「私はただおいしいからというだけでファーマーズ
マーケットに行くわけではないの。季節が感じられ、

パーラメント・ヒルのファーマーズマーケット

地域特有のものに出会い、フードマイレージに貢献し、

西部に行った所にある小高い丘陵地で、一帯は４㎞２と

持続的社会に貢献し、小さな生産者を支えるためなの

いう広大な公園となっている。周囲には高級住宅地が

よ」

点在する。この公園の一角で、毎週土曜日の 10 時か

単に農産 物を直 売するだけではないイギリスの

ら14 時まで、ファーマーズマーケットが開催されている。

ファーマーズマーケットの実際を、マーケットでの出店

売られているのは、野菜や果物に加え、肉、魚、花、

者や消費者の声とともに次に紹介する。

パン、菓子類など幅広い。2008 年９月にオープンして
以来、地元に着実に定着してきているそうだ。

２

．イギリスのファーマーズマーケットの実際

ロンドン市のなかでもここは意識の高いリベラルな消
費者が多い地域であり、住民の食や健康への関心も

（１）ロンドン市パーラメント・ヒルのファーマーズ
マーケット

高い。そういう土地柄が、このファーマーズマーケット
を支えているのだろう。調査に訪れた日は夏休み期間
中で、マーケットの一角では子ども向けのイベントが開

（ア）ファーマーズマーケットの概要
パーラメント・ヒルはロンドン市の中心から６㎞程北

催されていた。子どもたちが、生ゴミから作った堆肥
をポットに入れ、そこに種を植えて持って帰り、自分
で育てる、という内容だ。他にも、年間を通じて近く
の小学校のブラスバンドの演奏があったり、マーケット
の中のお気に入りの店に投票する表彰行事があったり
と、来る人たちが楽しめる工夫がなされている。
このファーマーズマーケットを管理しているのは、ロ
ンドン・ファーマーズマーケットという任意団体で、傘
下にパーラメント・ヒルを含む 20 余のファーマーズマー
ケットを持つ。これらのファーマーズマーケットはすべ
て前章で紹介した民間団体 FARMA が設定してい

注５）BBC Website(2012年6月24日)「Does farmers
パーラメント・ヒルのファーマーズマーケットの案内ポスター
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ているそうだ。集めた蜜をハチミツにする他、サンドラ
さんがロウソクや化粧品などにも加工し、これもファー
マーズマーケットで売っている。ハチミツは消費者が
毎週買うようなものではないので、ロンドンの４カ所の
ファーマーズマーケットで、２〜３週に１回程度の頻度
で出店している。どこのファーマーズマーケットにも固
定客がいるそうで、
「そういう関係が大事だ」と言って
いた。また、ミツバチの管理のピークとなる６〜８月は
ファーマーズマーケットへの出店は休むそうだ。

子ども向けのイベントも頻繁に企画されている

るファーマーズマーケットに関する自主基準を満たし、
FARMA の認証を受けている。
FARMA が設定しているファーマーズマーケットに
ついての自主認証基準には、周辺地域で生産された農
産物であること、生産者自らが販売すること、自ら生
産したものだけを販売すること、加工品については地
元の農産物を簡単に加工したものに限ること、販売し
ているものについて消費者に情報を開示すること、な
どが含まれている。大手の食品加工・流通企業の参入

マーティンさんとサンドラさんとその店

を排除し、あくまでも地元の農家が恩恵を受けられる
ことを目的とした自主認証制度である。FARMA の会

ファーマーズマーケットでの販売の苦労を聞いたとこ

員ではないファーマーズマーケットも多いが、周辺地域

ろ、ＥＵの食品表示の規制が厳しく、しかもよく変更

の生産者が自ら生産したものを自ら売るという原則は

されることを挙げた。近々、危険物資に関する表示義

共通している。ロンドン・ファーマーズマーケットのス

務が加わるそうで、ハチミツの瓶にある表示もそれに

タッフは、マーケットの設営や情報提供、イベントの

合わせなくてはならない。マーティンさんによれば、フ

実施とともに、これらの基準が守られているかどうか

ランスのファーマーズマーケットに行ったら、普通の瓶

のチェックもしている。

にラップでふたをしただけの包装でロイヤルゼリーなど
が売られており、国によって対応が違いすぎる、と不

（イ）ハチミツを売っていたマーティンさんとサンドラ
さんの話

満気だった。ちなみに、FARMA では、会員に対し、
制度の変更などについての情報提供も行っている。

パーラメント・ヒルでハチミツや蜜ろうのロウソクなど
を売る店を出していたマーティンさんとサンドラさんの
夫婦から話を聞いた。

（ウ）このファーマーズマーケットによく買いに来ると
いうジョンさんの話

マーティンさんとサンドラさんは、ロンドンと北側に

このファーマーズマーケットを筆者に紹介してくれた

隣接するハートフォード州との州境の地域でミツバチを

ジョンさんは、パーラメント・ヒルの公園のすぐ近くに

飼っている。
「ミツバチは 10km くらいは飛ぶから、巣

住み、マーケットへは月２回程度、奥さんと散歩がて

箱を移動させなくて大丈夫」とミツバチの巣箱は固定し

ら来ている。夫婦ともに食べ物にはうるさく、特にジョ
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ンさんは旬の食材にこだわる。
毎日の買い物は高級スー
パーであるマークス・アンド・スペンサーを使い、６週

レタスは同じくらいかな」とジョンさん。
ジョンさんによれば、スーパーで食べ物を買うことで、

間に１回くらいはさらに高級なスーパーであるウェイト

子どもたちは食べ物がどうやってできるのかが分から

ローズでワインなどを買い込む。魚は別途ギリシャ系イ

なくなってきている、どの野菜がいつできるのかといっ

ギリス人が経営する質の良い魚屋に行くそうだ。日々

た季節的なものを感じる機会も減っている、とのこと

の食事は手作りが多く、
「家計に占める食費は？」と聞

だ。食材の品質に加え、このような食をめぐる問題意

くと「結構高いよ」との答えだった。

識が、イギリスのファーマーズマーケットを後押しして

パーラメント・ヒルにファーマーズマーケットができ

いるのだ。

た当初は、夫婦は有機農場が営む直売所で買い物を
していたこともあり、ファーマーズマーケットへの関心

（２）オックスフォード市のファーマーズマーケット

は薄かったそうだ。しかし、直売所の閉店をきっかけ

オックスフォード市といえば、言わずと知れたイギリス

に、友人に薦められて行ってみたところ、友達によく会

の大学都市である。ロンドンから西に車で１時間、人

うし、地域共同体のような雰囲気があり気に入ったと

口 15 万人のこの町でも、この 10 年ほどでファーマー

いう。ファーマーズマーケットに行くことは、散歩と買

ズマーケットが開催されるようになった。現在オックス

い物と地域活動が合わさったようなものだそうだ。

フォード市内では週末に３カ所でファーマーズマーケッ

ファーマーズマーケットで買うのは、野菜、肉、パン、
ケーキなどで、その週末に食べるための食材を買いに
行く。肉は、ラムやビーフのロースト用など、高品質の
ものを買う。１回の買い物で 30 〜 40 ポンド（6000 〜
7000 円程度）使う。ファーマーズマーケットで買う店は
いつもだいたい同じだそうだ。買い物をしつつ、顔な
じみのケーキを売る店のお兄さんとおしゃべりに花が
咲く。ファーマーズマーケットに出ている店のコンテス
トでは、このケーキのお店に投票したそうだ。
ファーマーズマーケットで売られている商品の値段
は、他での買い物に比べて高いか安いか聞いたところ、
「トマト、イチゴ、パン、ケーキはマーケットの方が高い。

ファーマーズマーケットの開催を知らせる立て看板

トが開催されている。このうち２カ所を訪問した。
（ア）オックスフォード市の南側のファーマーズマーケット
このファーマーズマーケットは、オックスフォード市
内の大学が立ち並ぶ中心部から南に 20 分ほど歩いた
所の公民館の外側のスペースを使って、毎週日曜日の
９時半から12 時の間に開催される。天気が悪い日には、
公民館の中のホールが使われる。
このファーマーズマーケットを運営しているのは、
オッ
クスフォードで二酸化炭素排出量を減らす活動を行っ
ているグループである。地元産の食料の消費を広げる
ファーマーズマーケットによく買いに来るジョンさん
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を理念に掲げている。販売するものがオックスフォー
ドから半径 30 マイル（ 約 50km）で生産されたもので
あること、環境に優しい方法で生産されていること、
遺伝子組み換え食品は扱わないこと、などが出店の
条件である。出店者は主催者に売上高の 15％を支払
うことになっている。
調査に訪れたのは天気の良い９月の日曜日で、公民
館の敷地には野菜、穀物、ケーキ、牛乳、パンなど
を売る店が 10 軒程度並んでいた。このファーマーズ
マーケットに出店する条件には、生産者自身、あるい

テーブルの下のクーラーボックスから１本ずつ牛乳を出して売っている

は売っているものについて何でも答えることができるス
タッフが最低１人店にいることが含まれているそうだ。
出店者の何人かに声を掛けてみた。
小さなテーブルを出して牛乳を売っていたのは、飼っ
ている牛は 17 頭だけという極めて小さな酪農を営み、
有機認証を受けた牛乳を生産している酪農家だった。
有機の牛乳やクリームの他、加熱殺菌していない牛乳
も売っていた。
自分の容器を持って穀物を買うことで包装の無駄
をなくす運動を行うＳＥＳＩという地元グループの店で

ＳＥＳＩの店を出している母親と娘

は、さまざまな種類の地元産、あるいは海外のエシカ
ルな方法で生産された穀物を並べていた。この店を営
むのは母親と娘で、ＰＴＡ活動として始め、その後も
ボランティアで続けているそうだ。
「もう６年もやって
いるのよ。今年は自分にも収入が入るようにするつも
り」と母親は語っていた。

ミニバンの野菜の店

10 軒ほどの店のうち青果物を売ってい
るのは１軒で、その店はミニバンの周りに
縁台を並べたものだ。ミニバンがこの日
運んできた野菜は、オックスフォード近
郊の７人の農家が生産したものだ。ミニ
バンは、週末はファーマーズマーケット、
平日は市内の住宅地の道端で野菜を売
公民館の敷地を使って開催されているオックスフォード市の南のファーマーズマーケット

る。このシステムを運営するのはオックス
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フォードの食の改善のため社会活動に取り組む協同組

の良い食品への関心が高まったからではないか、と言っ

合である。野菜は近郊の 15 の農家や協同組合自らが

ていた。また、
「ファーマーズマーケットは毎日使うよう

経営する農園から出荷されている。その半数以上は有

な食材を買いに行く所ではなく、珍しい食品、心惹か

機、あるいは環境に優しいやり方で野菜を生産してい

れた商品を買うための所」
「人に会いに行く所」とのこ

る農園である。店番をしている女性は野菜生産者では

とだった。

ないが、
「ここに売っている野菜のことなら何でも聞い
てちょうだい」とのことだった。

南のファーマーズマーケット同様、店の数は 10 軒程
度である。ここでも青果物を売る店は１軒、有機野菜
農家の店がホールの一番奥に陣取っている。ここはと

（イ）オックスフォード市の北側のファーマーズマーケット
次に、オックスフォード市の北の方、中心部から車

ても人気があるそうだ。このファーマーズマーケットで
は、２軒の有機農家が週交代で野菜の店を出している。

で７〜８分の所で、小学校のホールを利用して開催さ

パン屋も１軒あったが、この店はオックスフォード市

れているファーマーズマーケットを訪れた。市内でも高

の南側のファーマーズマーケットで出店していたパン屋

所得者層の多い地域にあるファーマーズマーケットであ

と同じ会社であった。全粒粉のパンなど、スーパーで

る。毎週日曜日、午前 10 時から午後１時まで開催さ

はあまり見かけないパンを売っている。また、フェアト

れている。

レード商品を扱う店があり、フェアトレードの認証ロゴ

このファーマーズマーケットはオックスフォード市で
は最も古く 2002 年から開設されている。最初にファー
マーズマーケットを始めたのは地元の有機農家だが、

のついた食品や日用品を２人の年配の女性が売ってい
た。
手作りチーズの店もあった。このチーズを売っている

現在は出店者と利用者からなる非営利団体が組織さ

男性は、酪農家ではないが、知り合いの農家から牛乳

れ、そこが運営母体となっている。有機の食品や地元

を入手し、さまざまな種類のチーズを作り、今週はこ

産の良質な食品を適正な価格で売ることを目的として

のチーズ、来週はこのチーズ、というように持ってきて

おり、生産者はオックスフォードの半径 30 マイル（約

売っているそうだ。

50km）以内にあって、環境に優しい方法で生産するこ
とを求められている。

10 軒ほどの店で一番多いのは、各国料理の店だ。
ペルシャ料理を売る店、アジア風の揚げ物や小籠包な

出店者は店の大きさによって、20 ポン
ド（約 4000 円）あるいは 10 ポンド（約
2000 円）を主催者に支払うことになって
いる。
小学校のホールに付随している台所を
利用し、主催者が簡単なケーキを作って
提供しており、店に来た人がちょっと座っ
てお茶とケーキを楽しめるようなスペース
もある。このファーマーズマーケットを案
内してくれた地元の人は、以前市内の緑
地保全のための募金活動のテーブルを
数回出したことがあるそうで、
「募金はと
てもよく集まった」そうだ。オックスフォ
ード市内にファーマーズマーケットが増え
た理由として、人々の所得が上がり、質
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入り口から最も奥にあった有機農産物の店

ペルシャ料理の店

名前は「I m Japanese」
（私は日本人 ）。この巻き寿
司の店もそうだが、客が料理の仕方や材料などを尋ね
つつ、楽しそうに買い物をしているのが印象的だった。
イギリスにはさまざまな民族が流入しているが、ファー
マーズマーケットは彼らに小さなビジネスの機会を提供
するとともに、地元の住民が異なる文化を直接体験し
理解する場でもあるのだ。

３

ファーマーズマーケットの支援団体：FARMA
．
の活動

これまで何度か出てきた FARMA は、ファーマーズ

手作りチーズの店

マーケットと農場での直売を支援するイギリス国内で
唯一の全国組織である。2003 年に既存の農場直売の
団体とファーマーズマーケットの団体が合併し、非営
利の協同組合組織として発足した。約 500 のファーマー
ズマーケットや農場などが会員となっている。FARMA
は、ファーマーズマーケットについて情報の発信や提
供、表彰事業などさまざまな活動を行っているが、最
も重要な活動は、前述した自主基準に即した認証制度
であり、チェックも含めたその運用である。
FARMA のファーマーズマーケットに対する認証基
準は以下の６項目であり、それぞれの項目についてさ
らに細かいルールが設定されている。

日本人の女性が太巻き寿司を売っていた

１

周辺地域（ファーマーズマーケットごとに範囲

どを売るフュージョン料理の店など、珍しい料理を売

を設定）で生産された商品のみが販売されて

る店が目についた。そして、入り口近くには、手作り

いること

の巻き寿司を売っている日本人の女性もいた。お店の

２

その商品の主たる生産者自らが販売していること

【食料・農業・農村】海外レポート／イギリスのファーマーズマーケット
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３
４
５

６

生産者が農産物を販売する場合には、周辺地

を満たし認証されたファーマーズマーケットは、認証ロ

域で生産されたものだけを販売すること

ゴマークを掲示することができる。FARMA の会員に

加工品については簡単な加工品で、少なくとも

なることを申請してから９カ月以内に認証基準に沿った

材料の１つは地元産であること

ファーマーズマーケットの運営を行うことが FARMA

ファーマーズマーケットの基準、販売している

の会員になれる条件となっている。現在、約 250 の

ものの生産方法や生産地などについて消費者

ファーマーズマーケットが FARMA の認証を得ている

に情報を開示すること

そうだ。認証規準が守られているかどうかの検査は独

ファーマーズマーケットは独自の基準を設定で

立した機関が行い、例えば、ケーキあるいはパンを作

きるが、上記５項目と相反する内容ではないこ

る際に地元の原材料を買っているかどうかレシートの

と

提出を求め、認証の基準を満たしているかどうかを確

民間組織の自主基準ではあるが、イギリス政府のサ

認している。

イトでも紹介されているなど、イギリスのファーマーズ
マーケットの基準の基礎となっている。このような基準
があることで、ファーマーズマーケットと他の食品小売
店との明確な違いや質の高さが消費者に見えるように

４

日本の直売所への示唆：ファーマーズマー
．
ケットの意義

ファーマーズマーケットのもたらす効用は極めて多様
である。FARMA はそれについて、自身の報告書 注６）

なっている。
FARMA の現会長であるサリー・ジャクソンさんにイ
ギリスのファーマーズマーケットの状況について話を聞
いた。ちなみに、サリーさん自身は、イングランド中部

のなかで、
・農業が見えるようになり、農業者と消費者、都市
と農村を結び付ける

の州リンカンシャーで夫とともに農業生産・加工・販売・

・地元で生産される良質な食品への評価を高める

レストラン・体験・教育などを総合的に取り込んだ農場

・多数の多様な農家が地元の市場のために生産す
ることで存続できる

を営む女性農業者である。
サリーさんによれば、約 15 年前から、
「一定の距
離以内の地産の旬の野菜や果物を売る」
「地元の食材

・地方の経済を活性化させ、地方都市の商店街を
再生する

を用いた加工品を売る」というイギリスの新しい形の

・食品加工のような新しい技術・商品を振興する

ファーマーズマーケットが始まったという。これに地方

・食に加えてコミュニティー、教育、環境などの面

自治体も関心を持った。かくして、イギリスのファー

で、地方の住民の生活の質を向上させる

マーズマーケットには３つの形態が存在している。１つ

とまとめているが、実際の例からも分かるように、ファー

目は地方行政主導のファーマーズマーケットと、２つ目

マーズマーケットは地元の農産物の販売の場であるの

は個人あるいは消費者組合のようなグループが始めた

みならず、地域の中小ビジネスを振興し、さらには地

ファーマーズマーケット、３つ目は場所と店舗が固定さ

域コミュニティーの構築・活動の場となっている。

れたファーマーズマーケットである。

日本のファーマーズマーケットは農業者の販売の機

他方、サリーさんによれば、ファーマーズマーケット

会を提供する場であり、スーパーに比べて新鮮で安い

を好む消費者は２タイプあり、１つは高級スーパーの

という魅力で消費者を惹き付ける、というのが一般的

ウェイトローズで買い物をするような裕福層、もう１つ

だ。しかし、これまで見てきたイギリスのファーマーズ

は、食に対する関心の高い人たちで、必ずしも裕福で

マーケットは、スーパーとは違うものを地域の生産者

はないが生産地、有機農産物かどうかにこだわる消費
者層だそうだ

注６）FARMA(2009)「イギリス下院Communities and Local

FARMA のファーマーズマーケットの自主認証基準
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が売ることで、農業者の販路の確保に加え、農業者
と消費者を近づけ、さらに地域コミュニティーの活性
化に貢献している。日本においても、ファーマーズマー
ケットは都市と農村を結び付け、地域振興に寄与する
ことが期待されており、最後にイギリスの取り組みか
らそのための参考となると思われるいくつかの点を指
摘しておきたい。
第１に、
「ファーマーズ」と名前がつく以上、農業
者の存在が見えることが前提であるはずだ。日本の
ファーマーズマーケットにも「生産者と直接触れ合える
場」であることをうたうものがあるが、現状ではそこで

ロンドン中心部、大英博物館裏で見かけたファーマーズマーケット

生産者を見ることはほとんどない。イギリスのファー
マーズマーケットは、生産者自らが出店している。常

を出したりといった工夫もなされている。日本のファー

設か週１回の開催であるかの違いはあるが、ファー

マーズマーケットでは安売り競争が起こってしまうと聞

マーズマーケットとスーパーとの一番の違いであるべ

くが、イギリスのやり方は参考になるのではないか。

き「生産者との直接のやりとりの場」の確保を日本でも

第５に、どのファーマーズマーケットも、ホームペー

もっと重視すべきではないだろうか。近年、スーパー

ジやメール配信を通じて、
出店者の紹介や毎週のファー

などでも、
「地元産コーナー」などを設置する所が増え

マーズマーケットの内容などを細やかに情報発信して

ているなか、ファーマーズマーケットとスーパーとの違

いる。また、出店者へのファン投票、子ども向けイベ

いは生産者の存在の有無になってくるのではないだろ

ントなど、客が楽しめるさまざまな企画も用意されてい

うか。

る。住民がファーマーズマーケットに愛着を持ち、自

第２に、オックスフォード市のファーマーズマーケッ
トに見られるように、イギリスのファーマーズマーケッ

ら参加するような仕掛けがファーマーズマーケットの定
着をもたらしている。

トの管理母体や出店者には多様な市民団体、ＮＰＯな
どが関わっている。都市側が単なる「お客さま」以上
の役割を果たすことが、都市と農村の間の交流や助け
合いを促進している。
第３に、手作り品、地元の特産品などを作る農業者
以外の生産者も出店できることが、地域経済の活性
化に寄与している。その場合、イギリスのファーマー
ズマーケットに見られる、加工品の原料も含めて徹底
して地元産に限定するといった基準の存在が、出店者
の質、ひいてはファーマーズマーケットの質を向上させ
るだろう。
第４に、イギリスのファーマーズマーケットでは、１
アイテムにつき１店舗しか出ていないので、同じ産品を
売る生産者間の価格競争が起こりにくいと思われる。
それぞれのファーマーズマーケットの店舗数が少ない
こともあるが、野菜農家が共同販売したり、交代で店
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わが国における農家民宿の
今後のあり方を考える
〜新潟県十日町市「貸民家みらい」の取り組みを訪ねて
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

郡山 雅史

発祥の地、ヨーロッパでは農山漁村における滞在型

はじめに〜体験提供型の農家民宿は持続可
．
能なモデルか？

の余暇活動と位置付けられているグリーンツーリズム

研究対象としてだけでなく、一旅行ファンとしてもか

だが、わが国では日帰り、短期利用が主で、いまだ滞

ねてより注目していた、新潟県十日町市にある民家を 1

在型とは成り得ておらず、その中核（宿泊）施設である

軒丸ごと貸し出す農家民宿「貸民家みらい」の取り組み

農家民宿も滞在型とはなっていない。

１

を取材する機会に恵まれた。

こうしたなか、旅行エージェントは農業・農村体験な

青木辰司がその著書『転換するグリーン・ツーリズム

どを組み込んだ旅行商品（教育旅行商品含む）を販売

〜広域連携と自立をめざして』で指摘するように、わ

し、農業・農村体験を組み込んだツアー企画を打ち出

が国の農家民宿は、農業体験などの体験を売りにした

す地域も増えている。しかし、ここで提供される体験

体験提供型のものが大半を占める。そうしたなか、貸

は、田植え体験や稲刈り体験などに代表される紋切り

民家みらいは民家の空間を提供し、お任せ型の滞在

型、ワンパターン化に向かうケースも少なくなく、時間

を促している珍しいタイプの農家民宿といえる。

の経過とともに取り組みそのものが廃れるリスクもはら
んでいる。

圧倒的多数の日本人は、グリーン・ツーリズ

さらに一方で、農家の副業的位置付けが主であるは

ムは農 業体験である、という認識を持ってい

ずの農家民宿だが、体験提供は主業を持つ農家にとっ

る。
「緑豊かな農山漁村で自然、文化、交流を

て負担が大きく、季節によっては提供するメニューも限

楽しむ滞在型の余暇活動」と定義されている

られる。現在は、行政から地域活性化への協力を求

グリーン・ツーリズムではあるが、農山漁村で

められたり、農業・農村の素晴らしさを伝えたいといっ

の生活の場から遠い都市生活者にとって、
「滞

た運動的な性格により、手間が掛かる割に事業性が低

在型の余暇」のイメージは湧きにくく、勢い農

くても成立しているが、頻度が増え、日常的な作業と

業体験を提供しなければ退屈してしまう。こう

なったら、取り組めなくなるケースも出てくるのではな

した既成観念がホスト側には特に根強く、ま

いか。また、価値観が異なる次世代への継承は、現

ずは体験メニューをという手順で、グリーン・

在の取り組みのままではなかなか難しいようにも思わ

ツーリズムの実 践に取り組む例がほとんどと

れる。

いってよい。
（青木辰司『転換するグリーン・ツ
ーリズム〜広域連携と自立をめざして』＜学芸出
版社＞より）

過ごし方はあなた次第〜貸民家みらいの取
．
り組み

２

本稿では、多くを体験型が占めるわが国の農家民
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宿のなかで、民家の空間を提供し、過ごし方は利用

民家みらいを立ち上げた。

者にまかせると
いった、主流と

（２）空間を提供、活動はおまかせ〜貸民家みらい

はやや異なる方

の取り組み

向性を示す農家

「過ごし方はあなた次第」これは貸民家みらいが創

民宿である貸民

業翌年に立ち上げたホームページのトップ画面に掲げ

家みらいの取り

たメインコンセプトである。1998 年に事業を立ち上げ、

組みを取り上げ

ちらしを印刷し営業を始めたものの、なかなか客が集

る。

（有）ワカイ測量の事務所

まらなかったため、翌 99 年ホームページを制作し、イ
ンターネットを介した予約受け付け・運営に切り替え
たところ利用者が増えはじめた。現在の料金は１人

（１）貸民家みらいとは？

4200 円。風呂利用の場合は別途 1100 円と設定してい

貸民家みらいは、新潟県十日町市のまつだい地区（旧

る（その他、冬期間は暖房費が必要）
。

松代町）にて（有）ワカイ測量が４軒の民家を貸し出す
農家民宿業である。県の南部に位置する十日町市は、
南に日本三大渓谷の清津峡、西に日本三大薬湯の松
之山温泉を有し、冬は２〜３ｍの積雪がある日本有数
の豪雪地帯で、魚沼産コシヒカリの産地でもある。か
つては、京都・西陣と並ぶ織物の一大産地だったが、
近年は需要低迷により、産業規模が著しく縮小した。
同地で 2000 年より３年に１度開催されている「大地の
芸術祭

越後妻有アートトリエンナーレ」は、世界最
大級の野外アート展と
して知られ、 国内 外
から多くの来訪者があ
る。

貸民家みらいホームページのトップページ

創業者の若井明夫

１号館

表札

さんは、 一度、 東 京
に働きに出た後、 農
業をやろうと故 郷に
戻ったが、周囲の人た
ちのように冬場の出稼
ぎはしたくないと、東
創業者の若井明夫さん

京で取得した土地家

屋調査士などの資格を活用、サイドビジネスとして測
量事務所を立ち上げた。農業よりも測量業が次第に忙
しくなるなか、現代の都会人にはこうした要素が必要
になるだろうと、やはり東京時代に知ったヨーロッパの
グリーンツーリズムを参考に、1998 年、農家民宿の貸

１号館からの眺め
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１号館

貸民家みらいの基本業務は、客の送迎と貸民家の

囲炉裏の間

利用説明（鍵の受け渡し、宿泊料の徴収など）、そして、
風呂利用希望の場合は風呂の準備。加えて、清掃など
の管理業務（冬期は雪下ろしが必要）である。利用者
を迎え入れ、交流や体験を提供するといったわが国の
多くの農家民宿とは大分、様子が異なる。とはいえ、

１号館

露天風呂

創業者の若井さんが客対応していたころ（現在は息子
さん２人が継承）は、
「○○で蛍が見られるよ」とか、
「○
○でカブトムシがとれる」といった積極的な声掛けによ
る地域内の案内などを行った。また、旧松代町出身の
東京在住者が間を取り持ち、創業まもなくスタートし
た、若井さんの棚田をフィールドとした東京都世田谷区
「世田谷棚田倶楽部」の体験活動は今日まで 15 年以上
も継続している。原則、活動は利用者に任せている貸
民家みらいにおいて体験的要素はあまり目立たないが、
利用者が希望する場合にはニーズに応じた対応を行っ

1 号館は若井さんの元実家。他は、地域の空き家を購

ている。また、原則、食事提供は行っていないが、希

入。基本的に貸民家はトイレ、洗面所など、水回り部

望者には地域の食堂にケータリングサービスを依頼し

分にしか手を入れておらず、外観はほぼそのままであ

ている。

る。台所には冷蔵庫、調理器具・食器などがあり、洗
濯機、テレビ、暖房器具も備えられている。各棟には

（３）最小限の改修〜貸民家みらいが貸し出す民家
貸民家みらいが貸し出す民家は１号館、２号館、３

風呂も設置されているが、最初に手掛けた１号館のみ、
宿に特色を持たせようと薪 で沸かす露天風呂にした。

号館、５号館の全部で４軒（一時、４号館もあった

１号館は集落内の眺望の良い小高い場所に立地してお

が、結婚した息子さんの住居にしたため、現在は貸し

り、全棟のなかで一番人気がある。１階に、玄関、板

出していない）。すべてまつだい地区に位置しているが

の間（もとは土間？）
、シャワー、囲炉裏、台所、洗面

それぞれ離れており、車でないと回ることができない。

所、トイレ、和室４間（８畳×３、６畳×１）、縁側があ
り、８人程度を対象とした農家民宿スペースとなって
いる（２階もあるが対象外）。
１号館をオープンした 1998 年は、まだ農家民宿関
連法規の緩和前であったため、１号館はトイレ（温水
洗浄便座付き）を５カ所、
洗面所を４カ所設置し、
現在、
行う整備に比べ多くの改修費が掛かった（現在、新潟
県では農家民宿開業にあたり、トイレ、洗面所の数は
問われなくなった）
。
（４）年間利用者は約 2000 人〜取り組み成果
貸民家みらいは通年営業のため、年によっては２ｍ
前後に及ぶ豪雪地の暮らしを体験することができる。

１号館
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ーレ開催年は約 2500 人に増える）
。１棟当たりの利用

ても、経営的には楽で

は約 500 人となり、１日当たり１人以上が利用している

はない。一部の棟は、

計算になる。うちリピーターは半分程度。居住地は首

新潟県、旧松代町より

都圏、特に東京が多い。親戚のような付き合いをして

補助金を受け、残りを

いる利用者も少なくなく、なかには客というより、農作

自己資金でまかなうだ

業の手が回らないとき、応援に駆けつけてくれるサポー

けで済んだことは経営

ターもいる。公共事業の減少に伴い測量業の受注が

にとって大きかったと

減るなか、
（有）ワカイ測量の事業は、次第に農家民

若井さんは話していた。

宿業のウエートが高まっている。若井さんは、ぎりぎり

今後、こういった方向

で食べていける程度だが、仕事そのものがないこの土

で農家民宿モデルを検

地で仕事できること自体すごいと自らを評価していた。

討する際、設備投資は

また、今後、後継者の確保が大きな課題となりそう

大きな課題となりそう

なわが国の農家民宿であるが、貸民家みらいではすで
に２人の息子さんが事業を継承している。

農業のサポーター上野さん（世田
谷棚田倶楽部）

である。
また、貸民家みらいが貸し出している４棟は、それ
ぞれが離れて建っているため、これ以上棟を増やすと

（５）補助金がないとやや厳しい経営〜取り組み課題

清掃や雪下ろしなどの管理が容易ではなくなる。

空き屋などの活用で先行投資を押さえられることに

加えて、現在、リピーターの獲得に一定程度、成功

着眼した貸民家みらいであるが、空き家購入費用とし

している貸民家みらいであるが、利用者の満足度を上

て 200 万〜 300 万円、その改修費用として約 500 万

げる工夫・努力（原則、少ない手間で）が今後とも求

円を要し、おおむね 700 万〜 800 万円の先行（設備）

められる。若井さんが接客していたころは、利用者へ

投資を要する。５年間で償却すると考えると１年当た

声掛けを行い希望者には地域の魅力を伝えるガイドを

り 140 万〜 160 万円、10 年で償却すると考えると１年

し、親戚付き合い的なリピーターを獲得した。事業を

当たり 70 万〜 80 万円の計算となる。一般民宿並み

継承した息子さんたちは隣接する畑で自ら作った野菜

の 4200 円／人の価格設定では、たとえ稼働率が高く

を提供し、利用者に新鮮な味覚を味わってもらうなど、
若い世代ならではの あっさり としたコミュニケーショ

１号館

水洗トイレ

１号館

ンを行っている。取材当日、貸民家みらい（若井さん）

洗面所

世田谷棚田倶楽部が活動する棚田
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の農作業の応援
（援農）
に来ていた
「世田谷棚田倶楽部」
のメンバーであり東京在住の上野さんは、宿で体験を

３

．わが国における今後の農家民宿の形を考える

するというより、地域に出向き体験ができるように、現

空間の提供をメインとし過ごし方は利用者に任せる

在、地域で行われていることの情報が得られるとよい

貸民家みらいの取り組みを踏まえ、わが国における農

と話していた。

家民宿の今後のあるべき方向を考えてみたい。

（６）利用者ニーズに手応え〜今後の取り組み

（１）省力化と地域分担

まつだい地区を含む十日町市周辺は「大地の芸術祭

農家民宿は、経営難を抱える一般民宿が活性化方

越後妻有アートトリエンナーレ」開催などにより、外部

策（付加価値）として、農業体験などの体験メニュー

からの来訪者が多く、その結果、若年層をはじめとす

を組み入れアピールするケースも想定されるが、利用者

る移住者が少なくない。そうした動きは、一時は寂れ

に「緑豊かな農山漁村で自然、文化、交流を楽しむ滞

たまつだい地区の旧商店街に新住民によるカフェやゲ

在型の余暇活動」を提供しつつ疲弊する農山村の農業

ストハウス、ギャラリーなどが開業することにつながっ

などを支援し国土の保全につなげるといったグリーン

ており、新しい形での商店街再生がなされつつある。

ツーリズムが持つ本来的な役割を考えると、やはり農

貸民家みらいの取り組みに手応えを感じている若井

家が「副業」とする取り組みを中軸とすべきと思われ

さんは、都市住民における農山村へのニーズは今後と

る。貸民家みらいは農業・測量業の副業として農家民

も高まると感じており、次の展開として現在、味噌づく

宿業に取り組んだが、最初から副業として手間を掛け

りの作業場として確保している駅に近い民家を活用し、

ないことを意識し、食事の提供は地域の食堂に外出し

長期滞在の旅行者などが、共同で利用する「シェアハ

している。食事以外にも地域には、分担により、滞在

注）

ウス」 の開業を検討している。また、測量業、農家

をより魅力的にし、かつ地域を振興させる資源が少な

民宿業とは別に取り組んでいるどぶろくや味噌などの

くないと思われるが、それらをどう発掘、活用してい

農産加工事業も順調であり、その販路は少しずつ全国

くかが今後のカギとなろう。

に拡大している。
（２）着地型農家民宿運営
近年、
「着地型観光」と呼ばれる観光客の受け入れ
地域側が旅行企画を行い、参加者が現地集合、現地
解散する新しい旅行業態が注目を集め、地域の振興に
つながることが期待されている（これに対し、都市部
の旅行エージェントなどが企画・集客する従来型のも
のは「発地型観光」とされる）。貸民家みらいは、開
業翌年、インターネットにホームページを立ち上げ、自
ら情報を発信し、自ら集客を行う現在の事業形態を
確立した。原価償却が圧迫し楽ではない経営におい

注）リビングや台所、浴室などを共有し、各人の個室をプライベー
ト空間とする共同生活のスタイル（個室をシェアするドミトリータ
イプもあり）
。部屋数の多い戸建住宅を 複数の住人に貸し出す手段
「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」を巡るツーリスト

として生み出された。若者や外国からのバックパッカーなど、さま
ざまな国籍の入居者（最短1カ月から入居可 ）が一つ屋根の下で一
定期間、滞在するゲストハウス的性格を持つシェアハウスなどが昨
今、わが国で見られるようになりつつある
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て、旅行エージェントなどの仲介マージンを発生させず、
集客という川下の主導権を握ることは、事実上、経営
の主導権を握ることに匹敵するものと思われる。

４

おわりに〜小さな手間で大きな満足を提供
．
する農家民宿モデルの創出

本稿では貸民家みらいの取り組みを通じ、わが国の
今後の農家民宿のあり方を考えてきた。

（３）地域情報発信システム

民家の空間を提供し、過ごし方は利用者にお任せ

青木辰司は『転換するグリーン・ツーリズム』で、イ

の貸民家みらい。そこでは、民家の空間が、何もしな

ンターネットで宿泊予約を受け付け、農家での滞在の

い時間（実際はいろいろな活動をしているが）を楽しむ

魅力を紹介し、地域情報などを掲載したガイドブック

仕掛けとして機能しているように見受けられた。そして、

を発行するイギリス農家民宿協会の取り組みを紹介し

特別な体験メニューの提供がなく、お任せであっても

ている。自ら調べ計画・手配し旅行（滞在）する自律

やって来る、主体的に行動する利用者たち。こうした

型と呼べそうなツーリストであっても、初めて訪ねる農

取り組みがわが国で成立しているということ、今後も伸

山村は滞在に必要な情報に乏しく、あっても通常（非

びそうな勢いが感じられたことは、農家民宿の今後の

滞在型）の観光情報であることが多く、何ができるの

あり方を考える上で大きなヒントとなるものと思われた。

か、何をして過ごすか考えることが極めて難しい。ツー

今回の取材を通じ、農家が副業として継続できる手

リストの自律的な滞在を引き出し、活気付けるこうした

間が少ない農家民宿モデルの創出、わが国に潜在的

情報は「緑豊かな農山漁村で自然、文化、交流を楽し

に存在する自律型ツーリストが自ら滞在を楽しめる仕

む滞在型の余暇活動」にとって、自律型の滞在を生み

掛けづくり、そして双方をマッチングさせることが、今

出す上で非常に重要と思われる。

後のわが国のグリーンツーリズム、その中核（宿泊）

また、青木はイギリス農家民宿協会が、客観的評
価制度を確立し、イギリスの農家民宿の品質の向上に

施設となる農家民宿において、あらためて重要である
と感じられた。

大きく貢献したことについても触れている。
（４）「場」の活用〜何もしない時を楽しむ仕掛けづくり
体験には、ホストの手を必要とするものもあれば、
ホストの手を必要とせず、利用者が自ら行うのに適し
たものもある。民家の空間を提供し、過ごし方は利用
者に任せる貸民家みらいは後者に近いといえるだろ
う。自然の風が通る開放的な造りの昔ながらの民家、
自然と暮らしが隣り合わせの農山村は、四季の変化を
味わうのに適しており、こうした感覚的、情緒的な魅
力は一度、体験すると、また味わいたくなる。子ども
の頃こうした経験をした人、何らかの機会にこうした魅
力を知った人がリピーターになることも多いのではない
だろうか？

本来、グリーンツーリズムや農家民宿は、

※ 2015 年現在、わが国の現行の法制度下では、本稿で紹
介した取り組みを新規に行うことは原則、難しい（類似事
例は散見される）
。しかし、全国で深刻化する空き家問題
対策、地域資源の活用としても、こうした取り組みが注目さ
れつつある。

利用者の感性に訴える要素が不可欠であると思われる
が、その宿泊空間や地域空間づくりにおいて、適正の

【参考資料】

高い場や要素を見いだし活用することは、利用者の自

・青木辰司『転換するグリーン・ツーリズム〜広域連携と自立をめ

律的な行動を引き出し、小さな手間で充実した滞在を
促す上で大きなポイントとなるものと考えられる。

ざして』学芸出版社、2010年、136 〜 138ペ ー ジ、143 〜
149ページ
・貸民家みらいホームページ
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新しい食品表示制度における
農産物直売所の具体的な対応について
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

加藤 美紀

2015年４月１日、食品の表示に関する新しい法律「食

す。 生鮮食品と加工食品では義務表示の内容が大きく

品表示法」が施行されました。これは、かねてより複雑

異なります。 今まで食品衛生法とＪＡＳ法で定められて

で分かりにくいと問題視されていた複数の食品表示に関

いたものを、ＪＡＳ法の考え方に統一しました。乾燥し

する法律を包括的かつ一元的に見直ししたものです。農

た野菜や果物などは注意が必要です。 アレルギー表示

産物直売所においても、生鮮食品や加工食品の食品表

や表示責任者などが義務表示となります。

示について、 この法律を順守することが求められます。
具体的な対策を見ていきましょう。

次からは加工食品の変更ポイントです。１つ目は添加
物の表示方法です。 原材料名に記載されていた添加物
を原材料と明確に区分し重量順にそれぞれを表示する

１．農産物直売所における食品表示法

ことになりました。添加物の安全性に関する考え方はさ

農産物直売所で消費者に伝える情報には「食材の安

まざまですが、 食に関心の高い消費者にとって、 添加

全に関する情報」と「食材選択のための情報」「供給側

物が分かりやすく表示されれば食材選びの幅が広がる

が伝えたい情報」があります（表）。こうした情報に対し、

はずです。農産物直売所の加工食品は農家の手作りの

食品表示法は一定のルールを定めたものです。

ため添加物が少なく、この部分を価値として伝えやすく

食品表示法はＪＡＳ法、 食品衛生法、 健康増進法で

なりました。

規制されていた表示部分を一元化したものです。法律自

２つ目は複合原材料（中間加工原材料）の表示方法

体は23条から成るとてもシンプルなものですが、ルール

です。複合原材料を使用する場合、原則、最終製品を

を具体的に定めている食品表示基準は749ページの膨大

製造する事業者が使用する状態の原材料を一般的な名

なものになっています。さらに通知・Ｑ＆Ａ、ガイドライ

称で表示します。消費者は一貫して製造しているのかど

ンなどを含めると2000ページ近い資料になり、 印刷す

うか判断材料になっていました。 農産物直売所など手

る際には注意が必要です。 ３法を包括した法律なので

作り加工品が多い場合、原材料名に複合原材料名がな

ある程度のボリュームは仕方ないことですが、すべてに

いことがアピールポイントです。しかし、今回の食品表

目を通すにはエネルギーを要します。まずは、この食品

示法では、厳しい条件ですが複合原材料を分割して表

表示制度に関わる法律と基準の構成（目次）を理解し、

示することが可能としています。今後、どのような表示

野菜や果物の生鮮食品と加工食品を中心に対応していき

が出てくるのか注意して見守る必要がありそうです。
３つ目はアレルギー表示の変更です。使っている原材

ましょう。

料に対しアレルギーは一括表示だったものから個々の原
材料名の直後に（〇〇を含む）と表示することを原則と
しました。 アレルギーを持つ方にとっては安心して食材
を選べる環境が整いつつあるように思います。 一方、
個々にアレルギーを表示するので文字数が多くなり見に
２．大きな変更点

くいなどの課題もあります。また、特定加工食品（マヨ

変更の１つとして生鮮食品と加工食品の分類がありま
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と考えられてきた食品）および拡大表記（特定加工食品

この動きをビジネスチャンスとして取り組んでいるＪＡも出

の名称を含むことでアレルゲンを含むことが予測できる

てきています。ＪＡみっかびでは、特産品の三ヶ日みかん

と考えられてきた表記 ）が廃止になりました。 食べる人

を機能性表示食品として届け出しました。骨の健康に役

の命に関わる部分なので、 正しく分かりやすいアレル

立つβ−クリプトサンチンが含まれている旨の表示が可

ギー表示を実行しましょう。

能です。 更年期以降の女性にとってサプリメントだけで

４つ目の変更は栄養成分です。 原則、 すべての加工

なく果物で健康を維持できるという選択肢はうれしいも

食品に熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウム

のです。 一方、 表現について制約が多く、 消費者に機

（食塩相当量で表示）の表示が義務付けられました。ナ

能をしっかり届けられるのかなど課題も少なくありません。

トリウムを食塩相当量で表示することで、塩分の摂取目
安として活用しやすくなりました。 計算はナトリウム量

４．表示の課題

（mg）×2.54÷1000＝食塩相当量です。 男性は8.0ｇ未

今回の食品表示法では、 法人に対する罰則が強化

満／日、 女性は7.0ｇ未満／日が摂取量の目安です。 ご

残留農薬検査や細
されています。農産物直売所では、

自分の食事を振り返り他の栄養成分と合わせ健康的な

菌検 査など安 全対策費を確保している店舗が少なく

食事を選択することが容易になりました。この他に飽和

ありませんが、今後は食品表 示の対策費も必要となっ

脂肪酸と食物繊維の表示を任意（推奨 ）としています。

てくるでしょう。 大手食品メーカー並みに対応してい

将来的には義務化となっているので、 これを機会に表

かなくてはいけないなか、似たような環境にある農産

示項目に入れておくのもいいかもしれません。 事業者の

物直売所同士が知恵を出し合い食品表 示を検討して

規模によって例外規定が設けられています。課税売上高

いくことも必要です（図 ）。 また、ＴＰＰを見据えた原

が1000万円以下などの小規模事業者は表示が免除され

産地表示のルールが今後どのようになるのかも気にな

ます。出荷する生産者が混乱しないよう勉強会などを開

るところです。 食品表 示法では、生鮮食品は１年半、

催し丁寧に説明していきましょう。 栄養成分の数値は実

加工食品は５年という経過措置期間があります。 地

際に分析した値（分析値）の他にデータベースなどをもと

場食 材の販売戦略と合わせ対策を講じる期間としま

に算出された値（計算値 ）、 類似食品から類推した値

しょう。 地場食材の価値をしっかりと伝え、消費者の

（参照値）などがあります。詳しくはガイドラインを参照し

食材選択の手助けとなる食品表示をすることで、地場
食材の需要の掘り起しにつながるはずです。

てください。
表示責任者にも変更があります。 販売者名を表示す
る際、 加工所、 製造所を販売者名の近くに表示するこ
とになります。 農産物直売所の場合、 一括表示に店舗
名を入れている場合があると思いますが、 出荷者名を
一括表示にするのか、店舗名にして併記するかなど整理
しておきましょう。
３．機能性表示が可能となります
食材の持つ健康への効果について表示が可能となる
「機能性表示食品」という新たな制度が創設されました。
この制度を活用すれば、 野菜や果物を食べることが老
化防止、発ガン抑制、血圧上昇抑制、免疫増強などの健
康づくりに役立つことを消費者に伝えることが可能となり
ます。地場食材を活用した食育活動にも弾みがつきます。

【食育ソムリエNOW】新しい食品表示制度における農産物直売所の具体的な対応について

ＪＣ総研レポート／2015年 冬／VOL.36

49

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

『協同組合研究誌 にじ』2015年冬号の特集テー
マは、
「格差・貧困社会が拡大するなかで協同組合

特集「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」

は何ができるか」である。

特集解題

この研究テ ー マの座長である桃山学院大学の津

桃山学院大学 名誉教授 津田 直 則

田直則名誉教授より、次のとおり特集解題を寄せて
経済成長が停止し、 競争が激化するなかで、 若

いただいた。
各論題テーマと執筆者は表のとおりである。
『ＪＣ

年世代を中心に格差・貧困が拡大し深刻化している。

総研レポート』とあわせ、
『協同組合研究誌 にじ』

これは現代における危機の一局面である。 こうした

のご愛読をお願いしたい。

若年世代が抱える多様な願い・ニーズに協同組合は
どのように応えるのか、何ができるのか、これが今
回の特集における１つのテ ーマである。 もう１つの
テーマは、 それにもかかわらず海外のあちこちでい
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1944 年 大阪市生まれ
66 年 関 西 学 院 大 学 経 済 学
部卒業
68 年 神 戸 大 学 大 学 院 経 済
学研究科修士課程修了
69 年 大 分 大 学 経 済 学 部 に
勤務
76 年 桃山学院大学に勤務
80 〜 ユーゴスラビアに研究
81 年 留学
2014 年 桃山学院大学 名誉教授

題点や課題などについて制度の功罪両面から整理し
ていただく。
上田正氏（日本生活協同組合連合会生活相談・
貸付事業アドバイザー）からは、
「生協における生活
相談・貸付事業の現状と課題」と題して、日本生協
連が取り組む生活相談・貸付モデル事業について説
明いただく。 当初のいきさつは、 多重債務者相談・
貸付事業を先行実施している消費者信用生協など３

くつものタイプの協同組合を中心としたコミュニティ

生協からの検討要請を受け、生協総研による調査・

ーが形成されている。 その実態はどのようなもので

研究を経て、2014年春に日本生協連がみやぎ生協

あるか、果たして協同組合およびそれを含む社会的

をモデル生協として実施し、コープ生活相談・貸付

経済には未来の可能性はあるのか、 資本主義は存

事業システムを開発したことに始まる。その背景とし

続し得るのか、修正可能であるのかなどを問題にす

ては、 わが国における格差・貧困の拡大、 貯蓄の

る。 これらの問題を特集では論考編と実践編に分

ない世帯の増加、 多数の多重債務者の存在、 など

けて議論していく。

がある。 生協が取り組む貸付事業の特質について

論考編では５名に執筆いただく。まず水野和夫氏
（日本大学国際関係学部教授）には資本主義経済体

議論するとともに、みやぎ生協相談室への相談内容
などについて述べていただく。

制の終焉不可避の問題について議論していただく。

重田園江氏（明治大学政治経済学部教授）からは

氏の議論は、 先進国資本主義経済は利子率＝利潤

思想史的立場から「協同組合というプロジェクト」に

率がゼロに近く、 未来は絶望状態にあるためシステ

ついて議論いただく。氏は、協同組合に対する新自

ムの崩壊が間近に迫っており、 次のシステムについ

由主義者の批判を取り上げ、その視野の狭さを指摘

て考える時期に来ているという主張である。 次に来

するとともに、 それを許す原因になった歴史的背景

るシステムとは、近代における「より遠く、より速く、

が、 協同組合を育てた人々の期待を狭く見積もって

より合理的に」とは反対に、
「よりゆっくり、より近く、

しまうことになったのでは、 という仮説を立て議論

より寛容に」という新中世主義がキーワードである。

を展開している。

その根拠は何か、よりゆっくり、より近く、より寛容

新自由主義者にとっては、 ケインズ主義者も協同

にという社会はどのような社会なのか、についてさら

組合主義者も自由を侵害する共通の有害な敵である。

に議論いただく。この問題は、現実に起きているさ

氏はこの単純化の起源を、 資本主義対社会主義で

まざまな出来事は資本主義崩壊の予兆であると分析

はなく新自由主義者の「自由主義対経済介入主義」

する氏の議論とともに大変興味をそそる。

という図式化に求め、 それがいかに粗雑な歴史認

次の２名には生活困窮者問題について議論してい

識であるかを議論している。氏の主張は、新自由主

ただく。 大西連氏（認定ＮＰＯ法人・ 自立生活サ

義者の議論を超えて、産業社会の組織として広がっ

ポートセンター・もやい理事長）からは、生活困窮

ている会社（株式会社 ）との対比で協同組合を議論

者自立支援制度全般の問題について述べていただく。

すべきだという内容である。

2015年４月より生活困窮者支援事業が始まっている

論考編の最後は、津田直則（当解題筆者）
よる「資

が、この制度には中間的就労という曖昧な概念も含

本主義パラダイムの変革と協同組合コミュニティ」で

まれており、関係者には厳しい批判をする人もいる。

ある。 拙稿は上の重田氏の議論に見る新自由主義

氏には法制定のいきさつ、制度の概要、全国自治体

思想や営利企業（株式会社）に対する批判を共有し

での相談件数やプラン作成件数の実態、 制度の問

ているが、 さらに進めて新たな経済体制論としての

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2015年冬号の概要紹介
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社会的経済論を展開する。
まず現代に広がる経済システムの危機、人間性の

化されていないが、実際には各種の法人格を使って

危機、自然環境の危機の根源は現代資本主義経済

全国で事業や活動に取り組んでいる。 労働者協同

体制にあるとして、 資本主義経済体制のパラダイム

組合全国組織には、 労働者協同組合（ワーカーズ

と危機の関係を分析する。そこから現代に失われて

コープ：通称労協）連合会というグループと、ワー

いるのは正義であり、正義の回復には資本主義パラ

カーズ・コレクティブネットワークジャパン（ＷＮＪ）

ダイムの変革が求められていると主張する。 さらに

という、生協から生まれたワーカーズ・コレクティブ

危機を克服する社会のビジョンとして「連帯社会 」

（ 通称ワーコレ）の各地連合会の全国組織がある。

を提示する。 欧州の社会的経済は資本主義経済体

後者は女性が中心となり事業・活動を行っている。

制と連帯社会の経済体制の中間に位置し、 社会的

２つの全国組織の事業高合計は400億円を上回ると

経済の中心にある協同組合は、 世界各地で協同組

推定される。

合コミュニティーを形成している。

第１例は、伊藤剛氏（ワーカーズコープセンター事

実践編では６名に執筆していただく。まず障がい

業団・西日本本部事務局長）による「
『森』が鍵の地

者の問題を２例取り上げる。 濱田健司氏（ＪＡ共済

方創生と生活困窮者支援」である。ワーカーズコー

総合研究所・主任研究員 ）には「町ぐるみの『農福

プが推進している森林事業について、兵庫県での組

連携』─『プロジェクトめむろ』の取組み」について

織NextGreen但馬を中心に議論していただく。

述べていただく。 農福連携とは、 農業サイドと福祉

兵庫県の公共職業訓練生が自伐型林業に取り組

サイドが連携し、 障がい者が地域農業を支え、 農

むところから始まったが、 素人同然の若者による苦

家などが障がい者の就労を支えるという形で「障が

労のなかから地元に根付く森の事業が動き出した。

い者の農業分野における就労」を切り開いていくこと

労協はさらに京丹後、広島、東北・登米などで同様

をいう。 なぜ農福連携なのか。 農業は担い手が高

の事業を展開しつつあり、NextGreen但馬は、今で

齢化し後継者問題が深刻化しており、 障がい者は

は全国に広がりつつある森の健康診断、木の駅プロ

作業所での福祉就労に閉じこめられ自立の道を断た

ジェクト、地域通貨、森の百業などの先進事例にな

れている。 農福連携により新たな道が拓かれようと

りつつある。この労協による森林事業は、ＦＥＣ自

している。実例として、北海道十勝平野の芽室町に

給圏づくり、 地域循環型産業による地域再生、 地

おける（株）九神ファームめむろを中心とした「プロ

方創生などとも関係しており今後の発展性が期待さ

ジェクトめむろ」を取り上げる。

れている。

本多敬氏（大阪いずみ市民生協・常務理事）には

第２例は藤木千草氏（ワーカーズ・コレクティブ及

「働きづらさを持つ人への就労支援の取組みについ

び非営利・協同支援センターぷろぽの工房 ）による

て」を議論いただく。いずみ市民生協は2010年以降、

「協同組合コミュニティの可能性について─生活クラ

「株式会社ハートコープいずみ」および「株式会社い

ブ生協関連グループの地域における取組み─」であ

ずみエコロジーファーム」を設立し、障がい者雇用

る。氏による議論は、ワーカーズ・コレクティブが生

の促進、自立支援に取り組んできた。ハートコープ

協活動とつながり、いかにして誕生したか、社会的

いずみは食品残渣の堆肥化、エコロジーファームは

ニーズに応える事業所としてどのように全国に広がっ

その堆肥を使って野菜の生産・収穫の役割を担って

たか、 地域づくりの実践はどのように行われている

いる。この２つの子会社における生活困窮者自立支

か、 他の協同組合との連携によるまちづくりの例

援制度開始前後の問題、 就労支援の現場での諸問

（韓国・原州や東京・国分寺市）はどのように広がっ

題、今後の課題について議論していただく。
次は労働者協同組合による地域づくりの２例を取
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り上げる。 労働者協同組合は、 日本ではまだ法制
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次の２例は海外における協同組合コミュニティー

生産者をつなぐ生命運動が基礎にあり思想的レベル

の問題として取り上げる。先の論考編の拙稿では、

の高い運動を行っている。2010年以降は、 原州で

スペイン・モンドラゴンの街を多国籍企業の拠点型

は社会的経済に関する議論が活発となり協同組合コ

協同組合コミュニティーとして分類したが、次の石塚

ミュニティーを超えた議論がなされている。

秀雄氏の主張に従い、モンドラゴンの街は協同組合

以上で格差・ 貧困が広がる現代社会のなかで、

コミュニティーを含む社会的経済セクターとして、カ

協同組合などに何ができるかについて寄稿者の主張

ナダ・ケベック州は社会的経済セクターの州として、

を概説してきた。また海外では、協同組合コミュニ

また金起燮氏（協同組合研究家：トウレ生活協同組

ティーや社会的経済セクターとしての存在を主張する

合連合会〈元〉専務理事）の原稿における原州は、

都市や州が生まれていることを取り上げた。 日本で

タイトルに従い社会的経済型協同組合コミュニティー

も協同組合コミュニティーや社会的経済セクターにつ

として分類する形で修正したい。

いての議論が、 いかにすれば進むのか検討が望ま

石塚秀雄氏（非営利協同いのちとくらし研究所・

れる。

研究員）の「モンドラゴンとケベックにみる協同組合
とコミュニティとの協働の形成」によれば、モンドラ
ゴンの町（2.2万人）もケベック州（778万人）も、協

ＪＣ総研 第45回公開研究会のご案内

同組合コミュニティーではなく社会的経済（ないし社
会的連帯経済）セクターとして自己規定しているとい

《日 時》2016年１月23日（土）13：00 〜 18：00

う。つまり協同組合コミュニティーだけの街や州とし

《場 所》明治大学グローバルフロント３F 4031号教室

て見るのでなく、協同組合コミュニティーを含む社会

《研究課題》
「協同の視点から真の『地方創生』を問う」

的経済セクターすなわち非営利組織の連帯の街や州

開会あいさつ：当研究所 常務理事 勝又 博三

としてモンドラゴンやケベック州を議論する必要があ
趣旨説明

るという主張である。
氏によれば、 モンドラゴンの街には多くの市民活

福井県立大学 教授 北川 太一 氏

動アソシエーション、社会的活動アソシエーション、

第１報告

高齢者・年金者アソシエーションなどがあり、コミュ

「地方創生とは何か−問われる地域のかたち」
テーマ：

ニティーのなかで協同組合が果たす役割は、社会的
経済事業の一員としての役割を果たすことであると

（仮題）
報告者：岡田 知弘 氏（京都大学 教授）

いう。ケベック州の社会的連帯経済についてもその

第２報告

構成員としての協同組合、共済、アソシエーション、

テーマ：
「漁業・漁村・漁協の視点から問う『地方創

26に及ぶそれらのネットワーク団体、社会的経済支

生』
」
（仮題）
報告者：馬場 治 氏（東京海洋大学 教授）

援機関などについて述べている。
金起燮氏による「韓国における協同組合コミュニ
ティの形成─『原州協同社会経済ネットワーク』を中
心に─」では、 原州（人口33万人）における協同組
合コミュニティーの発展の歴史とその特徴について

第３報告
テーマ：
「
『小規模多機能自治』の形成過程と、その
可能性・課題」
（仮題）
報告者：田中 夏子 氏（都留文科大学 非常勤講師）

述べている。原州は「民主化運動の聖地」と呼ばれ、
人間の生存権を守るために信用・購買・共済・生産

まとめ・閉会あいさつ：福井県立大学 教授 北川 太一 氏

など、 各種の自発的な協同組合組織をつくり出して
いく。 また生協運動では、 都市の消費者と農村の

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）
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“目標管理”再考 その１
ＪＣ総研 経営相談部 人事コンサルチーム 主任研究員

幸田 亮 介

目標管理 は、職能資格制度・人事考課制度・能

という意味になってしまうところに問題がある。原文に

力開発制度などと共に、能力主義人事制度の核を成す

おいては目標と自己統制はマネジメントの手段である

目標管理制度を形成する概念である。 目標管理 を

が、
「目標管理」では目標が管理の目的語となってしま

組織運営のシステムとして組み込んだ目標管理制度は

う。そもそもマネジメントを安易に 管理 と訳したとこ

農協を含む多くの組織や企業で採用されているが、一

ろに問題があり、 自ら管理する よりも 管理される

方において 目標管理 は誤解されやすい概念である

という受け身的なニュアンスに捉えられてしまうのであ

ことが指摘されている。また、目標管理制度を導入し

る。目標管理制度は昭和 40 年代に日本に紹介され導

ている農協

注１）

においても、協同組合たる農協の 目標

入する企業も相次いだが、当時は定着しなかったとさ

が一般企業のそれと大きく異なることについて、役職

れる。その原因の１つが、目標を管理 するという 誤訳

員が正確に認識しているとは必ずしも言い難い。そこ

に基づくものであると考えられる。
「目標管理」では達

で、本稿においては、原著を踏まえ、あらためて 目

成すべき目標だけが強調されて目標優先になってしま

標管理 の定義と目標管理制度の基本フレームを再確

い、by Objectives and self-control の部分、すなわち

認した上で、農協にとっての 目標 について再考を試

目標設定と自己統制による（by） がまったく欠落して

みたい（３回連載予定）
。

しまう。目標優先では、ノルマ主義や売り上げ至上主
義とほとんど同義となり、やらされ感を伴う人事評価

１．ドラッカーの 目標管理
目標管理

の仕組みと誤解されやすいのである。現在においては

の概念は、アメリカの著名な経営学者

ピーター・Ｆ・ドラッカーが最初に提唱したとされており、
注２）

それは、ドラッカーの著作

において Management

目標管理

が見直され導入する企業も多いが、
「目標

管理」という呼称に捉われると、本来の意味が正確に
伝わりにくい恐れがある。

by Objectives and self-control と表 現されている。

当該概念の呼称に関して、参画と自己統制という本

これは 目標と自己統制によるマネジメント と直訳され、

来の意味を表すのであれば、 目標による管理 または

その意味するところは、目標設定と自己統制（進 捗 管

目標と自己統制によるマネジメント が望ましい。しか

理）によるマネジメント（経営管理）であり、
「個人が仕

し、
「目標管理」は社会一般に定着しているため変更

事の遂行を、目標を基準にして自己統制する」ことであ

は容易ではないことから、言葉はそのままであっても、

る。あくまでも自主的な目標設定と、自らによる進捗

少なくともその意味を取り違えないようにする必要があ

管理である（個人目標は組織目標の一部分を成すこと

る。

から、組織目標と関係のない個人目標は、もちろん、
注1） ＪＡ全中・ＪＣ総研「ＪＡの人事・労務管理総合調査」（平成

あり得ないが）
。
ところが、この Management by Objectives and
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27年３月〈平成26年８月31日現在〉）
によれば、目標管理制度を導
入している農協は全体の72.9%である

self-control は、日本語では「目標管理」という言葉と

『The Essential Drucker』
注2）Peter F Drucker（2001）

して定着している。この和訳では、 目標を管理 する

Harper Collins Publishers.NY 、125 〜 126ページ
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２．目標管理 の定義と目標管理制度の基本フレーム
目標管理 とは、一般に、職員（社員）一人ひとり
が業務目標を設定し、自ら主体的に職務遂行し進捗
管理することを意味する。その際、上司には、部下に
対して、組織目標を説明し十分な納得を得ること、お
よび適切な指導・支援をすることが求められる。個
人目標と組織目標が有機的に結び付くこと（目標の連
鎖）、職員個人が自ら目標設定に参画し主体的に進捗
管理を行うこと（参画と自己統制）、業務が求めること
と個人が求めることが同一であること（仕事と人間の
結合）が、目標管理制度の基本フレームである。加え
て、目標管理制度の導入目的としては、①経営管理手

●●●●●

人 事 管 理

これは、ドラッカーの提唱した「自己目標管理」
という考え方に従ったものだった。
『マネジメント』
にはこうあった。
自己目標管理の最大の利点は、自らの仕事
ぶりをマネジメントできるようになることにあ
る。自己管理は強い動機づけをもたらす。適
当にこなすのではなく、最善を尽くす願望を起
こさせる。したがって自己目標管理は、たとえ
マネジメント全体の方向づけを図り活動の統一
性を実現するうえでは必要ないとしても、自己
管理を可能とするうえで必要とされる。
（一四〇
頁）注６）

法、②人事評価のサブシステム、③職員の意欲・意識
の向上、④職員の能力開発・向上、⑤組織内コミュニ
ケーションの円滑化、を挙げることができる。

この「自己目標管理」の効果は絶大だった。部
員たちは、自らが練習方法を決めることで、これ
まで以上に強い動機づけを持ち、最善をつくすよ

３．
『もしドラ』の「自己目標管理」

うになったのだ。

2009 年に発売された岩崎夏海著『もし高校野球の
女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読ん
だら』
（以下『もしドラ』）注３）は、発行部数が 300 万部

このように、週ごとの目標に沿った具体的な練習方

に迫るベストセラーとなり、2011 年にはアニメ化・映画

法を野球部員自ら決めて実行（進捗管理）させること

化され、これらもヒットした。これは、架空の都立高

で部員のやる気を喚起し、部員が最善を尽くすように

校野球部のマネージャーを引き受けることになった主

なったことはまさに 目標と自己統制によるマネジメン

人公の川島みなみが、ドラッカーの『マネジメント』注４）

ト そのものである。引用しているドラッカーの「自己

にヒントを得て野球部のマネジメントを改革し、最終的

目標管理」も、自己 が「目標管理」の前にあるだけで、

に、弱小野球部を甲子園に出場させるという物語であ

本来の意味を表現していると言えよう。
（以下次号）

る。ドラッカーのマネジメントを野球に応用した分かり
やすさと、青春ストーリーとしてのエンタテインメント性
にも富む小説である。
『もしドラ』には、ドラッカーの
説くマネジメントの要素がふんだんに散りばめられてい
るが、
「目標管理」も例外ではない。以下、関連する箇
所を引用する注５）。

さらには、練習の運営に「管理」手段を盛り込
んだ。まず、マネジメントチームが週ごとの目標
を設定し、部員たちにそれを示した。次いで、そ

注3） 岩崎夏海『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
「マネジメント」を読んだら』ダイヤモンド社、2009年

れをもとに部員たちに練習方法を決めさせた。そ

注４）P.F.ドラッカー著、上田惇生訳『マネジメント【エッセンシャ

うやって、部員たちに自己管理させるようにしたの

ル版】── 基本と原則』ダイヤモンド社、2001年

だ。

注５）同注３、135 〜 136ページ
注６）同注４、140ページを引用している
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労 働 法 務 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
◆◆◆◆

女性活躍推進法について
〜一般事業主行動計画などの策定
ＪＣ総研 経営相談部

政府は、
「女性の活躍推進」
を成長戦略として掲げており、
「2020 年に指導的地位に占める女性の割合を 30％にする」

労働法務チーム

います。
①女性採用比率、②勤続年数の男女差、③労働時

ことを目標としています。その実現のため、
「女性の職業

間の状況、④女性管理職比率については、必須となっ

生活における活躍の推進に関する法律案」を 2014 年秋の

ています。

臨時国会に提出。これは廃案になり、2015 年の通常国会
に再度提出、８月 28 日成立し、９月４日公布されました。
この法律は、女性の職業生活における活躍の推進につ
いて、その基本原則を定め、国・地方公共団体、民間事
業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定
（国）、
民間事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における
活躍を推進するための支援措置などについて定めていま

注１：
「女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツール」
については、2015年中に厚生労働省のホームページで公表
予定。
注２：
「望ましい課題分析の手法 」について、 厚労省の「行動
計画策定指針」で定めている。
注３：厚労省令では、課題分析における任意把握項目として、
21項目が挙げられている。
（課題分析任意把握項目例）
・採用における男女別の競争倍率

す。
施行期日は原則、公布日から施行ですが、民間事業主

・労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の配置の状況

が策定する「一般事業主行動計画」、国・地方公共団体が

・男女別の将来的な育成を目的とした教育訓練の状況

策定する「特定事業主行動計画」については、2016 年４月

・ 管理職や男女の労働者の配置・ 育成・ 昇進・ 性別役割分

１日施行です。また、2026 年３月31日までの時限立法となっ
ています。

担意識など職場風土などに関する意識
・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労
働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率および平均取得期間
・管理職の長時間労働の状況

１．一般事業主行動計画など
法律では、国・地方公共団体、民間事業主にそれぞれ
責務と実施すべき事項が定められています。常時雇用する

・年次有給休暇の取得率
・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の賃金の差異

など

労働者の数が 301 人以上の民間事業主については、2016
年４月１日までに、①自企業の女性の活躍状況の把握・

＜ステップ２＞一般事業主行動計画の策定、届け出、

課題分析、②「一般事業主行動計画」の策定・届出、③

職場内周知、公表

自企業の女性の活躍に関する情報公表などを行う必要が
あります（労働者が 300 人以下は努力義務）。

ステップ 1 の結果を踏まえ、女性の活躍推進に向
けた①一般事業主行動計画の策定、②都道府県労働
局への届出、③労働者への周知、④外部への公表を

一般事業主行動計画の策定手順など
＜ステップ１＞女性の活躍に関する状況把握・課題分
析

行動計画には、
（１）計画期間、
（２）数値目標、
（３）
取り組み内容、
（４）取り組みの実施時期を盛り込ま

自企業の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行
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また、
「行動計画策定指針」
（厚生労働省告示）では、
以下の項目に関する効率的な取り組みを規定しており、
各企業はこれを参考に必要な取り組みを選択し、行
動計画を策定する際に活用してほしい、としています。

労 ◆
働 ◆◆
法 務 ▶▶▶▶▶▶
◆

の、とされている。
（公表項目例）
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・採用における男女別の競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合

また、取り組み実施、目標達成については努力義務と

・男女の継続勤務年数の差異

されています。

・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労
働者の男女別の継続雇用割合

・女性の積極採用に関する取り組み

・男女別の育児休業取得率

・配置・育成・教育訓練に関する取り組み

・１月当たりの労働者の平均残業時間

・継続就業に関する取り組み
・長時間労働是正など働き方の改革に向け
た取り組み
・女性の積極登用・評価に関する取り組み
・雇用形態や職種の転換に関する取り組み

・年次有給休暇の取得率
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合

など

注３：公表方法などについては、厚生労働省令でおおむね年1
回以上、インターネットなどの利用により、求職者などが容
易に閲覧できるような方法により、 公表時点を明らかにして
行わなければならない、とされている。

（パートなどから正規雇用へ、一般職から
総合職へなど）
・女性の再雇用や中途採用に関する取り組み
・性別役割分担意識の見直しなど職場風土
改革に関する取り組み

２．認定制度
優れた取り組みを行う一般事業主の認定制度が創設
されました。名称は未定ですが、現在名称を公募中で、
2016 年１月には決定する予定です。この認定制度は、次

注１： 行動計画を策定の届け出は、 都道府県労働局で、

世代法の「くるみん」「プラチナくるみん」制度と同様、

2016年１月ごろから受け付けを開始する。

国が認定し、認定された一般事業主は広告や商品・サー

注２： 労働者への周知方法、 外部への公表方法については、
以下のとおり定められている。

ビス、ウェブサイトなどに認定マークが表示できます。

一般事業主行動計画の周知： 事業所の見やすい場所への掲

認定基準については、①女性の職業生活における活躍

示、 書面の労働者への公布または電子メ ー ルによる労働者

の状況にかかる基準、②その他の基準とし、さらに実績

への送信その他の適切な方法による

にかかる基準の個数に応じて、３段階（☆１つから☆３つ

一般事業主行動計画の公表：インターネットの利用その他
の適切な方法
注３：10年間の時限立法のため、行動計画の計画期間の決定

のイメージ）に設定しています。
※女性の職業生活における活躍の状況にかかる基準

に際しては、 計画期間内に数値目標の達成を目指すことを念

・採用における男女別競争倍率が同程度であること

頭に、2025年度までの10年間を、各事業主の実情に応じて

・女性の継続就業の状況に大きな問題がないこと

おおむね２年間から５年間に区切り、 定期的に行動計画の進

・雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働および法

捗を検証しながら、 その改定を行っていくことが望ましい、
とされている。

定休日労働時間の平均が、直近の事業年度の各月ごと
にすべて 45 時間未満であること など

＜ステップ３＞女性の活躍に関する情報の公表
優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげる
ため、自企業の女性の活躍に関する情報を公開します。

３．その他
地域において、女性活躍推進にかかる取り組みに関す
る協議を行う「協議会」を組織することができます。

注１：「女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデー
タ ベ ー ス 」については、2016年2月ごろに厚労省のホ ー ム
ページで公表予定。
注２：公表項目については、厚生労働省令で14項目挙げられ
ており、 事業主が適切と認めるものについて選択して行うも

厚生労働大臣は一般事業主に対して、報告徴収・助言
指導・勧告ができます。
認定制度において、認定を受けていないにも関わらず、
認定を受けていると偽った場合などには、罰則があります。
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おやさいの歌 かえうた作詞コンテスト
〜ＪＡすかがわ岩瀬「はたけんぼ」最優秀賞を受賞
ＪＣ総研 経営相談部

ファーマーズマーケットチーム

して、カレーにして、肉じゃがにして、と具体的な食べ
方とレシピが替え歌のテーマとして歌詞に入っているの
は、さすがに食育ソムリエの皆さんが作詞した作品だ
からでしょう。
当日は、間瀬田紗代さんの生の声で歌詞が来店者を
前に披露されましたが、表彰式の次の日からは、はた
けんぼ オリジナルのＣＤから間瀬田さんの澄み切った
歌声と軽快なテンポのメロディーがお店に流れます。
なお、優秀賞は、スイートコーン（朝どりめざましコー
ン）をテーマに作詞したＪＡ兵庫六甲営農経済事業部
と、横浜キャベツ（浜キャベツ）をテーマにしたＪＡ小
「おやさいの歌 かえうた作詞コンテテスト」表彰式（左から間瀬田
さん、深谷店長、「はたけんぼ」のスタッフ）

１．おやさいの歌
「おやさいの歌

机農産物直売所「まるよし農園」でした。地元産の野
菜の消費拡大につながるといいですね。

かえうた作詞コンテスト
かえうた作詞コンテスト」は、野菜

応援ソング「おやさいの歌」の替え歌で、地元の特産
物などを全国にＰＲするためのコンテストです。音楽出
版事務所の（有）キャロットハウスの主催で、ＪＡ兵庫
六甲、
（一社）家の光協会、
（株）日本農業新聞、ＪＣ
総研の４団体が後援しています。リニューアル後初のコ
ンテストの最終審査が９月に行われ、最優秀賞を、Ｊ
Ａすかがわ岩瀬の農産物直売所「はたけんぼ」が受賞
しました。
10 月 25 日には、はたけんぼで表彰式が行われ、深

はたけんぼ

谷店長らが歌手の間瀬田紗代さんから、記念のトロ
フィーなどを受け取りました。はたけんぼでは、今回
12 人の食育ソムリエが一人一題ずつ歌詞を寄せ合い作
詞したのですが、キュウリ、ナス、トマト、ピーマン、
ニンジンといった特産品の野菜の名前だけではなくて、
サラダにして食べてねとか、漬物がいいよ、天ぷらに
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【ＦＭ】おやさいの歌 かえうた作詞コンテスト

「はたけんぼ」の看板に描かれた
温かなイラスト

店では値ごろ感で売れますが、関原店ではそうしたニー
ズはありません。生産者は、関原店は女性が多く、明
るくにぎやかなのに対して、東店は無口で静かな男性
が多いそうです。
なじら〜て東店では、女子高生が新潟米の米袋（出
荷済みの紙袋）で作った、とってもユニークなエコバッ
グを販売しています。県立長岡大手高校の家政科の生
徒さんたちが、米どころ新潟県をもっと宣伝できないか
ということで、
「新潟米」
のロゴを生かしたエコ

なじら〜て東店の試食コーナー

バッグづくりを思いつい
２．ＪＡファーマーズマーケット戦略研究会・現地

たそうです。エコバッ

研究会報告（新潟県）

グには布で作った笹団

ＪＡファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ戦略

子のマスコットが付い

研）は、８月と 12 月の繁忙期を除く毎月１回開催。そ

ています。なじら〜て

のうちの２回は、東日本および西日本で、現地研究会

東店では、新米と地元

を開催しています。今回は、９月に新潟県で開催され

の農産加工品を組み合

た第 139 回ＦＭ戦略研についてレポートします。

わせたセット販売にこ

ＦＭ戦略研では、９月 15 日に、ＪＡ越後ながおか
の農産物直売所「なじら〜て東店」と「とれたて旬鮮

のエコバッグを使いた
いと言っていました。

新潟米のエコバッグ

市なじら〜て関原店」を、翌 16 日に道の駅「パティオ
にいがた」内の農産物直売所「健幸めっけ」と農家レス

ＪＡ魚沼みなみは、新潟県の南端に位置する豪雪地

トラン「もみの樹」、ＪＡ魚沼みなみの農産物直売所「あ

帯ですが、雪と山系により豊かな水源に恵まれ、良質

ぐりぱーく八色」を視察しました。

米産地として知られています。農産物直売所「あぐりぱ
ーく八色」は、ＪＡ営農センターの敷地内に、2015 年

なじら〜て東店は、2015 年５月にオープンしたばか

５月３日にオープンしました。売り場面積は 198.74㎡で

りですが、なじら〜て関原店は 2010 年６月にオープン

す が、 調 理 研 修 室・

しました。売り場面積は、東店が 260.7㎡、関原店が

味噌加工室・惣菜加

256.8㎡と、広さはほとんど変わりませんが、関原店は

工室・菓子加工室な

周囲が畑に囲まれているのに対して、東店は街中にあ

どの 加 工 施 設 78.88

り、周囲の景色がまったく違います。立地条件が異な

㎡も併設されており、

るため、来店するお客さまや出荷する生産者にも違い

ＪＡ女性部から派 生

があります。

した「夢工房やいろ」

郊外型の関原店は、お客さまが午前中の早い時間

が地場野菜を使った

に集中します。特に土日祝日は大混雑状態なのです

総菜や菓子を作って

が、都市型の東店は、平日でも土日でも大きな波はなく、

います。
園芸作物の
『八

１日中ほぼ均一にお客さまが来店します。また、地元

色西瓜』
『八色しいた

特産のナスは、関原店のお客さまは自分で漬けますが、

け』も、魚沼のブラン

東店のお客さまは漬け方が分からないお客さまも多く

あぐりぱーく八色で人気の、

ド品として定着してい

いらっしゃるとのことです。カット野菜については、東

米粉のおやき「あんぼ」

ます。

【ＦＭ】おやさいの歌 かえうた作詞コンテスト
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のみならず、多様なステークホル
ダ ーに配慮した事業・運動・ 研
究の重要性が説かれる。 また、
既存協同組合の業種、 組合員の
種別に分かれた単一・ 同種の利
害追求だけでなく、 社会的協同
『東日本大震災後の協同組合と公益の
課題』
（公益叢書 第三輯）
現代公益学会 編
（文眞堂、2015 年 10 月）

組合、コミュニティー協同組合な
どの多種多様な組合員から構成
される異質者の協同活動、 マル
チ・ステークホルダー型協同組合
の組成の意義を提起している。

本書は、 現代公益学会の要望

域社会のプラットフォームとしての

第４章「社会的課題解決と協

を受けて、 組合員の共益組織で

「器」機能があるとして、プラット

同組合」では、 社会的課題を解

ある協同組合と公益について、

フォームの有する「資源・能力の

決すべく登場したコミュニティー

共益性と公益性の関係をどのよう

再編集機能」を活かした地域づく

ビジネス、ソーシャルビジネスの

に考えるかという「総論編 」と、

りにチャレンジすべきという。地

特徴・性格を整理しながら、イタ

震災復興、地域再生、高齢者福

方創生が課題とされるなかで、

リアとイギリスの社会的企業の実

祉・地域医療、女性参画、貧困

協同組合だけでなく地域社会に

践をベースに、社会的企業として

問題など 社会的課題ごとの「各

とっても相互扶助、住民自治にも

の協同組合の可能性を考察する。

論編 」に分けて、 日本協同組合

とづく多様な協同活動の広がりは

そして、 社会的企業の評価のモ

学会関係者を中心に分担執筆さ

ノサシである社会 性（公益 性・

れたものである。 現代公益学会

第２章「協同組合の共益性と

地域性 ）
、 事業性（マネジメント

と日本協同組合学会のコラボに

公益性 」では、 共益組織である

力・市場性）、革新性（新規性・

より、 こうして相互に学び合える

協同組合も真摯な事業・ 活動を

波及性 ）の観点からのアプロー

形で本書が発行されたことを意

通じて組合員のみならず地域住

チの重要性を指摘する。

義あることとして喜びたい。

民も含めた地域全体の利益＝公

第Ⅱ部の第１章「震災復興と

益を実現していくことが使命であ

協同組合」では、福島県における

本書の構成は、 序章「協同組

るが、 積極的な公益の追求が組

各種協同組合や地元大学を含め

合と公益法人・ＮＰＯ法人 」
、第

合員の暮らしも良くしていくと主

た重層的なネットワーク活動のス

Ⅰ部「協同組合にとっての公益」、

張する。 協同組合の共益と公益

クラムによる復興事業、 放射能

第Ⅱ部「協同組合が取り組む現

の相互循環的な関係の構築が重

対策、 産消提携の豊富な事例が

代的課題」、第Ⅲ部「現代におけ

要な社会的役割として、特に食と

紹介される。
「フクシマ」の風化

る公益 」からなるが、ここでは、

農を軸にした公益性の発揮に期

現象が進むなかで、 どっこい、

第Ⅰ・Ⅱ部の内容を概観する。

待を込める。

地元では協同組合が地域のど真

※
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「地域戦略」となるからである。

ん中で存在価値と有用性を発揮

第Ⅰ部の第１章「協同組合とプ

第３章「協同組合とマルチ・ス

ラットフォーム」では、参加、民主

テークホルダー論」では、なぜ共

主義、協同の再生産をキーワード

益組織である協同組合が公益を

第２章「地域再生と協同組合」

に、地域づくりにおける共益と公

追求できるのかという問いに対す

では、 協同組合原則の第７原則

益のつながり＝のりしろの形成の

る回答として、ステークホルダー

「地域社会への関与」の内実が問

重要性を主張する。協同組合は地

論を展開する。そこでは、組合員

われているとして、人口減少など
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【共著を語る】
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している姿が描かれる。

「危機の時代 」 の地域再生の課

では、「岩手方式」といわれる消

改革路線がますます顕著になっ

題と協同組合の主体性発揮につ

費者信用生協による多重債務者

てきている。 日本における協同

いて問題提起する。 大規模合併

救済事業、生活困窮者自立支援

組合に対するリテラシーの低さに

により地域から遠くなった協同組

法の制定に影響を与えた「グリー

あらためて虚しさを感じると同時

合、 市町村行政に対して、 現場

ンコープモデル」といわれる生活

に、 研究者も含めた協同組合関

ではミニ農協＋ミニ役場の形での

困窮者に対する伴走型支援の生

係者の教育広報活動などの努力

多様な協同組織・自治組織の取

活再生相談・貸付事業を紹介す

不足も猛省する必要があるようだ。

り組みが広がっている。 地域再

る。 今、日本は格差社会から貧

協同組合に対する社会的な認知

生と運動の方向性について、 多

困問題へ、さらに「貧困の連鎖」

度、 理解度を向上させていくた

様化に対応した開かれた組織と

の拡大に直面しているが、 協同

めにも、また協同組合自らがアイ

して土着型から複線型へ、 また

組合も他人事ではいられない。

デンティティーの危機を克服して

「よそ者 」のモノサシを活かした

生きにくい・生きづらい社会から

いくためにも、さらに連帯経済社

内発型と外発型双方のバランス

生きやすい社会へ、 これからの

会のあるべき姿を構想していくた

ある地域ガバナンスのあり方を提

協同組合運動の公益的役割へ期

めにも、本書のテーマである「協

起している。

待を込める。

同組合と公益の課題」について引

第３章「高齢 者福祉と協同組

第６章「佐 久 総 合 病 院 の 医

き続き研究を継続していくことが

合」では、農協・厚生連、生協・

療・福祉事業による地域づくり」

ますます重要になってきている。

医療福祉生協、高齢者協同組合

では、 若月俊一元病院長の「農

マイケル・ポーターは競争戦略

などの高齢者の介護・ 医療、 買

民とともに」
「予防は医療にまさ

論で有名だが、 最近ではＣＳＶ

い物支援など高齢者福祉の取り

る」の合言葉に始まった「若月イ

（クリエーティブ・シェアード・バ

組み状況と特色についてレポート

ズム」といわれる農協厚生連の地

リュー）
、すなわち従来の企業の

するとともに、これからの地域包

域医療活動の歴史や意義を語る。

社会貢献（ＣＳＲ ）という概念を

括ケアや地方創生の課題に対応

医療・福祉システムは産業振興や

超えて、企業の本業を通じた社会

した、 地域拠点としての「医療・

雇用確保の面から見ても裾野が

貢献として「社会と共有できる価

福祉・教育・就労型モール」の整

広い産業であり、医療・看護・福

値の創造」を提唱している。従来

備を提起している。

祉など教育機関の整備も含めて

の社会貢献、つまりＣＳＲは経営

産業複合体を形成できる。 地域

的な剰余の一部を社会活動に活

「レイドロー報告」を契機として始

社会の持続性と発展性との関連

用していくという発想であったが、

まったワーカーズ・コレクティブの

で、 佐久総合病院を拠点とした

ＣＳＶでは、本業を通じて公益と

組織・活動について、さらに「政

産業複合体形成に向けた「メディ

の接点や関係性を強めていくとい

治を自らの手で作り直す」を合言

コ・ポリス構想」の現段階につい

う社会貢献のあり方が追求され

葉に、生協から組合員代表を都・

て考察している。

る。その意味では、地域密着型

道・ 県・ 区・ 市議会に送り出す

※

の協同組合こそ、ＣＳＶの具現者

第４章「協同組合と女性」では、

「代理人運動 」と全国市民政治

今般の農協法改正に見られる

として位置付けと可能性を有して

ネットワークの活動についてそれ

ように、政府、メディアなどの協

いるのではないか。本書にも、Ｃ

ぞれ事例紹介しながら、 協同組

同組合に対する無理解と無知、

ＳＶの実践例やアイデア、ヒント

合 運 動を通じた女 性のエンパ

無視に基づく新自由主義的構造

がちりばめられている。

ワーメント、市民力の向上につい
て報告している。
第５章「貧困問題と協同組合」

ま つ お か

農林漁業団体職員共済組合（農林年金）理事長

こ う め い

松岡 公明

【共著を語る】
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61

株式会社ビジネスラポール 心理学博士

鈴木 丈織

１．「ストレスチ ェ ッ ク制度 」の義

の決まった作業の繰り返しを好むの

このテストは、私が神奈川県ＪＡ中央

務化の意義

かもしれません。それが「最も無難

会で実施している「管理職メンタルマネ

で安全」という錯覚に陥っているか

ジメント講座」で使用しているものです。

2015年12月１日より改正労働安

らです。しかし、惰性に流されたマ

管理職は自分自身の「成長と躍進」の

全衛生法の施行により従業員が50人

ンネリの作業や異質の意見に耳を傾

みならず、 部下とＪＡ全体そして地域の

以上の事業所では全員に「ストレス

けないことが、意外なほど強力なス

「活性化と飛躍 」のためのマネジメント

チェック制度」が義務化されること

トレス源になることに気付かないの

が求められます。 そのため「メンタルマ

になりました。50人未満の事業所だ

です。

ネジメント」＆「ストレスコントロール」も

と当面は努力義務ということになり

主軸の１つにしています。

ます。いずれにしても全国の各地Ｊ

「ストレスチェック」を全員で実施

メンタルマネジメント能力は、チーム活

Ａも「ストレスチェック制度」の対

することで、全職員にストレスに関

性化のための影響力です。ストレスコン

象になるはずです。

心を抱かせ、根本的なストレス源を

トロ ールは、 自己実現のための自己管

打破することが目的です。お酒を嗜

理力です。

んだり趣味を持つことも良いことで

「Dr.ジ ョ ー ジのストレスチ ェ ッ ク

すが、対症療法ではなく根本的な打

テスト 」により、 あなたのストレスを生

破につながる解決法を見つけること

み出すフィルター（内的要因）と環境認

が重要です。それも各人がバラバラ

知を把握できます。 あなた自身の現状

な声も聞こえてきます。どうも人は、

では、職場としての効果がちぐはぐ

把握こそが目標実現への戦略の第一歩

新しく何かを始めたりするときは、

になりがちです。チームワーク豊か

になります。

やり遂げようと思う目的志向ではな

な、思いやりやいたわりある支え合

ストレスは、すべての努力エネルギー

く、何事にも批判的になりがちです。

いの職場が、健康増進と実力発揮の

を奪う根本原因です。 現状をきちんと

基本環境です。

知って解消し陽転化しなくてはなりませ

なぜこのような制度が義務化され
ることになったのでしょうか。
意外に億劫だとか、面倒だとか、
今さらなんだ！

というネガティブ

「未知の負担 」を負わされたくない
からなのでしょう。変化を好まず、
工夫、改善を後回しにしてしまい、

各ＪＡは理解を深め、積極的に丁
寧に取り組んでいきましょう。

ん。 現状の抑圧力をすべて推進力に変
えていくのです。

意見さえ受け付けないくらい閉鎖的
２．「Dr.ジョージのストレスチェッ

になってしまうのです。
むしろ、特に考えなくてよい日常
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クテスト」

では、まず次の問題に答えてチェック
をしてみましょう。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（16）】
「ストレスチェック制度」の義務化を職場に活かす! -Ⅰ

３．ストレスレベルと対策ポイント

まったく意識していない場合は非常に
危険です。 職場で何人かの同僚や仲

あなたは、何項目に該当しましたか。

間で独自に「何が、なぜ、気になるの
だろう？」 と討議してみましょう。 改

〇を付けた「時々ある」程度なら深

善・改革への対策になっていきます。

刻に考えることもないでしょうが、 ◎
を付けた「よくある」項目は問題です。

「Dr.ジョージのストレスチェックテス

その数が多いほど、 あなたは極度の

ト」の該当項目の「〇＋◎の数 」およ

緊張を強いられて、心の安らぎを失っ

びその個人的なストレスレベルのコメ

ている状態だといえます。

ントは次の通りです。

また、 あなた自身がそれに気付い
ている場 合はまだ良いので す が、

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（16）】
「ストレスチェック制度」の義務化を職場に活かす! -Ⅰ
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画

総

当研究所の役員体制とメールマガジンの発行、
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
10 月 23 日に開催した臨時総会において、島崎
元次理事が退任し、ＪＡ共済連常務理事の吉村

することを目指すものです。たくさんのＪＡにご理
解いただき、10 月 30 日現在、367 ＪＡにご加入い
ただいております。

保繁氏およびＪＡ全中の勝又博三氏が理事に就任

つきましては、未加入のＪＡには、代表者宛郵

しました。そして同日の理事会において、勝又理

送文書（2015 年９月７日付）を送らせていただき

事が協同組合研究部担当の常務理事（業務執行

ましたので、趣旨にご理解をいただき、ご加入を

理事）に選定されました。現在の役員体制につい

いま一度ご検討いただき、当研究所が目指す「会

ては当研究所ホームページをご覧ください。

員の会員による会員のためのシンクタンク」づくりに
ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げ

２．メールマガジンの発行について

ます。

当研究所の会員などを対象に、当研究所の最

ご加入につきましては、ＷＥＢ申し込みでお願

新情報（機関誌の概要案内やホームページの新着

いいたします。ＪＣ総研ホームページのトップペー

情報）などをいち早くお知らせすることを目的に、

ジ左下の「ＪＡ専用お申込みページ」より、手続き

2015 年 11 月よりメールマガジンを発行することと

をお願いいたします。なおパスワードは、代表者

しました。

宛郵送文書（2015 年９月７日付）をご確認いただ

当面、発行は不定期となりますが、より良い情
報をお送りするよう改善してまいりますので、ぜひ

くか、企画総 務部（電話 03-6280-7200）までお
問い合わせください。

ご覧いただき、ご意見などをいただければ幸いで
す。
なお、メールマガジンをお届けするメールアドレ
スは、会員登録時にお申し出いただいたアドレス
に送付させていただいていますのでご確認くださ
い。
３．ＪＡの 3 号会員加入状況について
当研究所は、2013 年の一般社団法人への移行
を契機として、ＪＡ全中の協力のもと、全ＪＡに対
して３号会員（賛助会員）への加入を働き掛けて
います。名実ともに会員制度の実態を整え、会員
のためのシンクタンクという位置付けをより明確に

64

ＪＣ総研レポート／2015年 冬／VOL.36

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メールマガジンの発行、ＪＡの３号会員加入状況について

務

編 集 後 記

前号（VOL.35）本欄でＩＴ技術の導入で起こる農業分野の変化を知りたいとつぶやきました。この願いに応えるように、本号研究ノート
で橘昌男さんが「次世代の農業の明と暗」と題し、前後２部構成の前編でＩＴ技術によって変わりつつある農業の一端を執筆してくれまし
た。幅広く、しかも奥深い分野にどう斬り込んでいかれるのか、後編も待ち遠しい限りです。
ＩＴを支えるコアテクノロジーにセンサー技術があります。人間の五感プラスα（体の位置や運動状態、重量を感知する深部感覚や平
衡感覚など）に相当するこの技術はありとあらゆる分野で使われています。例えば食の分野を見てみると、最新の味覚センサーは苦味、
てい み

甘味、旨味、塩味、酸味、渋味の６つのセンサーで構成され、呈味物質を嗅ぎ分けて数値化できるといいます。味の「見える化 」ができ
るわけです。飲食はもとより製薬などの分野からも注目を集める先端技術です。
私たちの日常のなかでもセンサーは当たり前のように活躍中です。現代人の必需品、電子レンジには各種温度センサーから重量、湿
度、位置、臭いなど、さまざまなセンサーが付けられていて、おいしい料理づくりを支援しています。
センサー技術の進化発展は目を見張るものがありますが、振り返って私たち自身が持つセンサーはどうでしょうか？ 感度は……!? 精
度は……!? 自省に揺れ動いたというのが2015 年の自己評価です。2016 年こそと意気込み、人間ならではの第六感で勝負だッ !! は、
負け惜しみですかね……。

（編集スタッフ 加藤文英）

私は忘れる名人だ。仕事中「あ、あれをしなくちゃ」と思い立ち、席を離れるとする。目的に向かって歩いているうちに何をするつもり
と思い出す。再度向かうも、すれ違いざまに誰かと立ち話してしまい、また忘
だったか忘れる。仕方なく一度席に戻る。「あ、そうだった」
やぶ

れる。席に戻るのも面倒で、とりあえずトイレに行くことにする。こうなると、もはや何をするつもりだったかは藪のなかである。夕方ごろ
になって「ひえー、忘れていた」
と青くなるのがオチだ。
自分が困るだけならまだよい。忘れ物をして人さまに迷惑をかけてしまったときには本当に落ち込む。
ある福祉施設に取材に出かけたときのことだ。活動の素晴らしさに感激した私。最寄りの駅まで車で送っていただく道すがら「この取
材ノートは宝物です！」と、ハンドルを握る担当者さんに力説していた。その「宝物」のノートが、かばんの中にないことに気付いたのは、
すでに新幹線が出発した後であった。パニクって福祉施設に電話すると「玄関に置いてありました」
というお答えが……。担当者さんは
「これがないと困るでしょう」
とすぐに宅配便の手配をしてくださり、翌朝には私の手元に取材ノートが戻ってきた。ありがたいやら申し訳
ないやら。それ以来、取材先を辞する前には、必ず取材ノートがちゃんとあるかどうかを確認するようになった。
ところが、まさに今日、またもややらかしてしまったのである。あるJＡの婚活事業の取材に出かけた私は、先月式を挙げたばかりのご
夫婦から、楽しいお話をたくさん伺い大興奮。取材を終えて帰る前には、こんなときこそご用心と、ノートがバッグの中に収まっているこ
とをきちんと確認し、安心してＪＡを後にした。
上機嫌で駅まで歩き、電車に乗る直前で気が付いた。自分がコートを着ていないことに。すぐさまJＡに電話を入れると、担当者さん
は、私がコートを置き忘れたことにすぐに気付き、東京の事務所まで連絡をしてくださっていた。特急の時間が迫っていたことから、コー
トは宅配便で送っていただくこととなった。
仲睦まじいご夫婦の幸せオーラに、心がホカホカと温かくなっていたからであろう、私はそれまで寒さをまったく感じていなかった。し
かしあらためて周囲を見渡すと、この寒空に薄手のジャケット１枚で歩いているのは私１人。恥ずかしさも相まって、急に冷たい風が体の
中を吹き抜けていくような気分になった。まぁ寒いのは自業自得だが、師走の忙しいさなかに取材を受けていただいただけでなく、とん
だ迷惑をかけてしまい、ＪＡの担当者さんには本当にお詫びの言葉もない。帰りの特急の中で、ガクッとうなだれる私であった。
どうやら私は嬉しかったり興奮したりすると、何か１つを忘れてしまう体質らしい。どうせ忘れるならば、人さまを巻き込むのではなく
て、嫌なことや悲しみとサヨナラをした方がずっとハッピー。2016 年は、そんな本物の「忘れる名人」
を目指したい。
（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

心を育む食農教育

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

森 久美子 著

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

No.6

「食」と「農」を結ぶ

No.2

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

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

榊田 みどり・和泉 真理 著 鈴木 宣弘 監修

星 勉 監修

地域サポート人材による農山村再生

No.3

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

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

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

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

星 勉 監修

No.9

廃校利活用による農山村再生
岸上 光克 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

農村女性と再生可能エネルギー

小田切 徳美 監修

榊田 みどり・和泉 真理 著 岸 康彦 監修

No.10

No.11

最 新 刊

農業収入保険を巡る議論
我が国の水田農業を考える
星 勉・吉井 邦恒・鈴木 宣弘・姜 薈・石井 圭一・安藤 光義 著

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）
」の次に来るであろう
「収入保険制度」について
検証する。

ダイナミックに展開するヨーロッパの農業協同組合

No.12

和泉 真理 著 石田 正昭 監修
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。

農村と都市を結ぶソーシャルビジネスによる農山村再生

No.13

西山 未真 著 小田切 徳美 監修
農山村と都市が接点を持つことで、問題解決を図る取り組みに注目する。農山村−都市間における地域資源の価値を
発見・発信・共有・協働するプロセスから
「ソーシャルビジネス」による農山村再生を展望する。

《以降、順次刊行予定》
ご注文はお近くの書店、または筑波書房へ

株式会社 筑波書房
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