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組合員制度の歴史的経過と導入の主旨

となっている。
しかし、こうした准組合員の家族、仕

産業組合法は、事業別・職能別の協

事、組織活動などの実態や、その願い・

同組合法ではなく、一般協同組合法で

要望を、農協として、しっかり把握して

多様な種類の協同組合を設立できたの

いるだろうか。台帳整備やアンケート調

で、組合員の資格は各組合の定 款で、

査などを実施しているだろうか。

農民および地域住民と規定するなどし
て、組合員の権利は一本であった。

正統な組合員である准組合員に共益
権がなくとも、協同組合の組合員として

戦時下に作られた農業会は、産業組

「協同組合原則」の根本である民主的

合と農会を合体したもので、農家を当然

運営、参画の原則に基づき、事業利用

会員、地域住民などは任意会員と区分し

者懇談会や地区別懇談会での意思反映

たが、会員の権利は同じで共に議決権

や、総会・総代会への出席・発言、さら

を持っていた。

には理事への登用など、協同組合として

戦後の協同組合法は、農協法や漁協
法など事業者別・職能別の体系となった

成すべきことを、きちんと徹底して取り
組むことが極めて大切である。

が、産業組合における、これまでの取り

「農協改革」において、実態調査を実

組みや農山漁村の経済も踏まえて、農業

施した上で、准組合員の事業利用規制

者を正組合員、地域住民などを准組合

のあり方を決定することが、５年後の宿

員とした上で、非農民的支配の排除を

題となっている。規制改革会議は准組

徹底するＧＨＱの指示もあり、准組合員

合員の事業利用規制を正組合員の２分の

に共益権を与えないことにした。しかし

１に制限すべきと主張した。

一方で、理事への登用は４分の３が正

また、在日アメリカ商工会議所が今年

組合員とし、４分の１は准組合員などへ

の１月に、
「ＪＡ共済事業は全共連の代

解放しガバナンスへの参画を認めた（そ

理業にすべきであり、准組合員の利用も

の後の改正で現在は３分の２と３分の

正組合員の２分の１にすべきである」と、

１）。そして第１次産業である農業、
漁業、

改善すべき日本の規制措置として従来の

林業の協同組合にだけ同じ組合員制度

項目に追加してわざわざ公表した。

が導入された。

准組合員の自益権である事業利用権

こうした歴史的経過を踏まえれば、農

は憲法で保障されている財産権であり、

協は農業者の協同組合であるとともに地

すでに准組合員になっている個人の利用

域協同組合でもあり、准組合員は農協

権を法的に制限することはできない。し

の正統な組合員である。

かし , 新規加入を抑制したり禁止するこ
との可能性は残っている。

准 組合員の活動、意思 反映、運営参
画の強化

今、最も重要なことは、准組合員を
協同組合の組合員として、協同組合原則
や協同組合の特質に即して組織活動を

ＪＣ総研

戦後のわが国経済・社会の大きな動

活発にし、事業や組合運営へ参画する、

代表理事理事長

きのなかで、農業・農村も大きく変動し、

意思が反映される仕組みをしっかり作り

組合員の構成は今や全国で見れば准組

上げて未来の農協を展望することであ

合員が６割、正組合員が４割という実態

る。

ふ

じ

し げ

お
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巻 頭 論 説

ほ っ

堀田 亜里子
ＪＡ全国女性協
﹁ＪＡ女性組織意向調査﹂
結果概要

１．調査の目的と概要

ＪＡ全国女性組織協議会
（以下、ＪＡ全国女性協）は、
2013 年度から 2015 年度までを対象期間とするＪＡ女性
組織３カ年計画「ＪＡ女性 心ひとつに 今をつむぎ
次代へつなごう！」を策定し、フレッシュミズ組織の育成・
強化をはじめとした仲間づくりに重点を置いて取り組ん
できた。2015 年度は、同計画の最終年度であり、2016
年から始まる次期３カ年の計画を策定するに当たり、こ
れまでの成果と課題を明らかにするため、７年ぶりにＪ
Ａ女性組織メンバー実態調査（以下、メンバー調査）お
よびＪＡ女性組織事務局調査（以下、事務局調査）を実
施した。
メンバー調査は、各 組 織の 30・40 代、50 代、60
代の各世代１人を１セットとして、メンバー数に応じて調
査対象者を増やす形式で実施し、調査対象は任意で
選んでいただいた。このため、県内の組織数の多寡が、
調査数に影響されることや、回答者をＪＡが選ぶ際に、
調査を依頼しやすい女性組織リーダーを選ぶ傾向があ
ることから、調査結果については、実態より特定県やリー
ダー的役割を担う者に偏る傾向にあることをご容赦いた
だきたい。
【調査概要】
（メンバー調査）
●ＪＡ女性組織メンバー実態調査

た

調査実施時期：2015 年 5 〜 7 月
調査対象：全国のＪＡ女性組織メンバー

あ

調査依頼方法：ＪＡ全国女性協が、ＪＡ都道府

り

県女性組織を通じて、各ＪＡ女性組織に対

こ

し、それぞれのＪＡ女性組織メンバーの調

ＪＡ全中
くらしの活動推進部
女性組織対策室
考査役

査を依頼
調査依頼数：2820 人
調査票回収方法：郵送回収法（ＪＡ全中宛の返
信用封筒により回収）
回収数：2256 票（回収率：80.0％）
●ＪＡ女性組織事務局調査（事務局調査）
調査実施時期：2015 年 8 〜 11 月
調査対象：全国のＪＡ女性組織事務局
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調査依頼方法：ＪＡ全国女性協が、ＪＡ都道府

Ａ女性組織の課題は、①「メンバーをいかに増やすか」

県女性組織を通じて、各ＪＡ女性組織に対

が67.4％と最も多かった。次いで②「次期リーダーの発

し、それぞれのＪＡ女性組織事務局へ調査

掘・育成ができていない」59.9％、 ③「メンバー自身が

を依頼

自主的な組織として活動ができていない」41.5 ％、 ④

調査依頼数：681 組織

「事務局としての専門性が養われていない」40.4％が続い

調査回収方法：ＥメールによりＪＡ都道府県女
性組織を通じて回収

ている（図１）。そこで、この４つの課題ごとに調査結果
をもとに整理してみた。

回収数：614 組織（回収率：90.2%）
課題１ ＪＡ女性組織メンバーをいかに増やすか

２．調査結果〜ＪＡ女性組織の課題とは

（１）メンバーの減少には一定の歯止め
ＪＡ女性組織のメンバー数は、1958（昭和33）年344

事務局調査によると、ＪＡ女性組織事務局にとってＪ

万人を最高に年々減少し続けており、直近の推移は、図
２のとおりである。ここ数年は減少割合が２％台に鈍
化してきている。
さらに、 過去３年間のメンバ ー
の増減について見てみると、 ミド
ル世代およびエルダー世代におい
て「減った」 とする組織が、 それ
ぞれ49.7 ％、49.8 ％となり半数の
組織で減少している（表１）。 フ
レ ッ シ ュ ミズ世代については、
「減った」とする組織が、27.0％と
他の世代と比べて少なく、
「増え
た」とする組織は他の世代と比べ
て多かった。
ここ数年来、 ＪＡ女性組織に

【巻頭論説】ＪＡ全国女性協「ＪＡ女性組織意向調査」結果概要
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の移行」「部会・支部の立ち上げ」などが含まれている
（図３）。
減少要因としては、エルダー世代が「高齢化のためや
めていく」が最も多く、フレッシュミズ世代は、
「家事・
育児・就業で時間がない」が最も多い。ミドル世代では、
「役割負担が多いイメージ」が最も多かった。
そこで、増加要因として挙げられた３つのポイントに
ついて見てみる。
《 増加ポイント１》非農家を増やす
ＪＡ女性組織メンバーに占める非農家の割合は、 ミ
ドルで3 3.1％、フレッシュミズで32.8％となっている。
1999年の調査では、非農家の割合は、２割だったのに
比べ、約１割増加している。
とって最大の課題がメンバーの減少であったが、実際は、

組織分布（表２）で見ると「非農家が０」という組織

すべての組織でメンバーが減少しているわけではなく、

もミドルで12.9％、フレッシュミズで31.1％あり、いず

ミドル・エルダーの3分の１の組織が「ほぼ変わらない」

れも北海道・東北で多くなっている。

状況であり、
「増えた」とする組織も１割あることが分

非農家の割合が高い組織が必ずしもメンバーを増や

かった。2001年の調査では、９割の組織
が「減った」と回答しているのと比較すれ
ば、大きな前進といえる。
これまで、仲間づくりを目標に掲げて取
り組んできたことや、現行の３カ年計画で
フレッシュミズ対策を重点に掲げた取り組
みの成果が表れているといえるのではない
か。
しかし、ブロック別では、ミドル世代に
ついて、
「減った」組織は、関東甲信越、
北陸・東海では30 ％台であるが、 東北・
北海道では、68.0％であり、地区によって
大きく異なっていることから、 地区ごとの
課題の洗い出しや、 優良事例の収集と普
及が必要と思われる。
（２）メンバーの増加要因と減少要因
メンバ ーの増加要因について事務局調
査では、 エルダー世代を除くと「非農家・
員外の人が増えた」が多かった。 続いて
「魅力ある活動内容とした」「ＪＡが加入
推進を行った」が多かった。
「その他 」に
は、
「積極的な声掛け」や「女性大学から

4
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れる取り組みを心掛ける」
（73.2％）が最も多く、次いで
しているわけではないが、 農家数が減少しているなか

「身近な活動に取り組むようにする」
（36.8 ％）、
「自由に

で、メンバーに非農家を取り込んでいる組織が増えてい

発言できる雰囲気づくり」
（15.3 ％）、
「メンバ ー同士の

るといえる。

話し合いを多くする」
（11.5％）などとなっていた。

《 増加ポイント２》積極的な声掛け

年代別に見ると、いずれの年代でも「楽しく活動して

次に、 参加のきっかけを見ると、
「他の会員・職員に

良かったと感じられる取り組みを心掛ける」が最も多く、

誘われたから」
（43.5％）、
「活動内容に興味があ

なかでも60代が「楽しさ」をより強く求めていることが

ったから」
（41.6％）、
「組織活動にはできるだけ参加し

分かる。一方、
「自由に発言できる雰囲気づくり」「メン

ようと思っているから」
（37.6％）がそれぞれ４割前後を

バ ー同士の話し合いを多くする」は30・40代で高い傾

占める（図４）。

向が見られ、次世代の活動参加促進には、話し合いが

これを年代別に見ると、60代では「組織活動にはで
きるだけ参加しようと思っているから」
「活動内容に興味

活性化するような運営を心掛けていく必要があることが
うかがえる（図５）。

があったから」など能動的な理由が高いのに対し、30・
40代では「他の会員・職員に誘われたから」が57.8 ％
と最も高くなっている。 ＪＡ女性
組織の仲間づくりでは、メンバー
１人が１人以上声を掛けて仲間づ
くりにつなげる「１+ １」運動など、
メンバー自身の声掛けに取り組む
組織が多いが、こうした取り組み
の重要性を裏付ける結果となって
いる。
《 増加ポイント３》楽しい活動
メンバ ー調査で、
「ＪＡ女性組
織活動を活性化するために必要
なこと」について聞いたところ、
「楽しく活動して良かったと感じら

【巻頭論説】ＪＡ全国女性協「ＪＡ女性組織意向調査」結果概要
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課題２ 次期リーダーをいかに増やすか

など比較しても、 支部役員の方が本部役員より、 比較
的負担は軽いとされるが、約半数の組織で、支部段階
での役員のなり手不足が生じていることは、深刻な状況

（１）ＪＡ女性組織メンバーの年齢構成：60代以上
で３分の２を占める
年齢構成について、2001年の調査と比較すると、50
代が31.9％から17.6％と14.3ポイント減少したのに対し、

である。
メンバーの裾野を広げ、次代のリーダーを育成してい
くためにも、負担の軽減は重要な課題といえる。
負担軽減の事例としては、 行事ごとに得意な分野の

60代以上が42.7％から65.8％と23.1ポイント増加してい

担当を割り振り当番制にしたり、役員の兼職をできる限

る。14年前に活動の中心であった50代、60代のメンバー

り減らす、役員の呼び名をお世話係りとして、精神的な

が、14年後、それぞれ60代、70代となっても組織の中

負担感を軽減するなど、さまざまな工夫がされている。

心として活動を続けていることがうかがえる（図６）。

また、役員になることは、本人にとってそれまで経験

次代のリーダーとなる50代が17.6％、それを支える30

できないことを経験するなどマイナス面ばかりではない

代と40代がそれぞれ2.7％、7.5％にとどまっており、前

はずだ。実際、メンバー回答者のうち、役員経験者の

述のとおりメンバーの減少傾向に一定歯止めが掛かって

方が、役員未経験者より、役員を「やりたい・やっても

きているとはいえ、次代の育成が進んでいない。

よい」 と回答する人が多かった。このため、 役員経験
者は、次代のメンバーに役員の楽しさや、やりがいにつ
いて積極的に伝えていくことも必要と思われる。

（２）役員の負担軽減をいかに図るか
役員を「やりたい・やってもよい」と回答する人の割合
は、45.7％（図７）であり、2001年と比較すると、25.6ポ
イント増加した。世代別でも次代のリーダーを担う50代
や30・40代でもそれぞれ44.2 ％、42.5％であり、 役員
の意向は決して低くなかった。 一見すると役員のなり手
不足の問題が改善されているようにも思える。
しかし、事務局調査で「役員に関する問題点」を聞い
たところ、約半数の組織で「支部（所）段階での役員の
なり手がいない」
（48.5％）、
「本部役員のなり手がいな
い」
（46.3％）となっている（図８）。
ＪＡ女性組織では、 出身の支部の役員経験を経て、
本部役員となるのが一般的であり、 兼職数や会議日数

6

（３）いかに若い世代を増やすか：世代別に異なるニーズ
次代のリーダーを育成するには、次代のリーダーとな
る人たちの仲間づくりが必要である。
そこで、次代のリーダーとなる40代・50代がどんな活
動に興味を持ち、生活面についてどんな関心があるか見
てみる。
まず、 ＪＡ女性組織の活動で取り組みたいことでは、

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37 【巻頭論説】ＪＡ全国女性協「ＪＡ女性組織意向調査」結果概要

「料理・グルメ」
（34.5％）、
「健康管理活動」
（34.2％）、

ど、 当然のことではあるが、 世代のなかでも農業への

「視察・ 旅行 」
（27.3 ％）、
「手芸などの趣味の活動 」

関わり方により違いが生じている。

（26.4 ％）が上位だった。 これを年代別に見ると、30・
40代では「料理・グルメ」が高い他、
「子どもの農業体

一方60代では「健康管理活動」
（41.4％）や「助け合
い活動（高齢者）」
（17.7％）が高くなっている（表３）。

験・料理教室」や「子育て支援」など、子どもに関わる

次に生活面での関心事で多かったのは、
「自分や家

活動が高い。さらに、専業農家とそれ以外とで見ると、

族の健康」
（68.5％）、
「自分や家族の老後」
（37.2％）、

専業農家は、 兼業や非農家ほど料理・グルメの割合は

「食べものや商品の安全性問題 」
（23.1％）などである

高くなく、
「営農技術の習得」が20.2 ％と比較的高く、

（表４）。

専業農家以外では、
「家庭菜園自給運動」が高くなるな

年代別の関心事を見ると、いずれの年代でも「自分や
家族の健康」が突出して多く、特
に60代で関心が高い。40代以下
では全体に比べて「子どものし
つけや教育」や「仕事と家事の両
立」
「日々の家計のやりくり」など
への関心が高くなっており、他の
世代に比べて経済的にも時間的
にも余裕がないことがうかがえ
る。
メンバ ーの世代や職業が多様
になるほど、 生活リズムが異なる
ことから、やりたい活動も活動で
きる時間帯も異なり、メンバーの
誰もが満足する活動をすることは
難しくなる。
一方で、活動をニーズに合わせ
て細分化するほど、組織全体とし
ての活動が見えにくくなることか
ら、全体で取り組む活動と目的に
合わせた活動や世代に合わせた
活動を組み合わせるやり方も必要
であろう。
子育て中のフレッシュミズ世代
は、子育てや子どもの塾などの送
り迎えなど、 とにかく多忙である
ため、 企画の話し合いの時間を
ラインにするなどして、 話し合い
の時間を短くするとともにやり取り
をオ ー プンにすることで、 メン
バ ーの意見を反映しやすくしたり、

【巻頭論説】ＪＡ全国女性協「ＪＡ女性組織意向調査」結果概要
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と知り合える」
（6 0 .8％）、
「女性同士の親睦ができる」
（6 0 .4 ％）が突出していた。 ＪＡ女性組織綱領には、
「女性の地位向上」や「女性の声をＪＡ運営に反映す
る」「よりよい地域社会づくりをめざす」などが明記され
ているが、
「地域に貢献できる」「意見をＪＡに反映させ
られる」「女性の地位向上に取り組んでいる」といった
項目はどれも低かった（図９）。
また、
「いろいろな勉強ができる」の回答割合が高い
が、 事務局調査で「ＪＡ女性組織綱領 」についての学
習機会について聞いてみたところ、
「まったく・ほとんど
学習していない」が52.9％であり、 半数以上のＪＡ女性
組織では、 組織の理念や意義などについては、 まった
く学習されていない（表５）。
メンバーに自分たちの組織だと実感してもらうには、
楽しい活動に加えて、組織の存在意義や歴史を学習す
る機会が必要といえる。このまま仲間づくりを中心に楽
フェイスブックを通じて活動報告を発信するなどして、

しい活動に終始していると、組織活動の意義が失われ、

欠席者にも欠席したことが負担にならない配慮などの工

仲間ができてしまった後は、他の組織でもいい、という

夫は有効といえる。
課題３ メンバー自身が自主的に活動でき
ていない
３つの目の課題「メンバ ー自身が自主的
な組織として活動ができていない」につい
てである。そもそもＪＡ女性組織の目的は、
メンバ ーの思いや願いについて活動を通じ
て実現することであり、 本来、 メンバ ーの
自主的な活動を前提としているはずである
が、課題の３つ目に挙げられている。
そこで、メンバー自身のＪＡ女性組織の評価について
見てみた。
（１）女性組織の最大の魅力は仲間づくり
ＪＡ女性組織の活動に対する評価を見ると、
「有意義
だと思う」が９割近く（88.9 ％）を占め、 大多数のメン
バーが活動を有意義だと評価していた。 なかでも60代
で「有意義だと思う」が９割を超え評価が高かった。
有意義だと評価した人にその理由を聞いたところ、
「いろいろな勉強ができる」
（6 2 . 0 ％）、
「いろいろな人

8
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るか聞いたところ、
「している」が51.0 ％、
「していない」が49.0 ％で、 ほぼ半数がＪＡ
女性組織以外の組織で社会貢献活動を行っ
ていた。
これを年代別に見ると、年配のメンバーほ
どＪＡ女性組織以外の組織での社会貢献活
動に参加している。 また、 ＪＡ女性組織へ
の参加程度別に見ると、 積極的に参加して
いる人ほど、他の組織での社会貢献活動へ
の関わりも多くなっている（図11）。
代替可能な組織になりかねない。 ＪＡ女性組織の強み

なお、 他の組織での社会貢献活動の内容では、
「地

である「食・農・くらし」を深掘りした活動など、仲間づ

域婦人会（女性会）」が43.7％で最も多い。次いで「（Ｊ

くりのための楽しい活動にさらに地域貢献や学習の要

Ａ以外の）福祉活動」
（29.1％）、
「自治会（役員を務め

素も加味するなど、あらためて活動の中身を見直す必要

ている場合）」
（14.3％）、
「生活改善グループ」
（12.9％）

があるのではないか。

などとなっている（表６）。

また、 ＪＡ女性組織の活動が有意義だと思わない理

農協改革の問題などを背景に、これからは、地域を

由では、
「魅力より役員の負担感のほうが多い」
（52.0

支える役割をＪＡが担うことがいっそう求められるなか

％）、
「活動が代わり映えしない・魅力がない」
（51.6％）

で、 ＪＡ女性組織の果たす役割も大きいと考える。 現

が突出し、次いで「役を押し付けられる」
（29.3％）
、
「組

状では、 ＪＡ女性組織の活動にも社会貢献に関する活

織でしばられ参加を強要される」
（26.8％）などとなった。

動は多く含まれるが、今後、メンバーの多くが活動の中

また年代別に見ると、60代では、
「一部の人たちでもの

心を仲間づくりに置き、 社会貢献活動は別の組織で取

ごとが決まる」が他の世代と比べて高く、 組織内でコ

り組むようなことにならないためにも、ＪＡとしても女性

ミュニケーションを十分に図ることも必要といえる（図

組織の社会貢献活動への支援も必要であろう。

10）。
（２）ＪＡ女性組織以外で社会貢献活動をしている
人が半数
ＪＡ女性組織以外の組織で社会貢献活動を行ってい

（３）ＪＡ女性組織メンバーのＪＡ運営への参画
女性組織メンバーのうち、組合員となっている割合を
見ると、48.3％（正組合員23.3％、准組合員25.0％）に
なっている（表７）。
また、組合員になっていない人の「ＪＡ組合員加入意
向」について、メンバー調査によると、74.6％が、
「どち
らともいえない」という人が占めている（図12）。また、
その理由が「今まで考える機会がなかった」
（61.1％）
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のあることである。
第27回ＪＡ全国大会決議では、アクティブ・メンバー
シップを掲げ、 組合員の積極的な運営参画を進めるこ
ととしていることから、この風を受けて、ＪＡ女性組織
の組合員化を進めるとともにメンバーの拡大につなげて
いきたい。
課題４ 事務局の育成
（１）事務局の兼務状況 ※無回答多数のため参考数値
女性組織事務局の兼務状況については、無回答が全
体の46 ％に上っているので、 参考数値にしかならない
が、有効回答を見ると、専任が2.1人、主たる専任が2.9
人となっており、 従たる職務として兼任している事務局
は、平均で6.3人であった。内訳を見ると、
「専任」が０
（表８）としていることから、ＪＡ運営参画について、学
習機会を増やすことが必要といえる。

もしくは１人が半数を超えており、兼務の事務局と連携
しながら、 女性組織が運営されている様子がうかがえ

一方、組合員になりたくない理由の約半数が「加入し

る。冒頭のＪＡ女性組織の課題（図１）のなかでも、要

てもメリットがない」
（表８）としている。確かに、組合

員不足が課題の５番目に多く、 約３割の事務局が要員

員に加入しなくても女性組織メンバーとして活動できれ

不足を挙げている。 紙幅の関係で多くは触れないが、

ば、組合員の加入メリットは、ポイントカードなどのよう

「女性組織に対するＪＡの姿勢への評価」
（図13）のな

に分かりやすいもの以外は、実感しづらい部分がある。

かでも「積極的に協力・支援している」と回答する人が

しかし、 ＪＡ女性組織綱領では、
「女性の声をＪＡ

45.0 ％いる一方で「ほとんど事務局まかせ」と回答する

運動に反映するために参加・参画をすすめＪＡ運動を

人も18.9％もいるなど、ＪＡ女性組織事務局がサポート

実践する」 とあり、 ＪＡ女性組織のメンバーのすべて
の組合員化を目指して取り組んでいくことが必要と考え
る。
また、新たに組合員となった人を、女性組織に加入し
てもらいメンバー数の増加につなげる事例も出てきてい
る。 単に事業利用のために組合員となった人が、 女性
組織の活動に参加することで、 よりＪＡを身近に感じて
もらえることは、ＪＡにとっても女性組織にとっても意義

10
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もないまま孤軍奮闘している姿が浮かび上がる。

にも上ったことは大きな今後の課題といえる。

担当部署の配置については、全体では営農部門への

自由記入欄では、
「事務局の研修について考えてくれ

配置が43.2%と最も多いが、ブロック別で見ると関東甲

ている人がいるとは思わなかった」など事務局の悲痛な

信越、九州では生活・福祉部門への配置が多く、近畿、

叫びも聞こえてくる。

中国・四国では、総務・企画管理などの部門が多い。

前述の「女性組織の課題 」でも、
「事務局としての専

今後、アクティブ・メンバーシップを進める上で、准組

門性が養われていない」が40.4%と高かったが、十分な

合員への対応がカギとなるが、 組合員組織のなかで大

研修を受けず、 要員も少なく孤立している事務局の実

きな役割を持ち、非農家や非組合員を包含しているＪＡ

態がうかがえる。

女性組織の担当部署の総務や企画などの組合員対策

ＪＡ女性組織活動の意義や役割などを、 事務局自身
が理解していなければメンバーが感じ取ることもできな

部署への移行も必要ではないか。
（２）現在関わっている仕事と強化したい仕事

い。2016年度は、 都道府県女性組織事務局研修を実

女性組織事務局が現在関わっているもので、従事時

施していく予定であるが、 早急に事務局の研修機会を

間が長いのが「ＪＡ女性組織活動事務」92.0％、次いで

増やす仕掛けを構築し、 研修後も業務が円滑に進むよ

「料理教室」「家の光普及事業」と続いた（図14）。

う職場での位置付けも見直すことが必要といえる。

また、実際、
「従事時間が長いもの」と「今後充実強
化したいもの」のギャップは、
「元気高齢者対策 」「学

３．おわりに

校給食 」が大きい。前述の「女性組織の課題」で挙げ
られている「メンバー自身が自主的な組織として活動が

以上の結果を踏まえ、 ＪＡ全国女性協は、2016年１

できていない」「自主的な運営とするための話し合いや

月に開催した第61回ＪＡ全国女性大会において、 次期

学習活動ができていない」ため、
「女性組織活動事務」

３カ年計画「ＪＡ女性 ふみだす勇気 学ぼう・伝えよ

に時間が取られていることが推察される。

う・地域とともに! !」を決定した。前述のとおり、これま

（３）事務局の研修

でに仲間づくりの一定の成果はあったものの、楽しい活

この設問については、回答する項目が分かりづらいな

動をするだけでは、ＪＡ女性組織として組織活動をする

ど、 設問と選択肢に問題があるが、 その点を割り引い

意義が薄れる。そこで仲間と共に学び合い、それを伝

ても、特に「研修を受けていない」とする事務局が４割

えながら、地域において必要とされる組織を目指すこと
とした。10年後も元気な組 織で
あるために、ＪＡ全国女性協とし
てもさまざまな取り組みに挑戦し
ていくつもりだ。

【巻頭論説】ＪＡ全国女性協「ＪＡ女性組織意向調査」結果概要
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食料・農業・農村 研 究 ノ ー ト

次世代の農業の明と暗（後編）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

農業の要素は光、空気、水、土で、これらは経営

の空気を一瞬に崩壊させる。
「水を差す」が、 その代

と共通語であり、
「光」は時間を意味する。
「空気」に

表格である。間違った方向に進むのを軌道修正するの

ついては、
「日本は空気が支配する国 」と言われ、 多

が水で、これが連続しているのが雨である。雨が天の

数決や論理ではなく、 その時々の風潮や雰囲気で物

恵みや「雨降って地固まる」の由縁であろう。 そして

事が決まることが多い。太平洋戦争の開戦や、 ＫＹ

12

橘 昌男

「土」
、これは基盤である。人は種であり、土に種をま

（空気が読めない）は典型で、
「会せず、会して議せず、

き成長する。 その人が集まって組織を構成する。 光、

議して決せず、決して行わず、行ってその責を取らず」

空気、水、土、種、人、組織など、
「もの」と「こと」

という会議五悪もある。 空気が支配する判断は論理

「こころ」までを科学の力でつなぎ、 トータルシステム

的判断を圧倒し、反対する者を異端として社会的に葬

で経営し、 国民から理解・ 信頼されるのが次世代の

るほどの超能力になる場合もある。
「水 」は、 その場

農業である。なかでも、基本の土づくりと人づくりは時
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研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

業界では差別化とコスト競争力の両立のため、 １工場
の多品種少量生産モデルからＩＴを利用して１工場で
１品種少量生産しそれを複数の工場で組み合わせる方
式が広まりつつあり、農業界も見習うべきである。
また、 次世代の農業はサ ー ビスの高度化である。
ユーザーからすれば、トラブル発生時に迅速に解決す
る、 トラブルの発生を予見する、 ムダを省くなどは、
「できて当然 」である。 過去の実績を見える化する、
全体傾向に基づく簡易なフィードバックをする、パーソ
ナライズしたフィードバックをする、状況に応じ最適な
フィードバックをリアルタイムで行うなど、 ユーザーに
とって「新しい体験や喜び」を提供しなければならな
い。
健康総合企業である（株）タニタは、健康診断に基
づく個人向け健康管理サ ービス（Ｂ２Ｃ＜企業と一般
消費者の商取引＞モデル）を始めたが実績は思わしく
なかった。健康管理できる人は健康意識の高い人で、

リモートサービス支援システム

そういう自律的な人は限られるのが理由である。 そこ

（ウエアラブルＥＸＰＯの出展例）

で、 企業の産業医を介在（Ｂ２Ｂ２Ｃ＜企業と消費者
間がかかる。また、環境変化に適応するには、育種で

の仲立ちとなって取引の仲介・媒介するような事業＞

ある。 育種は選抜であり、 人づくりも人材を発掘し、

モデル）させる方針に転換し実績を伸ばした。総合ス

トップタレントとして残す。後編では、次世代の農業を

ーパーは問屋を中抜きし、食品メーカーと直接取引で

イメージアップし、それを支える人と組織を考察する。

経営効率を高めたことが業績不振を招いた。一方、食
品専門スーパーは問屋の力を借りる共存共栄の関係を

エドウィン・マンスフィールド（Edwin Mansﬁeld）氏

築いた。食文化は地域によって異なるので、地域に密

によるとアメリカ大企業のプロジェクトにおける技術

着した問屋の品揃えで消費者の支持を集め業績は堅

的な成功確率は80 ％、その後の商業的な成功確率は

調である。 以上のことから、 各ＪＡは仲介役として新

20％、合算した成功確率は16％と低い。同様に、次世

たな出番を迎えているといえる。

代の農業は技術面では大きな産業に映るが、現場のビ
ジネス市場の形成はまだまだこれからである。 市場が
誕生期で市場調査も分析もできず、市場規模も未知数

深読み⑳ 科学の力で実現すること

であるからこそ、着眼大局・着手小局、誰でも、どこ

①ビッグデータの活用で、生産コストの削減と品質と

でも、 小さな投資で、 研究を行い、 小さな成功体験
（スモールビジネス）の積み重ねが肝要である。このこ
とが、 市場形成以降の機能・信頼・利便・価格の面
で競争優位性につながる。 特に、 大規模農業になれ

収量の向上を両立
②コンタクトセンター、テレワークで24時間・365日、
農業をサポート
③収穫予測から始まる生産者主導の販売価格形成

ば大型高性能な農業機械や施設が必要とプロダクト・
アウトで決めつけず、 次世代の農業のボトルネックを
マーケット・インで発見し解決策を考えるべきだ。 工

深読み㉑ 植物の根に耳を傾けよ
常に水不足に悩むイスラエルでは、センサーから得
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られるデータに基づき、水・肥料を３割削減しつつ、

もう半分は内部要因である。 一橋大学の野中郁次郎

収穫量を１割増やしている。50年以上前、 肥料・ 農

名誉教授は、分析過多・計画過多・コンプライアンス

薬・農機の出現は緑の革命を起こしたが、生産コスト

過多という３つの過多が企業から活力を奪ってしまった

も増大した。 これからは、 異分野融合で新しい農業

。移り変わる
と指摘する（過ぎたるは及ばざるが如し）

生産技術が生まれる。例えば、科学的な有機栽培技

経営環境に柔軟に対応する機動力を、 ３つの過多が

術ＢＬＯＦ理論（Bio Logical Farming＝生態系調和型

阻害している。 計画や分析からスタートするＰＤＣＡ
（Plan、Do、Check、Action）よりも、
「観察 ⇒ 情勢

農業理論）が注目されている。

判断 ⇒ 意思決定 ⇒ 行動」という敵よりも早く迅速に
深読み㉒

ワインの質＝12.145＋0.00117×冬の降雨

＋0.0614×育成期平均気温−0.00386×収穫期降雨

プリンストン大学の経済学者アッシェンフェルター

適切な行動を取ることが合理的で、そのためのＩＣＴ
（Information and Communication Technology）の活
用である。

（Orley Ashenfelter）氏が、フランス・ボルドー地方の
数十年の気象デ ー タからワインの質を判定する方程
式を導き出し、正しいことが証明されワイン専門家を

深読み㉕

情勢判断は司令官の仕事

驚かせた。 生産者のスキルや土壌の状態なども加え

アメリカの軍隊は、
「戦況を左右するのは情報量と

れば、ワイナリーごとの品質予測もできる。直感や経

意思決定のスピードである」という理論に基づいてい

験による判断の裏付けや改善の材料となるのが、

る。 なかでも、 情勢判断がカギで、 同じ状況を見て

ビッグデータ分析である。

いても、 個人の素養や培ってきた経験、 組織風土や
文化などによって解釈に差が出る。

深読み㉓

インジケーター（指標）の理解不足

インジケーターに該当するのが、ワインの質を左右
する冬の降雨、育成期平均気温、収穫期降雨である。

深読み㉖ 例外のないルールはない
ル ールはその内側にある大切なものを守るために

大量のデータから３項目の因果律に絞り込んだことが

存在する。 欧米では、 ル ールは統治者にとって都合

研究成果である。インジケーターを絞り込み、正しい

のいい常識を押し付けるために存在し、バカのために

と証明する小さな成功体験づくりを理解できないデ

存在すると言い切る人もいる。 日本には一度決めら

ジタル音痴の経営者が多い。

れたル ールを後生大事にして例外を許さない風潮が
ある。ルールによって守るべきものよりも、ルールそ

深読み㉔ 「農家イコール弱者」ではない
経済は経験価値の共創へ移行し、農業特区の新潟
市長である篠田昭氏は福祉・ 子育て・ 教育（フ ァ ー

のものの存続を優先してしまう。
（2015年10月9日付『日経産業新聞』掲載、斉藤ウィ
リアム浩幸氏の記事を筆者が要約）

ム）
・健康医療・エネルギー環境・都市交流を含め農
業12次産業化という可能性と拡張性を強調している。

深読み㉗

組織をダメにする「稟議制 」〜３つの

欠陥が無責任体制の原因
①能率の低下、すなわち遅い
②責任の分散、起案者は経営者へ責任回避、回議
者は結果責任の自覚が乏しい

１

．経営を取り巻く空気

③経営者の実行に対する指導力の不足、 あるいは

多くの企業で、組織構造と経営プロセスの硬直化が
進んだ。その原因はグローバル化などの外部要因と、
14
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し、 残る部分は部下に権限を委譲しやらせるべきで

何とかなった時代」から「新しい価値の創造の時代」

ある。

へ、 対話と議論が必須である。 社会の価値観が変化
し、
「正解のない問い」があふれている。 対立する多

深読み㉘

50歳以上の管理者は上意下達で育っ

た世代

様な価値観をぶつけ合い双方の着地点を見出す。相手
を説得し丸め込むのではなく、交渉相手との継続的な

部下には指示と監督が必要で、 目標に達しない場

信頼関係の構築を目指す。対話と議論を通して、既成

合は罰則を与える。 また、 情報経路が複数あり、 か

概念と新しい価値観との接点を探ることであり、 和は

つ、その内容が異なることが重なり、若い世代のやる

議論から生まれる。

気を阻害している。

深読み㉙

欧米では、ＣＥＯはユニークアニマル

深読み㉚

農業特区内で農業を営む経営者の声

トップに立つ人間には、他のポストとは違う独特な

農家自身が経営者の意識を持つべき。 農協が自分

資質や姿勢が必要だ。例えば、ＣＥＯ（最高経営責

の言うことを聞く農家を育てる時代は終わった。農家

任者）は底抜けに楽観的な性格の持ち主であった方

が農協に対して要求する時代だ。

が良い。 好奇心が旺盛で前向きな気持ちで、 組織を

深読み㉛ 水田面積100haを超える農業生産法人

引っ張らないといけないからだ。

の若手代表者の意識
現場に必要なのは社員一人ひとりの主体性と自律性

私は中小企業の経営者として、 自分で方向付けや

用語説明）

で、それを醸成するのが経営者の仕事である。

事業連携も決断している。ＪＡとは販売では取引して

現場重視というが、 従来のやり方（組織決定プロセス

いないが、生産資材は利用している。ＪＡとは中小企

と業績評価基準）に固執する経営者が多い。 現場は

業同士、 対等な関係で、 共に成長していければと思

経営の縮図、 経営者の写し鏡であり、 経営者の器で

う。これまでの延長線上で規模拡大していくのではな

決まる。特に、経営者には、異質な人材や異質な意見

く、生産技術の研究や新規導入、他の企業との連携

を受け入れる度量（始める度胸と引く勇気 ）の広さが

も視野にある。経営はリスクコントロールであり先読

必要だ。

みである。 米の輸出は長粒種、 野菜の複合経営など
も選択肢である。

【用語説明】
自律とは、
「自分で自分の行為を規制すること。外部から
の制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動するこ
と」
（出典：
『広辞苑』岩波書店）
。ビジネスでいえば、自

深読み㉜

直売所出荷農家の不信感

あるＪＡの直売所が全出荷会員の携帯にメール配信
した内容（一部抜粋）

分で考え、選び、行動し、成果を挙げること。そのため

（例１） お客様との絆を裏切らないよう、 随時、 売

には、人材育成を戦略的に科学的な理論のもと、人を育

り場で商品確認を行い、 場合によっては、 注意・勧

てられる人をつくること。

告・処罰させていただきます。
（例２）期日までに搬出されない商品は12月31日午
後6時で全品廃棄。 搬出されなかった場合は、 処分
対象（顛末書扱い）

２

．過去を水に流す

懲罰で農家を管理するのではなく、
「三方よし」の

「何をすればいいかが決まっていた時代 」 から「何

精神に気付いてほしい。

をするかを考える時代 」へ、
「人がそれぞれ頑張れば
【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（後編）
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再生産可能な利益を確保してこそ、 ビジネスは継続

提案）に変わりつつある。ポイントカードの最大の弱

する。二宮尊徳先生は、
「道徳を忘れた経済は、罪悪

点はやめることができない点である。総合ポイントや

である。経済を忘れた道徳は、寝言である」と説いた。

直売所のポイントカードなども、バージョンアップが

農業と企業のアグリビジネスが両立する相乗効果の発

必要だ。

揮に挑戦すべきである。
地産外商を掲げるローソンファーム（コンビニ大手の
＜株＞ローソンがグループ店舗向けに野菜などの安定

「農政新時代」では、生産者の所得向上につながる

供給を目指して設立）は、 農業生産法人とジョイント

生産資材価格形成の見直し、 生産者が有利な条件で

ベンチャーを組成している。ジョイントベンチャーは、

安定取引ができる流通・加工の業界構造の確立が挙

お互いの強みを活かし弱点を補うことを目的とし、他社

げられる。業界内の地殻変動が感じられ、ＪＡグルー

と連携して事業をする合弁会社である。 共通目標とし

プのビジネスモデルの新陳代謝も想定される。 国民に

て、 お客さまに評価いただける商品を作り販売するこ

理解と信頼されるストーリーとデータで対処しなけれ

とで利益の最大化を目指す。また、あるＪＡでは、大型

ばならない。

農産物直売所を核に食品専門スーパー 50店舗のイン
ショップに農産物を出荷している。ＪＡとスーパーの間
に卸売市場を介在させて循環ネットワークを構築した。

３

．経営に直結するリーダーは強かな凸型人材

人を育てる上で大切にしたいのは、ソフトな側面（志・
深読み㉝

売り上げデータが語るローソンの個店

主義と生鮮戦略

マインド・知識・経験・スキル）である。育てる方法は、
自分の経験、上位の管理者が鍛える、研修（ＯＦＦ-Ｊ

１店舗当たりの実績は、 オフ ィ ス街が来店者数

Ｔ）の３つの組み合わせで、それぞれのウエートは７：

1500人／日・平均単価360円、郊外が700人／日・平

２：１であると、組織開発用語説明）の権威である神戸大

均単価800円であり、顧客と店のデータに偏差がある。

学大学院金井壽宏教授は説く。リーダーに期待するこ

50歳平均年齢の時代となり、健康、宅配、ご用聞き、

とは現場で力を発揮してくれることであり、 現場とは

薬、病院のニーズが高まった。健康に注目し食品に注

提供価値が実際に生み出されている場である。 リ ー

力し、売上高2000億円・構成比20％となった、ポン

ダーが、 メンバー一人ひとりに自らの仕事の価値や重

タカードのデータを分析して、生鮮（野菜・果物）を

要性を認識させることがやる気を引き出す。 やる気を

買わなかった顧客（月間購入額は1607円、 来店頻度

継続させるのは、メンバーが「喜んで付いていきたくな

３回／月 ）よりも、 生鮮を買った顧客（月間購入額

る」リーダーの自由で楽しい個性である。
「あの人のた

5400円、来店頻度7.2回／月）が有望と判断した。

めなら」と思わせるリーダーの魅力は、顧客を喜ばせる
ことができる創意工夫や仮説と検証（試行錯誤、ナイ

深読み㉞

ポイントカードの曲がり角

データに裏付けられた戦略、クレジットカードやポ

16

ストライ）のできる能力である。 世の中にあふれる技
術や情報を自分たちのビジネスに結び付ける仮説立案、

イントカ ードの購買履歴情報の連動が戦略に有効で

組織内固有のルールを超えた行動力（求心力と遠心力）

あると痛感する。 しかし、 統計学や心理学という分

を兼ね備えた強かな凸型人材への育成が必要である。

野のエンジニアを雇用する必要があり投資も確実に

凸型人材への第１ステップは、熟練技能者になるこ

増大する。投資に見合う売上高のリターンのため、複

と。熟練とは技能・思想・価値観、そして魂の伝承で、

数企業が提携し、 お客さまが店や商品棚に近づくと

「現場で熟練技能者からの個別指導」と「成長過程に

クーポンをメール配信するレコメンド（おススメ商品

おける必要な資格検定の取得」を組み合わせて行う。

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（後編）

研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

第２ステップは、 問題意識、 問題発見力、 問題解決

きである。

力の３点をセットにしたスキルの幅を広める。このスキ
ルはマネジメント能力と表現されるが、 現状は、 組織

深読み㊲

仮説づくりを支援するフレームワーク

内部で定められた規則やル ー ルなどの手法の教育に

マーケティングの仮説づくりは、50年前に提唱され

偏っている。第３ステップは、人間同士や企業の枠を

た３Ｃ分析（企業の事業環境分析や企画立案において、

越えたコミュニケーション能力やチームワークなどの社

自社＜Company＞、競合＜Competitor＞、市場・顧

会技能（ソーシャルスキル）を、経験を持つトレーナー

客＜Customer＞の３点から分析する手法）、ＳＷＯＴ分析

や専門部署が実践的にサポート・アドバイスして伸ばす。

（外部環境や内部環境を強み＜Strengths＞、 弱み＜
Weaknesses＞、 機会＜Opportunities＞、 脅威＜
Threats＞の４カテゴリーで要因を分析し、 事業環境
変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略
策定方法）
、４Ｐ戦略（製品内容＜特徴＞：Product、
価格：Price、 流通：Place、 広告・宣伝：Promotion
の略、マーケティング計画や戦略の立案に広く用いら
れる４つの着目ポイント）などの手法で考えよと、 ビ
ジネススクールは教えている。定型のシートが与えら
れ、フレーム内を埋めれば仮説が出来上がる。検討
はうまく進むが、実際の事業はうまくいかない。優れ
た企業はオリジナルのフレームワークを開発している。

【用語説明】

次世代の農業や事業に相応しいフレームワークを考案

組織開発の意味は、
「組織内の当事者が自らの組織を効

しなければならない。

果的にしていく（よくしていく）ことや、そのための支援」
である。
（出典：中村和彦『入門

組織開発 』 光文社新

一人ひとりが考え・行動する社風をつくっている企業

書）

の社長が、
「従業員の先にお客さまがいる。 経営者は
従業員のために仕事をし、 従業員を活かすことに専念
深読み㉟

技術と技能

技術とは「やり方、 方法 」であり、 優れた方法を
持っていることを技術力があるという。 技能とは「実
行する行為、 能力」で、 優れた実践的能力を発揮し
て良い品質を生み出す。 技術教育も技能教育も、 科
学の力を採り入れると効果がある。 人の動作・ 行動
や作業方法・手段を説明する際、 科学は根拠を与え
内容に広がりと深みをもたらし納得させる。

深読み㊱ 熟練者の不足
労働力不足は雇用延長により先送りされただけで
あり、 真の不足は2020年以降に起きる。 アメリカに
は定年制がないように、 有能で働ける者は活用すべ

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（後編）
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すればよい」と語った。その社長は会社の組織図を逆

そのことを、Honda（本田技研工業＜株＞）創業者の

さまにしていた。逆さまにした組織図もまた凸型に見え

本田宗一郎氏は、
「私の信念は、 自分と同じ性格の人

る。また、組織が同志的に一体にならないと、他社・

間とは組まないということ。自分と同じなら２人は必要

異業種・異文化との連携は唱えているだけで相乗効果

ない。 自分１人で十分だ」と語った。 また、 ユダヤ人

を生まず妥協に終わる。

の教えでは、内なる多様性があって、外なる統一性が
発揮されるともいわれている。経営者がアウトサイド・
イン、権限で人を操作しても決して人は育たない。しか

４

．人材育成の３要素とインサイド・アウト

人づくりは土台から。土台はマインド（考え方、意識、

し、 多くの企業では、
「角を矯めて牛を殺す」行為が
現場の思考停止を惹起し、 社員の一体感や職場風土
にマイナスの影響を与えている。

心根）や経営理念であり、身に付けるには長期間を要
する。土台の上に管理があり、部下を指示・指導・統
率しながら目標達成に挑戦する。日常の業務遂行には、

深読み㊳

日本人の価値観

部下に対する目配り・気配り・金配りが必要だ。 企業

世界価値観調査によると、
「権威・権力が尊重され

では人づくりを階層別に行っているが、 次世代を担う

る社会 」を「望ましい」と答えた日本人の割合はわず

リーダーの育成は、インフォーマルなことも対象にしな

か５％である。 経営トップは「自慢・説教・問いただ

がら３要素を組み込んだシステムとしての研修会が、

し」という行為を慎むべきである。 このような行為に

今こそ必要である。

対し、 管理者は「周知徹底・教育訓練・管理強化 」
という決まり文句で返答するだけで、なんら問題は解
決しない。

深読み㊴ 中期経営計画より長期ビジョンを優先
多くの企業の中期経営計画は３年で、 企業内の整
合性を意識し過ぎた「後付けの計画」も多い。１年ご
とのホップ・ステップ・ジャンプを連想するが、ジャン
プできない。アメリカのＣＥＯの在任期間は10年であ
り、長期ビジョンを立てた上で計画を策定する。

レベルアップを個人任せにしておき、 管理者にして
からマネジメント能力を身に付けさせることには無理が
ある。さらに、マネジメント能力を束ねると経営ができ
ると思うのは経営者の認識不足である。管理者を個人
として自律させ、 管理を通じて経営まで一貫して行う
人間関係づくりを創り込まねばならない。 育てたい人
に対し、
「あなたはどのような人間関係の職場や組織
をつくりたいか？」を主眼にすることである。
多様で豊かな人間性を持った自律した個人がいて、
その多様な人たちをグル ープや部署に束ね、 そのグ
ル ープや部署が複数で編成されるのが企業である。
18
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○「志」こそ、学びのモチベーション

５

．
「学び」の新しい動き

学びが、自分の地位を確保する勉強に陥っている。

2015年６月、立命館大学大阪いばらきキャンパスに

学びも働くことも、 誰かを助けたい、 世の中の役に立

「稲盛経営哲学研究センター」が開設された。 京セラ

ちたいという志 ̶̶ 利他の思い・利他的な喜びがモチ

（株）の創業者である稲盛和夫名誉会長は、京セラを

ベーションになる。

グロ ー バルに事業を展開するエレクトロニクス・メー

○「利他の心」で社会を変える

カーへと成長させ半世紀以上黒字経営を続けている。

利他は、最もクリエーティブで革新的である。利他

また、1984年に創業した第二電電（現ＫＤＤＩ＜株＞）

の心というのは、 とてつもなく強い個を生み、 企業や

を日本を代表する総合通信事業者に押し上げた。2010

社会、 そして世界を変えていく力を持っている。 利他

年には、政府の依頼で経営破綻した日本航空（株）の

の心を軸に、誰かに貢献する、人の役に立つ楽しさと

会長に就任し、 ２年７カ月という短期間で再上場を果

か、 満足感、 心地よさ、 人と社会がつながる喜びを

たし、 屈指の高収益企業に再生した。 稲盛氏は27歳

地域に創っていくことが重要だ。 グループワークやプ

用語説明 ）

で京セラを創業して以来、
「利他の心」

をベース

とする経営哲学を堅持し、 従業員とも共有して、 会社

ロジェクト運営でも、メンバーが他のメンバーを理解し、
協力し合うほど、チームとして良い成果を残せる。

経営をしてきた。
「稲盛経営哲学研究センター」は、こ
の「利他の心」に基づく経営哲学をさまざまな学術分

【用語説明】

野の視点から研究を重ね、 その理念の体得につなが

利他とは、
「他人に利益となるように図ること。自分の

る教育プログラムを開発し、 世界に発信することを目

ことよりも他人の幸福を願うこと」。
（出典：
『大辞泉 』

的にしている。

小学館）

利他の思いは協同組合運動の精神と共有できる。
教育プログラム関発を担当する同研究センターの利他
ラボ（RITA‒LABO）の金井文宏客員教授に、問題認
識と対応策を尋ねた。
○現在の教育の問題
グローバルな強欲資本主義が自分さえ良ければとい
う利己主義に進むのと同様に、教育もいい大学・いい
会社に入るため暗記してパターンを覚える、正解を早く
教えてほしいという勉強の仕方になっている。 学びが
内容的にも意欲的にも二重に深刻化している。
中央が金井文宏客員教授（RITA‒LABO にて、スタッフの皆さんと）

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（後編）
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わせ（水平統合）
」といわれる。フォルクスワーゲンは
深読み㊵

京都の企業は「わが道を行く」精神

京都には京セラ（株）や（株）村田製作所、任天堂
（株）、 タクシーのエムケイ（株）など、 他とはひと味

モジュール生産方式によって、2012年にトヨタを凌ぐ
部品原価の縮減を実現した。モジュール化の特徴は、
クルマは多くのモジュールの組み合わせで構成すること、

違う独自の技術やサ ービスで知られる企業が多い。

複数の車種の共通化率を高めることである。モジュー

稲盛氏は、
「京都の企業人は他人と群れず、わが道を

ル化の恩恵は、 ①大量注文生産（マス・ カスタマイ

行くタイプの人間が多い。彼らのこだわりが京都企業

ゼーション）を可能にする、②設計プロセスを効率化

の個性を形づくった」と説明している。

する、③新たな製品・新たな企業間連携・新たなマー
ケット（グーグル＜Google Inc.＞やアップル＜Apple

「知的エンターテインメント」
深読み㊶ 「学び」は、
TSUTAYA（＜株＞T-MEDIAホールディングス）は、

Inc.＞の参入、自動運転など）を生み出し、バリューチ
ェーンのあり方も変える。市場・顧客が求める製品は、

TSUTAYAビジネスコレクションを始めた。TSUTAYAの

高いスペックや高付加価値機能とは限らない。モジュ

戦略は、 著名人の新刊書籍で人を呼び、 講演内容を

ール化は組み合わせなので、市場や顧客は多様な車種

ＤＶＤ化し、レンタルする。新規事業であり、競争相

を手に入れることが可能となる。

手はBenesse（＜株＞ベネッセホールディングス）で

農業分野でも地域の中小企業や物流業者と組んで、
モジュール化（組み合わせと組み替え）に挑戦すれば、

ある。

飼料、 肥料の配合は個別ユーザ ーごとの注文生産を
安価に実現するだろう。販売面では、加工・業務用を
含め販路拡大につながる。 大規模生産法人では栽培

6

．農業にモジュール化を導入

トヨタ自動車（株 ）は最新型プリウスを開発するに

や作業のモジュール化に取り組めば、生産性が向上す
る。そのためにもＩＣＴとコミュニケーションが重要で
ある。

当たり、 新しい取り組みとしてＴＮＧＡ（Toyota New
Global Architecture）を始めた。これは、クルマの開
発プロセスから、製造工程まで全社的な共通化・標準

トヨタがＴＮＧＡへ舵を切ったワケ

化の取り組みである。 クルマづくり改革の先鞭をつけ

2009年、渡辺捷昭社長（当時）が韓国・現代自動

たのがフォルクスワーゲン（VOLKSWAGEN AG）で

車の人気車を分解・分析して、
「われわれは、 あの原

あり、ドイツの「インダストリー 4.0」を基本とするモジ

価であれほどの品質のクルマはつくることが到底でき

ュール生産方式である（ＴＮＧＡでは「グルーピング開

ない」と述べたことに始まる。
「すり合わせ能力」は、

発」という表現）
。

海外に生産拠点を移すと失われてしまう。 新興国市

トヨタがかんばん方式（スーパーマーケットの商品
管理用カードからヒントを得て考案された、 部品を必
要なときに、 必要な量だけ調達し、 最小限の在庫で
効率的に生産する、 独創的な生産管理方式 ）で世界
トップシェアを確保できた競争力の源泉は、 カイゼン
（改善 ）活動を継続して行う高い能力を備えた作業者
の存在、能力の高い下請け企業（系列、垂直統合）が
近隣に立地、という２点の「すり合わせ能力」である。
「すり合わせ」に対し、モジュール生産方式は「組み合
20
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場では低シェアで、
「高品質であるが高コスト」である
生産体制は通用せず深刻な経営課題になっていた。

深読み㊸

トヨタのムダとりは親心

ムダとは、時間をムダにしていること。社員にムダ
なことをさせる経営者は、社員の人生をムダにしてい
る。ムダなことをさせないことが、社員の幸せにつな
がる。だから、 トヨタの経営者は、うるさく・しつこ
く・細かくムダとりを行う。
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した「自分の頭と感性で考える」という習性を持
深読み㊹ モジュールを組み合わせた農業観光
（株）日本旅行は農業ベンチャーの（株）マイファー
ム（前編で紹介）と組み、貸農園や農場を生かした新
規商品を開発する。近畿日本ツーリスト（株）は、農
事組合法人和郷（千葉県香取市）や料理レシピサイト
「クックパッド」
（クックパッド＜株＞）、辻調理師専門
学校（大阪市）と組み、農業観光のコンサルティング

つ人、 ユニー クな取り組みを試みる人は個店で
育つ。例えば、家電販売店「でんかのヤマグチ」
（東京都町田市・＜株＞ヤマグチ）は米や食品も
扱っているし、買い物代行もしている。
個店主義の強みは個性、サービス、独自性、
小回り、 専門性、 こだわり、 親しみやすさ、 融
通、地域定着、接客である。現場の人々はファ
ミリーを形成し家業として生き残る。生き残った

事業を始めた。

個店と個店は同志的に結合する。 個店主義は
ソーシャルシフト経営といわれ、昔からの「三方
よし」と同義であり、キーワードは昔も今もＫＫＤ
（Ｋ：経験、Ｋ：観、Ｄ：度胸）である。

７

．次世代の競争力

次世代は不安定で変化が激しく、かつさまざまな要
素が複雑に絡み合う。 飛行機に例えれば、 乱気流の

深読み㊺

なかを、私たちは操縦桿を握り続けなければならない。

までの37年間

そのなかで、強かに生き残るための競争力は次のとお
り。

小さなＪＡの販売担当が組合長になる

山村のＪＡで26歳で販売担当になったとき、共同販
売しか教わらなかったし、それ以外の選択肢はなかっ
た。しかし、農家の所得を増やしたい一心で、デパー

（１）共有型経済（シェアリングエコノミー）へ視点
の転換

トの催事コーナーで加工品の行商を始めた。 年間の
共販額が3000万〜 5000万円程度であったものが、

「モノ」は所有から共有・共用へ、モノからコト

37年を経て33億円に成長した。果汁の自主製造や化

へ価値が移行する。 効率よく、 リアルタイムに需

粧品へ付加価値商品の展開、20万人の顧客を有する

要と供給をマッチングさせることや、 複数の異な

コ ールセンターの運営など直売に特化した成果であ

る企業や技術やコンテンツを組み合わせて新しい

る。 村の人口は1000人を切ったが、 スピード経営を

サービスをつくることが競争優位性となる。セオ

基本に自律しながら、他のＪＡとも原料調達で連携し

ドア・レビット氏（Theodore Levitt、元ハーバー

ていく。

ド・ビジネススクール名誉教授）は、ドリルを購
入した顧客が必要としているのは穴であると説い

深読み㊻ 担い手を事業運営に参画

ている。 モノを仲介するのではなく、コトを仲介

30年前になるが、関東のあるＪＡの農機センターに

すること。手段を売るのではなく、労働力を提供

オペレーターと呼ばれる人たちがいた。その人たちは

するというように視点を転換する。

専業農家の後継者で農閑期のみ農機センターで臨時
雇用され、修理・整備をしていた。

（２）選ばれる・選びたくなる個店主義
現場の人が挑戦する風土、 失敗してもそれを
学びに変えて新しいことに挑戦し続けるのが個

深読み㊼

オムニチャネル戦略とは昔の八百屋が

していたこと

店主義である。 顧客のニーズをあれこれと構想

一人ひとり消費者とのつながり、 ライブ感やワクワ

する、 ユニークな製品や技術を発想する、 そう

クする楽しさ、心地よさ、親近感などを提供して地域

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（後編）

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

21

食料・農業・農村 研 究 ノ ー ト

の利用者との距離を縮めることを考えながら個店を

している。 コマツ（＜株＞小松製作所 ）は、 製

運営するのがオムニチャネル戦略である。利用者の求

品を単に生産・ 販売することから、 製品を活用

めるものは安さだけでなく、どのように仕入れたのか、

するサービスを含めたコムトラックス用語説明 ）を販

誰がどんな思いを持って関わってきたのか、 こうした

売している。 サービスとは、 顧客の価値を創造

物語を知りたいはずだ。 顧客が求める価値や気づき

する活動である。サービスの強みは顧客への「お

の提案、こんなことができる八百屋に戻ろう。

もてなし」にある。 おもてなしの語源は「以って
為す」である。 顧客満足度は、 サービスから得

深読み㊽

アマゾンがファーマーズマーケットで

られる経験や、 企業と顧客の関係の質と内容の

行う実験

評価が重視される。 従って、 サービスは顧客と

アメリカの食品業界で最も成長した分野の１つが、

の相互作用で価値を創造する。価値共創は農業

ファーマーズマーケット。農産物をネット販売する実

経済⇒商品経済⇒経験経済への流れであり、特

験は、マーケットプレースで生産者が「今日はこれ！」

に、アフターサービスは、次のとおり高度化する。

と推奨する商品をピックアップして顧客に届ける。

① 修理や消耗品の供給などの受け付けから、担

宅配はウーバー（Uber＝アメリカのウーバー・テクノ

当者の割り当てやモノの手配、作業後の報告、

ロジーズが運営する、 自動車配車ウェブサイトおよ

業務分析まで、アフターサービス業務の全体

び配車アプリ）型のクラウドソーシングを採用してい

を一貫性のあるものとする。
② 蓄積したあらゆる情報を、ユーザーや利用商

る。 ニ ーズを嗅ぎ取れば、 即実験に移すアマゾン

品を軸に統合管理する。過去の作業履歴は

（Amazon.com,Inc.）のスピードに感心する。

もちろん、点検予定など将来の作業計画も含
深読み㊾ エジソン（Thomas Alva Edison）の名言

めてサービスカルテとして網羅し、 抜けや漏
れ、矛盾のないサービスを提供する。

①失敗したわけではない。

③ モバイル端末やウエアラブル端末などを活用

それを誤りだと言ってはいけない。

し、いつでも、どこでも、誰でもその利用シー

勉強したのだと言いたまえ。

ンに応じた最適なサービスを提供する。

②私たちの最大の弱点は諦めることにある。
成功するのに最も確実な方法は、
常にもう１回だけ試してみることだ。

【用語説明】
コムトラックスを搭載した建機38万台のビッグデータがも
たらす効果は、アフターサービス用部品在庫の１割削減と、

（３）競争力と因果関係のあるインジケーターの発見
サービスの優劣を左右するのは、時間（リード

部品の発注から納品までのリードタイムを３〜５割削減す
る。

タイム、24時間対応 ）である。 １人で複数の役
務を可能とするには、 ヒトが体系化してきたノウ
ハウをもとに、 起こるであろう事象を予測するモ

深読み㊿

顧客が要求するサービスの変動

デルを作る。 そのためには、 モデル農場を設け
試行と評価を繰り返し行い、 因果関係のあるイ
ンジケーターを見つけ出す。

顧客の事情によりサ ービスには変更、 割り込み、
追加、キャンセルが頻発し、タイミングと順番が変動
する。 この変動にきめ細かく対応することが、 高い
品質のサ ー ビスとなる。 また、 作業の高速化（効率

（４）サービスを磨く
ＧＤＰに占めるサービス産業の比率は75％に達
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顧客が求めるサービスを顧客が求めるタイミングで提
供する方法を科学的につくる。

８

．おわりに

10年先の社会環境を予測し、 そのときの事業目的
を明確にしたものが10年ビジョンであり、 作成・実践
する人が次世代リーダーである。次世代リーダーの育
成にどの企業も内製化する傾向であり、 ノウハウは門
外不出である。 強かな凸型人材育成と個店主義を進
めるために、ＪＡ全農生産資材部と当研究所が共同プ
ロジェクトで、
「次世代リーダーを育成する講習会」を
開始する。
農機事業の現場で働く職員6500人のなかから候補
者を選抜し、 ６月から１年かけて５回の座学と現場実
践とフォローを行う。座学は、経験豊富な経営者をス
ピーカーとして招聘し、対話と議論型で行う。キック
オフのスピーカーは、メディアで紹介され若者からも支
持される『日本でいちばん幸せな社員をつくる！』
（Ｓ
Ｂクリエイティブ ）の著者・柴田秋雄氏である。 その
他のスピーカーには、本レポートで紹介した多彩な顔
ぶれも揃える。 次世代リーダー育成の状況は、 本レ
ポートにて適宜発信していく。

【食料・農業・農村】研究ノート／次世代の農業の明と暗（後編）
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「野菜や果物を食べる頻度が減少」
調査時の価格高騰の影響も……
野菜・果物の消費行動に関する調査結果〜 2015年調査〜から
ＪＣ総研 経営相談部 主任研究員 青柳

１

靖元

4000億円（前年比1.2%減）となったことを2015年12月

．はじめに

に公表した。内訳は、米が約１兆4000億円（同19.5%

2015年10月のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協

減）、畜産が約２兆9000億円（同8.7%増）、野菜が約

定）大筋合意の衝撃に続き、翌11月には農林水産省が

２兆2000億円（同0.5%減 ）
、 果実が約7600億円（同

５年に１度の「2015年農林業センサス（速報値）
」を公

0.5%増）であり、米の減少と畜産の増加が際立ってい

表した。

る。それでも、野菜と果実を合わせると畜産や米の算

その内容は、 あらかじめ予想されたとはいえ驚くべ

出額よりも大きく、野菜・果実部門は日本農業における

きもので、 農業を構成する３大要素である農業経営体

数少ない有望分野であり、 野菜作経営・果樹栽培経

数、 経営耕地面積、 農業就業人口を示す数値がいず

営は「明るい農村」復活を期待する多くの関係者にとっ

れも減少率を高めており、特に国内の農業就業人口は

て、切り札となる可能性を秘めているのではないだろう

この５年で約２割減少し209万人となり、 平均年齢も

か。

65.8歳から66.3歳へと0.5歳高くなった。東京農工大学

そのようななか、JＣ総研では2015年８月に「野菜・

梶井功名誉教授の言を借りるならば、
「『2015年農林

果物の消費行動に関する調査」
（表１・２）を実施し、

業センサス結果の概要』を見ての最初の率直な感想は

2014年までの調査データを踏まえて経年変化を含めた

日本農業衰退の図が示されている」
（『全国農業新聞』

分析を行った。本稿では、調査結果から、主要なポイ

2016年１月15日記事）と厳しい見方となった。

ントについて簡潔にご紹介することとしたい。

一方、 農水省は、2014年農業総産出額が約８兆
野菜を食べる頻度：単身女性と20代以下で
．
減少、単身男性は増加

２

図１は、野菜を食べる頻度（手作りの野菜ジュース含
む。摂食頻度）について尋ねたものである。トータル
では、
『毎日』
（
「ほぼ毎食」＋「ほぼ毎日」
）は、60.9％
（前回62.0％）と前回調査に続き減少し、
「週
に1日未満／食べない」は13.8％（同12.8％）
と増加した。
属性別に見ると、単身女性は『毎日』が
51.8％
（同56.3％）と減少が目立つ一方で、
「週
に1日未満／食べない」が16.3％（同12.6％）
と増加した。単身男性では『毎日』が36.9％
（同30.8％）と大きく増加した。
24
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年齢層別には（図２）
、20代以下で『毎
日』が35.2％（同49.7％）と14.5ポイント
の大幅な減少となり、
「週に1日未満／食
べない」が23.5％（同17.0％）と大幅に増
加した。一方、40代では『毎日』が59.1％
（同54.8％）と大きく増加した。
2012年以降、 毎年少しずつではある
が野菜を『毎日』食べる頻度が低下して
いるのが気になるところであり、 野菜の
機能性や健康に果たす役割についてのＰ
Ｒや消費拡大運動、 あるいは2000年ス
タートの「健康日本21（21世紀における
国民健康づくり運動）
」注1）などの周知徹
底が期待されるところである。

果物を食べる頻 度：野菜同様、
．
単身女 性と20代以下で大きく

３

減少する結果に
図３は、果物を食べる頻度（手作りの
果物ジュース含む。摂食頻度）について
尋ねたものである。
『毎日』
（
「ほぼ毎食」
＋「ほぼ毎日」
）は、トータルで28.5％
（前
回29.3％）と前回に続き減少した。一方、
「週に１日未満／食べない」は、29.5％（同
28.4％）とわずかに増えた。 属性別では、
単身女性で『毎日』が23.3％（同30.6％）
と大きく減少した。
また、年齢層別に見ると（図４）、20代
以下で『毎日』が8.7％（同20.3％）と11.6
ポイントの大幅減、
「週に１日未満／食べ
ない」が57.5％（同37.2％）と20.3ポイン
トもの大幅増となった。60代では「週に
１日未満／食べない」が18.4％（同22.6％）
と減少した。
野菜と同様、果物も単身女性と20代以

注1）
「健康日本21」では、成人の１日当たりの野
菜の平均摂取量の増加（350ｇ以上 ）が目標とさ
れている
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下の 摂 食頻 度の 低下が目立つ結果と
なった。
果実は、野菜と異なり嗜好品の扱いを
受けることも多く、その機能性や健康増
進への評価がやや弱い印象がある。
一方、2015年４月から始まった「機能
性表示食品」注２）制度を消費拡大のチャ
ンスと捉える産地も出始めたことは朗報
であり、2015 年９月には静岡県のＪＡ
みっかびが「温州みかんが骨の健康保
持に役立つ」として、消費者庁にその申
請が受理された。これは、同時に受理さ
れた（株）サラダコスモの「大豆もやし」
とともにわが国の生鮮食品では初めての
ケースである。

４

．

市販のカット野菜を食べる頻度：
サラダ用・料理用共に、単身層と
20代以下で大きく減少

図５は、市販のサラダ用カット野菜を
食べる頻度（摂食頻度）について尋ねた
ものである。トータルでは『週に１日以上』
（
「ほぼ毎日」＋「週に４〜５日」＋「週に
２〜３日」＋「週に１日」）が25.6％（前回
24.1％）と、摂食頻度が微増した。逆に
「週に１日未満」は29.3％（同29.6％）、
「まったく食べない」は45.0％（同46.3％）
と減少した。 属性別には、
『週に１日以
上』が単身男性で32.2％（同37.7％）
、単
身女性で20.8 ％（同25.1％）と大きく減
少した。年齢層別では、20代以下で『週
に１日以上』が29.1％（同34.7％）と大き
く減少した。
市販の料理用カット野菜について見る
と（図６）、トータルでは『週に１日以上』

注２）
「機能性表示食品」は、安全性の確保を前提
として科学的根拠に基づいた機能性が事業者責任
で表示できる
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が18.3％（同17.7％）と微増したものの、サラダ用カット

『週に１日以上 』が、20代以下で25.4％（同30.7％）と

野菜に比べ、摂食頻度は少ない。属性別には、
『週に１

大きく減少した。 サラダ用・料理用共に、単身層・20

日以上』が、単身女性で12.2％（同16.2％）、単身男性で

代以下でカット野菜の摂食頻度の減少が目立つ結果と

19.2％
（同26.6％）と大きく減少した。年齢層別に見ると、

なった。
前回2014年調査について、本誌ＶＯＬ.
33（2015年春号）では、
「減る野菜摂取量、
増えるカット野菜」のタイトルで報告した
が、カット野菜の摂取頻度が微増にとど
まった原因について、カット野菜購入時の
重視点や理由の項目（図７〜図10）にお
いて探りたい。

カット野菜購入時の重視点：
「価
．
格が安い」がトップ、
「味が良い」

５

「国内製造」は減少
カット野菜を購入する際、 重視する点
について尋ねたものが、図７（属性別）お
よび図８（年齢層別）である。
トータルトップは「価格が安い」で24.5
％
（前回23.5％）と１ポイント増加した。２
位は「味が良い」で19.1％
（同20.3％）と1.2
ポイント減少。３位には、今回から選択肢
に追加した「 ちょうどよい量である（適
量）
」16.3％がランクインした。以下、４位
「国内製造の商品」13.6％（同17.9％）、５
位「原料の原産国が表 示 」12.1 ％（同
10.4％）
、６位「国産原料を使用」11.9％
（同12.5％）と続く。価格重視の項目が微
増する傍ら、味や国内製造、国産原料使
用へのこだわりがやや後退した。ただ、
そうしたなか、原料の原産国表示への関
心は、やや高まった。 また、
「この商品は
買わない」は25.6％（同26.2％）と微減な
がら、４人に１人を占めている。
属性別では、
「国内製造 」が既婚男性
で13.9％（同18.7％）
、単身女性で13.2％
（同21.9％）と大きく減少。
「味が良い」も、
単身男性16.6 ％（同25.9 ％）
、20代以下
18.5％（同24.8％）と大きく減少した。年
【食料・農業・農村】Web調査／「野菜や果物を食べる頻度が減少」調査時の価格高騰の影響も……

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

27

食料・農業・農村 Ｗ ｅ ｂ 調 査

齢層別でも、
「国内製造 」が20代以下で7.4 ％（同13.1

ポイントがやや増加した。また、今回から選択肢に加

％）
、30代で9.4％
（同13.4％）
、50代で13.1％
（同19.6 ％）

えた「少量パックがあるから」は26.4％で４位にランクイ

と大きく減少した。

ンした。

カット野菜購入においても、一部の生活者を除く一

属性別では、
「料理の手間を省けるから」が単身女

般庶民の給与水準が上がらず、価格重視の消費者が依

性で64.7％（同58.7％）と大きく増加したのに対し、単

然として多いことがうかがえる結果となっている。

身男性は59.4％（同71.8％）と大きく減少した。
（独 ）農畜産業振興機構が2013年５月公表した「平

カット野菜を購入する理由：
「料理の手間を
．
省けるから」がトップ、
「適量」
「少量パック」

６

も重視

28

成24年度カット野菜小売販売動向調査事業報告概要」
によると、 カット野菜のスーパーにおける市場規模は
約605億円と推計される。同概要では「カット野菜は、

図９および図10は、カット野菜を購入する理由を尋

これまで生鮮野菜の価格が高い時に代替品として販売

ね、属性別に示したものである。トータルトップは「料

が伸びると言われていた。
（略 ）平成24年以降は、 卸

理の手間を省けるから」が60.7％（前回62.5％）
、次い

売価格の高騰にあわせてカット野菜の販売個数の水準

で「すぐに食べられるから」が51.4％
（同52.3％）と続き、

が上がり、かつ、卸売価格が下落しても販売個数はそ

共にやや減少した。

れ程減少していない。簡便化志向の中で使いきりので

一方、 ３位「量が適量だから」36.6％（同36.2％）
、

きるカット野菜の利便性を知り、 カット野菜の利用が

５位「値段がお手ごろだから」22.2％（同19.7％）は、

定着して、 需要が拡大していると最近言われるように
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なったが、そのことが十分に伺える推移となっている」

たものが、図12である。上位３位合計で見ると、野菜

とまとめているが、 今回の調査（2015年８月）結果も

同様「スーパー」が93.9％
（同93.6％）と９割以上を占め、

野菜価格高騰

注３）

の影響が色濃いものとなった。

群を抜いている。続く「コンビニ」は20.7％（同18.5％）
と増加した。最近、コンビニでもカット野菜の品揃えが

７

．野菜の主な購入先：
「スーパー」が断然トップ

日ごろ、野菜を購入している人に、主な購入先を尋
ねたものが、図11である。 上位３位合計で見ると、
「スーパー」が96.4％（前回95.4％）と依然、トップで群

拡充し、利用が増えていることが伺える。

野菜購入時の重視点：「販売単価が安い」が
．
増加、
「鮮度が良い」
「国産品である」が減少

８

図13は、野菜を購入する際に重視している点を尋ね、

を抜いており、今回も若干、増加した。
「青果専門店」

年次別に表したものである。トータルでは、前回に続

20.3 ％（同21.2 ％）、
「農産物直売所 」18.9 ％（同

き１位は「鮮度が良い」61.9％
（前回66.1％）、２位は「販

18.6％）、
「生協」17.1％
（同18.4％）が次いで多い。一方、

売単価が安い」53.5％（同48.6％）、３位は「国産品で

購入先を１つもしくは２つに決めている「２番目／３番
目はない」のポイントも高かった。
カット野菜を購入している人に、 主な購入先を尋ね

注３）主要卸売市場の前年同月比価格：
【野菜 】7月122%、8月
104%、
【果実】7月111%、8月121%。
（農水省発表）

【食料・農業・農村】Web調査／「野菜や果物を食べる頻度が減少」調査時の価格高騰の影響も……

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

29

食料・農業・農村 Ｗ ｅ ｂ 調 査

ある」38.6％（同42.9％）の順となった。２位「販売単

と大きくポイントを下げた。

価が安い」が4.9ポイントと大きく増加した。３位「国産
品である」は4.3ポイント減少した。
図14は年齢層別に見たもので、今回増加が目立った

．おわりに

「販売単価が安い」は、70代以上を除くすべての年齢

今回調査の大きな特徴は、 前回調査に引き続き、

層で増加し、とりわけ若い年齢層で増加幅が大きかっ

野菜・果物を食べる頻度が減少したこと、特に単身女

た。 逆に「鮮度が良い」は20代以下を除くすべての年

性と20代以下で大きく減少したことにある。

齢層で減少した。なかでも、60代は68.0％（同78.3％）
30

９

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

全体では、野菜・果物とも『毎日』
（
「ほぼ毎食」＋
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「ほぼ毎日」）食べるが野菜・果物共に減少したが、野
菜は単身女性で4.5ポイント、20代以下で14.5ポイント、

値ランキングについては、次のとおりとなった。
野菜は期待値１位が、 ２年ぶりに首位に返り咲いた

果物は単身女性で7.3ポイント、20代以下で11.6ポイン

高糖度トマト。２位はスナップエンドウ、３位はサツマ

トと大きく減少した。

イモの「べにはるか」で、甘さが共通する。４位はズッ

また、調査時（2015年８月）における青果物価格高

キーニ、 ５位はミニトマト。
「野菜の売れる条件」
（複

騰の影響が色濃く出たのも今回の特徴といえる。
「野

数回答）では、前年同様「鮮度」が１位となり、次いで

菜不足と思う理由」を尋ねた設問では「野菜の価格が

「価格」
「食味」の順となった。

高く十分な量や多くの種類を買えない」が4.5ポイント増

一方、果実は皮ごと食べられるブドウ「シャインマス

加した他、
「野菜購入時の重視点 」を尋ねた設問では

カット」が６年連続で１位だった。２位はゼリーのよう

「販売単価が安い」 が4.9ポイント増加したのに対し、

にしっとりとした食感で、甘みの強い柑橘の「紅まどん

「鮮度が良い」が4.2ポイント減少、
「国産品である」が

な」が前年４位からランクを上げた。３位は極早生ミカ

4.3ポイント減少するなど、高騰する青果物の価格に対

ンの「ゆら早生」
、４位は前年２位のリンゴの「シナノス

し、 消費者の商品へのこだわりが大きく後退している

イート」
。
「果実の売れる条件」
（複数回答）では、前年

様子がうかがえる結果となった。

同様「食味」が１位、次いで「価格」
「糖度」
「鮮度」

最後に、ＴＰＰ大筋合意のもと、
『日本農業新聞』

の順となった。

が2016年１月に7回の連載で発表した「農畜産物トレン

2020年開催の東京五輪を視野に入れるなかで、 輸

ド調査」結果を紹介しよう。それによれば、販売キー

出やインバウンド需要への期待も高まるが、 まずは国

ワードで昨年１位だった「おいしさ」を「安全・安心」

内の消費者ニーズを把握・分析し、
「売れる野菜・果

が抜き２年ぶりにトップとなった。それまでの３年間も

物」作りに励み、
「健康日本21」などによる消費拡大が

「安全・安心」が１位だったが、2011年に起きた福島原

求められる。

発事故による影響が大だった点で、理由が異なる。今
回は、 ＴＰＰへの不安感が背景にある。 国産青果物
の安全・安心への信頼は、揺らいでいない。そして、
「消費が伸びそうな野菜（スーパー、生協、卸売会社
計72社が回答）、果実（スーパー、生協、果実専門店、
卸売会社計80社が回答）」を基に作成した売れ筋期待
【食料・農業・農村】Web調査／「野菜や果物を食べる頻度が減少」調査時の価格高騰の影響も……
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改正農協法ならびに政省令の
概要について
ＪＡ全中 経営指導部 経営課長

１

．はじめに

2015 年９月４日に農業協同組合法等の一部を改正す
る等の法律（以下、
「改正農協法」という）が公布され、
政省令についても 2016 年１月 29 日に公布されました。
施行日は、一部を除いて 2016 年４月１日です。
今般の改正は、農業の成長産業化を図るため、６
次産業化や海外輸出、農地集積・集約化等の政策を
活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整
備することを目的としたものとされています。しかしな
がら、今回改正が規制改革会議での意見等を反映し
た、いわゆる安倍政権の改革３本の矢としての「農協
改革」において検討されたものであり、改正過程にお
いてもこれまでとはまったく異なった背景があったこと
もあって、
「改正の意図（真意）が分からない」等の声
を聞くところです。今回はそうした議論についてはひと
まずおいておくこととし、成立した改正農協法ならび
に政省令の概要につき解説します（表）。
なお、①以下文中において条文内容につき「 」で
記載しますが、必ずしも条文そのものの引用ではなく、
内容が分かる範囲で一部加工・集約して記載していま
す。②法○○条は農協法の、規則○○条は農協法施
行規則の条文を指します。③改正前農協法の条項につ
いては旧法○○条と記載しています。
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２

2015 年の法改正の要点

．組合の事業運営原則の明確化

政府の規制改革会議における検討を契機とした

これまで農協法では、組合事業の目的について「そ

「農協改革」により、①農業者、特に担い手から見

の行う事業によってその組合員及び会員のために最大

て、ＪＡが農業者の所得向上に向けた経済活動を

の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてはなら

積極的に行える組織となると思える改革をするこ

ない」とされてきました。これについて、改正農協法で

と、②農業者が自主的に設立する協同組織という

は「営利を目的としてはならない」の規定を廃し、新た

ＪＡの原点を踏まえ、これを徹底すること、等の

に「①その事業を行うに当たっては、農業所得の増大

実現のため、抜本的な法改正が行われました。

に最大限の配慮をしなければならない、②農畜産物の

特に農協法における目的規定については、
「農

販売等の事業の的確な遂行により高い収益性を実現

協改革」が目指す農業所得の向上に向けて、
「農

し、事業から生じた収益をもって、経営の健全性を確

業所得の増大に最大限の配慮をしなければならな

保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業

い」ことが明記されました。また、理事の過半数

分量配当に充てるよう努めなければならない」と規定

を認定農業者または販売・経営に関し実践的な能

されました。農業協同組合や農業協同組合連合会は

力を有する者とする旨や、選択により組織分割や

協同組合であり、言うまでもなく株式会社のように営

株式会社等への組織変更を可能とする規定が設け

利追求を基本目的とした組織体とは異なります。また、

られました。

出資配当に上限を設けた農協法第 52 条第２項の規定

さらに、中央会制度については、戦後の組合経

は引き続き維持されています。従って新たな規定につ

営が困難であった時代に行政に代わってＪＡの指

いては当然のことながら協同組合としての範 疇 のなか

導や監査を行う組織として 1954（昭和 29）年に導

で行うものと考えられます。

入されましたが、ＪＡ数もかつての１万を超える数
から約 700 ＪＡにまで減少したことから、農協法
における規定を削除し、今後は自律的な役割を発
揮するよう、都道府県中央会は経営相談・監査、

３

.

組合員の自主的組織としての組合の運営の
確保

意見の代表、総合調整等を行う連合会に、ＪＡ全

これまで農協法では、
「組合は、定款の定めるとこ

中は組合の意見の代表、総合調整等を行う一般

ろにより、１年を超えない期間を限り、組合員が当該

社団法人となるよう移行規定が附則により措置さ

組合の施設の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員

れました。

と締結することができる。
（旧法第 19 条）」とされてき

なお、
「農協改革」の議論においては、准組合

ました。いわゆる専属利用契約の規定ですが、改正

員の組合事業の利用に関する規制の在り方が焦点

農協法では当該規定を廃するとともに、
「組合は、事

の１つとされましたが、これについては法施行日で

業を行うに当たって、組合員に利用を強制してはならな

ある 2016 年４月より５年間で正組合員及び准組合

い。
（法第 10 条の２）
」旨規定されました。

員の事業の利用状況や改革の実施状況の調査を

また、定款の定めるところにより事業分量配当の全

行い、検討を加えて結論を得ることが附則に記載

部または一部を組合に出資させる回転出資金制度につ

されました。

いても廃止されました。これについては、従来信用事
業を行う組合の健全性を判断する基準の１つである自
己資本比率算定において、自己資本の額としてカウント
されてきましたが、新たなバーゼル基準においてはカ
ウントできないこととされたことから、自己資本比率算
【食料・農業・農村】
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定の観点からは法改正による実質的な影響はありませ
ん。なお、法施行の際現に存在する回転出資金につ

れていましたが、改正農協法ではこうした現行の構成

いてはこれまでどおりとなります。

要件に加えて、
「農業協同組合の理事（経営管理委員

さらに、組合の設立、定款変更等に関する行政庁

を置く組合の理事を除く）の過半数を原則として認定

の認可基準について、①農業協同組合相互の地区の重

農業者や農産物販売・法人経営に関し実践的能力を

複により農業の振興を図る上で支障があると認められ

有する者（経営管理委員を置く組合の経営管理委員は

るとき等を不認可理由から削除、②農業協同組合連合

過半数を原則として認定農業者）でなければならない。

会相互の地区・事業を重複させる定款変更の場合の会

（法第 30 条・30 条の２）
」旨規定されました。ただし、

員組合の総（代）会における投票議決義務を削除する、

ＪＡによっては地区内における認定農業者が少ない等

等の緩和措置がなされました。

の場合があることから、農協法施行規則において定
める要件（図）に当てはまる場合にあっては、認定農
業者に準ずる者を構成割合に含める等の対応ができる
こととされました（規則第 76 条の２）。多くのＪＡでは、

４

. 理事等の構成

34

農協法に規定する本則もしくは施行規則で措置された

これまでも理事定数の少なくとも３分の２は正組合員

例外１
（規則第 76 条の２第１項第１号）
または例外２
（同

（経営管理委員を置く組合の経営管理委員は定数の少

第２号）を適用することが見込まれますが、新たな要

なくとも４分の３は正組合員）といった構成要件が附さ

件に対応したガバナンスの在り方については、各ＪＡに
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おいて実態に即して検討していくことが求められます。

に関する調査及び研究、⑥その他中央会の目的を達

また、これらの改正の他、
「農業協同組合の理事（経

成するために必要な事業」を行う組織として、これま

営管理委員を置く組合の理事を除く）及び経営管理委

で農協法上に規定されてきました。

員について、年齢及び性別に著しい偏りが生じないよ

改正農協法においては、農業協同組合中央会の制

う配慮しなければならない」とする規定が置かれました

度を廃止し、附則において法施行日から起算して３年

（法第 30 条・30 条の２）
。

６月を経過する日までの期間（2019 年９月末まで）に都

なお、法施行日に現に存する農業協同組合について

道府県中央会は「①会員である組合の組織、事業及

は、附則により、法施行後３年を経過した日以後最初

び経営に関する相談に応ずること、②会員である組合

に招集される通常総会の終了のときまでは、新たな要

の求めに応じて監査を行うこと、③会員である組合の

件を適用しない旨の経過措置が設けられています。

意見を代表すること、④会員である組合相互間の総合
調整を行うこと、⑤これらの事業に附帯する事業」の
全部または一部を行う非出資の農業協同組合連合会

５

. 組合の組織変更等規定の追加

に、全国中央会は「①社員である組合の意見を代表す
ること、②社員である組合相互間の総合調整を行うこ

改正農協法により、
「組合は、その選択により、組

と」を主たる目的とする一般社団法人に、それぞれ移

合を設立する新設分割及び組合から株式会社・一般

行できることとされました。これにより、組織変更後

社団法人・消費生活協同組合（生協）
・社会医療法人

においては、従来の法定による会員でない組合への事

への組織変更ができる」こととされました（法第 70 条

業提供義務がなくなり、会員・社員を対象とした事業

の２から 70 条の８まで、第 73 条の２から 92 条まで）。

を行う団体となります。

なお、分割によって承継させることのできる事業は信
用事業または共済事業以外の事業に限り認められ、ま
た、組織変更についても、①株式会社への組織変更
については信用事業または共済事業を行う組合を除く

７

.

信用事業を行う農業協同組合等の会計監査
人の設置

出資組合に限り、②一般社団法人への組織変更は非

一定規模（政令により貯金量 200 億円）以上の信用

出資の組合に限り、③消費生活協同組合への組織変

事業を行う農業協同組合および一定規模（政令により

更は信用事業または共済事業を行う組合を除く出資農

負債 200 億円）
以上の連合会は、従来の全国中央会
（Ｊ

業協同組合で、かつ、都道府県の区域を超える区域

Ａ全国監査機構）による監査に代わり、会計監査人（公

を地区とする農業協同組合を除くものに限り、④社会

認会計士または監査法人）による会計監査を受けなけ

医療法人への組織変更は病院等を開設する組合に限

ればならないこととされました。なお、その適用につ

り、それぞれ認められます。

いては上記の農業協同組合中央会制度の経過措置に
併せて、法施行日の際に現に存する組合については、
法施行日から起算して３年６月を経過した日（2019 年

６

. 中央会制度の農協法上の取り扱い

農業協同組合中央会は、
「組合の健全な発達を図

10 月１日）からとなりますが、それまでの間に組合が総
（代）会決議により会計監査人を置いた場合については
その時から適用となります。ここで注意が必要なのは、

ること」を目的とし（旧法第 73 条の 15）、その目的を

法施行日（2016 年４月１日）以降新たに設立された組

達成するため「①組合の組織、事業及び経営の指導、

合については経過措置が適用とならず、ただちに会計

②組合の監査、③組合に関する教育及び情報の提供、

監査人を置く必要が生ずる点です。すなわち、法施行

④組合の連絡及び組合に関する紛争の調停、⑤組合

日以降の合併について、
「新設合併」により行うと、合
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併とともに会計監査人を置かなければならなくなるた

続き保管事業として事業を実施する場合は、改正農協

め、実務対応上は「吸収合併（定款変更合併）
」を選

法の施行日から６カ月を経過した日（2016 年９月末）ま

択することが考えられます。

での間は、改正農協法による廃止前の農業倉庫業法

また、全国中央会による監査に代わり、会計監査

に基づき農業倉庫事業を継続でき、改正農協法の規

人による会計監査を受けなければならないこととされ

定に基づく保管事業を行う旨の定款変更にかかる行政

た措置を受け、改正農協法では附則において「①全

庁の認可を受けた日からは、改正農協法に基づく保管

国中央会において監査の業務に従事していた公認会

事業を行うこととなります。

計士等が設立する監査法人が、組合に対する監査の
業務を円滑に開始し、及び運営することができること、

（３）理事の自己契約等に係る手続きの整備等

②会計監査人の監査を受けなければならない組合が

理事等が組合との取引等をしようとするときは、理

会計監査人を確実に選任できること、③会計監査人

事会等において当該取引について新たに取引後の事

の監査を受けなければならない組合の実質的な負担

後報告を義務付けるとともに、組合の行う事業と実質

が増加することがないこと、④農業協同組合監査士

的に競争関係にある事業を営む者等が当該組合の理

に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従

事等になってはならないものとする規定を廃止する等

事することができること、⑤農業協同組合監査士に選

の措置が講じられました。

任されていた者が公認会計士試験に合格した者であ

なお、当該規定は競業避止の不作為義務を課した

る場合には、農業協同組合監査士としての実務の経

ものとされていましたが、今回の規定廃止で競業避止

験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができ

義務そのものがなくなったわけではありません。そもそ

ること、⑥全国中央会の監査から会計監査人の監査

も組合の役員は、善管注意義務および忠実義務（法第

への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁そ

35 条の２）を負っており、役員が組合の利益の犠牲の

の他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国

もとに自己の利益を図ることは許されず、これにより実

中央会による協議の場を設ける」旨の移行に関する政

質的な競業避止義務が課されることとなります。

府による配慮規定がなされました。
（４）経営管理委員を置く組合における監事の理事
会出席義務の緩和
経営管理委員を置く組合の監事は、その互選により

８

. その他の改正

監事のなかから特に理事会に出席する監事を定めるこ

（１）共済事業の利用者の保護

とができるものとされました（法第 35 条の５第５項）
。

保険業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法

これは、経営管理委員を置く組合の監事は経営管理

律第 45 号）の改正を踏まえ、共済事業を行う組合ま

委員会と理事会双方への出席義務が課されることに対

たは共済代理店に対し、共済契約者等に参考となる

する緩和措置となっています。

べき情報を提供しなければならないものとする等の措
置が講じられました。
（２）組合員の生産する物資の保管の事業の追加
農業倉庫業法の廃止に伴い、組合ができる事業に
「組合員の生産する物資の保管の事業」を追加する等

９

. 自主的取り組みと検討（５年後条項等）

改正農協法附則第 51 条において、以下の３点につ
き規定されました。

の措置が講じられました。
なお、現在農業倉庫事業を行っている組合が引き
36
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附則第 51 条第１項では、
「政府は、この法律に基
づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革
の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事
業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役
職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化
の推進についての農業の担い手をはじめとする農業者
その他の関係者の間での徹底した議論を促すことによ
り、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の
趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする」とさ
れ、政府の農協改革を受けた組合の自主的な取り組み
に対する関わりについて規定されました。この条項に
ついては、当初の改正案にはなかったものですが、衆
議院の議員修正により追加されたものです。
（２）改革の実施状況
附則第 51 条第２項では、
「政府は、この法律の施
行後５年を目途として、組合及び農林中央金庫におけ
る事業及び組織に関する改革の実施状況、農地等の
利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改
正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び
農業委員会に関する制度について検討を加え、必要が
あると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措
置を講ずるものとする」とされました。これは組合に関
しては、いわゆる「ＪＡグループの自己改革」への取り
組みを念頭に置いたものと考えられ、自己改革の取り
組みの状況によって、必要な場合は５年後に何らかの
措置を講ずることがあり得る旨が規定されています。
（３）准組合員の事業利用に関する規制の在り方
附則第 51 条第３項では、
「政府は、准組合員の組
合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行
日から５年を経過する日までの間、正組合員及び准組
合員の組合の事業の利用状況並びに改革の実施状況
についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るも
のとする」旨規定されました。これについては、上記第
２項の改革の実施状況と併せ、准組合員の組合事業
の利用の実態を把握した上で結論を得るとされており、
規制が必要かどうかも含めた検討がなされるものと考
えられます。
【食料・農業・農村】
トピック／改正農協法ならびに政省令の概要について
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協同組合の使節としての組合員
−ＪＡおちいまばりにアクティブ・メンバーシップを学ぶ
ＪＣ総研 協同組合研究部 副主任研究員
福島大学 経済経営学類教授

千葉 あや

小山 良太（監修）

智郡の 14ＪＡが合併し発足。管内には、
「サイクリスト

１

．はじめに

の聖地」として注目を浴びている「しまなみ海道」が走

2015 年２月来日したポーリン・グリーンＩＣＡ（国際

る風光明 媚 な島嶼部地域と、造船やタオル生産で有

協同組合同盟）会長（当時）は、政府によるいわれな

名な今治市があり、中世に瀬戸内海を中心に活躍した

き改革を強いられた日本のＪＡに対し、
「アクティブ・メ

「村上水軍」をはじめとする歴史と伝統に育まれた地域

ンバーシップ」という施策を提起した。要約すると、
「協

である。

同組合の民主的管理にサイズは関係なく、大切なのは

農業は島嶼部および陸地部の山間部で農畜産物販

原則に沿って正しく機能しているかどうかである。協同

売高の大半を占める柑橘類が栽培されており、11 月か

組合の人たちに、良質の生き生きとしたアクティブ・メ

らは温州みかん「サンエース」、
12 月には柑橘の王様「紅

ンバーシップの施策を持つ必要があると伝えることが

まどんな」
、厳しい光センサー選果機によって選び抜か

責務である」ということだそうだ注１）。10 月に再来日し

、市場に流通していな
れた中晩 柑の「瀬戸の晴れ姫」

た際にインタビューの機会を得た筆者は、より具体的

、２〜３月は新しい柑橘の王様
い希少な新品種「甘平」

なイメージ像をつかむべく質問したところ、アクティブ・

「せとか」など、多種多様な柑橘類を共同販売している。

メンバーシップの施策を実行する上で必要な要素とし

また、陸地部の平坦地では、米麦や施設園芸作物

て、①刺激的（Exciting）
、②発展的（Growing）、③

などの栽培が中心となっており、その他畜産において

革新的（Innovating）の３つが返された。さらに、
「し

も、
鶏肉は大西地区の「九王鶏」、
豚肉は菊間地区の「仙

ばしば官僚的な仕事の仕方にくたびれて、何か新しい

高ポーク」、牛肉は「伊予牛絹の味」と、食味の高いブ

ことをしたいと思ってもできない。そういう状態はまる

ランド畜産物も豊富に育まれている。

でアクティブ・メンバーシップからは程遠い」と補足を
受けたところで思いをはせたのが、ＪＡおちいまばりで
あった。
本稿では、①正・准組合員、員外利用者も含め地

３

. 組合員による意思反映組織の変遷

合併当時、旧 14 理事会を尊重し「地区運営委員会」

域住民の声がいかなるシステムでＪＡ運営に反映される

を設置。解決できない課題は、より上位の意思決定機

のか、②それがなぜ合併ＪＡで達成できたのか、の２

関である「ブロック検討委員会」
（５ブロック）、本店

点について、前半は組合員組織の変遷を、後半では組

の部長会、常勤役員会、理事会、経営管理委員会と

合員インタビューを中心に考察する。

いう順で、付議・採決されてきた。
営農では「農業振興協議会」が、
「会員の相互研 鑽

２

．ＪＡの概況
注１）第１回 ＩＣＡ連携セミナー「協同組合の役割と規制改革の影

ＪＡおちいまばりは、1997 年に愛媛県の今治市と越
38
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と連携強化をはかるとともに、集落機能及び各生産組

の定数が 1 地区当たり１〜２人に限られ、多くの准組

織の活性化、地域農業振興と環境改善のための計画・

合員が意見できる合議体ではないこと、地区→ブロッ

推進等の基幹組織として、ＪＡと組合員または地域社

ク→本部というフローでの検討は時間を要するなど課

会の相互理解を深め、豊かな地域づくりと、農家所得

題もあった。

の向上、健全なＪＡ事業の発展に資すること」を目的と

そこで、2015 年からは、同委員会のさらなる充実を

して設置された。構成は、各専門部会代表、支部生

図るため、構成に 14 人の准組合員（１准組合員／１地

産部会代表者 14 人以内、共選運営委員会３人、果樹

区）を追加し、増加する准組合員の意見をＪＡの事業

研究同志会１人、女性果樹同志会１人、青壮年部１人、

運営に、より反映できるよう強化した。また、ブロック

女性部２人である（表）。

検討委員会を廃止し、支店長・センター長を委員から
除外し事務局機能に特化させる代わり、本店管理職
を参加させ、迅速な課題解決に努めた。組織体制の
見直しだけでなく、地区検討委員会で出された意見集
約と課題解決については、迅速な対応、適切な管理、
結果の報告、同一意見の低減という新たなルールも設
けた。
（2）地区再編委員会
2009 年７月より、ＪＡの事業機能強化を図り、
「施
設再編および統廃合の円滑かつ早期実施や、より高
度な総合事業機能を発揮できる体制の構築」を目的
に、
「地区再編委員会」を設置した。地区再編委員会
には、委員長１人、副委員長１人を置き、委員長は地

（1）地区検討委員会

区経営管理委員、副委員長には地区検討委員長が当

2010 年になると、
「組合員・地域住民等の地区単位

たる。活動・協議事項は、①地区組合組織の経営改

における協同活動推進上の課題や要望・意見を集約・

善の実践および進捗管理、②地区組合組織の事業機

検討し、経営管理委員の地区候補者を選考すること」

能強化、施設の再編・統廃合の実践および進捗管理、

を目的として、地区運営委員会を再編し、
「地区検討

③組織機構再編に伴う遊休資産などの活用法について

委員会」を設置した。定数は、総代 60％、生産部会

の検討、④各地区組合員への説明と合意形成で、会

など組織代表 30％、准組合員・事業利用者 10％から

議は必要に応じ開催される。

なる 180 人であった。検討事項は、①ＪＡ経営、②農
業振興、③施設整備、④ＪＡ業務執行、⑤業務改善、

（３）女性と准組合員の意思反映の強化
2016 年からは、経 営管理委員 25 人のうち、地区

⑥経営管理委員の地区候補者推薦などであり、委員

選出委員 16 人の他、地区全域経営管理委員として９

会の開催は年に３回である。

人（青壮年部１人、女性部１人、農業振興協議会１人、

2010 〜 2014 年の５年間で、鳥獣害、耕作放棄地、

女性准組合員１人、その他５人）と定数内の枠を変更

農地流動化、農作業支援、生産資材価格の低減、販

した。うち農業振興協議会枠は、青年農業者などの

売方法や所得向上、施設整備、生活店舗の存続、営

担い手を、女性准組合員は活躍が期待できる人物を基

農指導体制の強化など、地域で生産活動を継続してい

本に選考。選考を担うのは「地区全域選考委員会」で

く上での喫緊の課題が、目安箱のように寄せられた。

あり、経営管理委員５人、組織代表３人（女性部・青

一方、准組合員（約 2.3 万人）が正組合員（約 1.1 万人）

壮年部・農業振興協議会より各１人）
、監事会代表者

の倍以上となったこと、准組合員から選出される委員

２人、理事会代表者２人、中央会１人の 13 人より構成

【食料・農業・農村】
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される。

くても愛媛県内。
「地元に認知されて初めてブランドに

准組合員を経営管理委員に登用することで、事業利

なる。一大消費地に強いのは産地。現在のわれわれ

用者としてだけでなく、意見を経営に反映（参画）す

にできるのは、出荷の際にパンフレットを持参し、販

ることが可能になり、また、多くの准組合員が女性の

促活動をすること」
。伊藤さんの発案により、キュウリ、

准組合員役員と連携することにより、食や農業などＪＡ

ナス、シシトウ、サトイモ、レタス、ブロッコリーなど

への理解を深め、事業利用の枠を超え、組合員として

の共販品目野菜を「しまなみ野菜」として展開すること

より活発な協同活動への参加を促進することもできるよ

ができ、結果として給食へのしまなみ野菜の採用にも

うになる。

つながったと塩見さん。

次項では、組合員がＪＡをどのように捉え、どの次

第 27 回ＪＡ全国大会決議の３本柱（農業者の所得

元でＪＡの未来を考えているのかについて、現場取材

増大、農業生産拡大、地域活性化）を暗唱し「地域

をもとに紹介したい。

の活性化を早急にやらなければならないのに、地域の
リーダーがおらんのですよ。高齢化してリタイアしても、

４

.

正組合員によるアクティブ・メンバーシップ

継ぐ者がいない。米麦にしろ、施設園芸にしろ、柑

の発揮

橘にしろ、リーダーをどう育てるかが先決。そうでない

（１）
「しまなみ野菜」のブランド化

と、生産拡大、農家所得の向上につながっていかない。

伊藤博明さん紀久子さんご夫妻（トマト部会部会長、

ＪＡに一番お願いしたいのは、初期投資の大きいトマト

農事組合法人サポート中寺、経営管理委員）
、塩見

などに挑戦する新規就農者への仕組みづくり」と述べ

仁士さん（営農販売部営農企画課）

た。
ＪＡもアイデアの豊富な生産者に負けじと、ＰＯＰ、
リーフレット、段ボール、2012 年ゆるキャラグランプ
リ獲得の「バリィさん」を用いた地域ブランドを地域住
民に周知する体制を整備。また、愛媛県では 2003 年
よりエコ認証制度が発足し、地域住民に対する安心・
安全な地産地消運動にも取り組んでいる。
伊藤さんは、ＪＡの営農指導についても「指導員とい
う立場であれば、育成の状況などが分からなければ生
産者に聞いてほしい。葉っぱに点が付いていたら、
『何
の病気？』と。殺菌

伊藤博明さんと紀久子さんご夫妻

剤、 殺 虫 剤など 知

冬春トマトはハウス設備に掛かる初期投資が大きい。
管内ではキュウリ栽培の方が初期投資が少なくて済む

らば、草勢（株の勢

ため、トマトをやろうという人はなかなかいない。そん

い）を見て結び付け

ななか、９人のトマト部会を牽引するのが伊藤博明部

られるはず。普段、

会長である。伊藤部会長は、今までよそから来たもの

巡回しているときに

と同じくただのトマトとして売られていたものを、
「しま

関 心を持 つ。 最 近

なみ春とまと」と銘打ち梱包資材を統一した。発端は、

の指導員にはこれが

地元産のトマトがあることを知らない人が地域住民に多

欠けている」と激励

いことであった。これから成長する産地ならではの発

した。

案である。ＪＡおちいまばり管内にて販売し、最も遠
40

識は持っている。な
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（2）経営者も取り子もアクティブ

ようアドバイス。菊間・亀岡・歌仙地区は、地区ごとに

菅 和幸さん（柑橘生産部会）、田中拓也さん（菊間

19 もの営農会組織を持っている。営農指導員は、電

営農生活センター営農販売課）

話をすればすぐに園地に駆け付ける。寄り合いの懇親

菅和幸さん

今 治市には、 野

会は、お酒を飲まない生産者が送迎してくれることも

間地区に「くるしま

ある。同じく菊間出身の村上浩一参事は「菊間の指導

共選場」、菊間地区

員が若いのは、複数人入れておけば、菊間が育ててく

に「 菊 間 共 選 場 」、

れるからです。ある程度ベテランになったら他の地域

島嶼部地区に「しま

に、というのはＪＡの考え方でもあります」と語る。
「菊

なみ共選 場」と、３

間がすごいのは、共選で毎日農家さんに会えるし、現

つの大 規 模な共同

物も見られるし、
データも把握できる。山も見ているし、

選 果 場が 設けられ

毎日選果台に立って１個１個選別しているから、何が悪

ている。菅和幸氏は

かったか要因も分かる」と田中拓也指導員。

菊間地区松尾集落で、温州みかん、紅まどんな、晴れ

柑橘はすぐには実がならない。どの品種を植えて経

姫、甘平、姫こはる・じゃばらなどの柑橘類とキウイ

営が成り立っていくかというのを、ある程度算段するの

を合計 2.5ha 栽培している。以前は大阪で働いていた

も営農指導員の重要な役割である。
「最終的には自分

が、高齢の父に代わり８年前に就農。ほぼ通年で３人
（繁

の判断であるが、教えていただかないと分からないこ

忙期には７人）のパート職員を雇用している。

ともある。紅まどんなは成木として収穫量が見込める

松尾地区には柑橘農家が 19 軒あり、どの農家も平

のには５〜６年かかる。農業経営の指導をＪＡ職員に

均 2ha 以上を作付けしている。篤農家が多く、後継者

は一番期待している」。３人の営農指導員は一緒に情報

も３人おり、彼らやその後進の育成のため、地区では

交換をし、熱心に勉強しているという。菅さんは「菊

現在、紅まどんなのハウス団地を造成している。団地

間を担当したら、よそでは一人前」と太鼓判を押す。
「柑

造成のきっかけは、
「人がおらんとものづくりはできな

橘の知識は、先輩や農家さんに教えてもらいつつ、普

い。人が残れる地域づくりをしよう」という地域のリー

段から勉強しているから、
ようけ知ってる。
分からなかっ

ダーの発案によるものだった。３〜４年前に、
「お滝さ

たら、どこで勉強するか聞いてくる」

ん（歌仙の滝）」という景勝地に桜を植え、昔の風景を

菅さんは「取り子」にも恵まれている。ベテラン取り

取り戻そうという取り組みを始めた。当初、関心を示

子のリーダーが仲間を引っ張って、楽しくわいわいやっ

さなかった集落の人々も、だんだんと関心を示すように

ている。心耕隊

なり、共同作業が始まった。
「地域を巻き込んだら、
『俺

しても雨が降ったら予約は無効、次はない。農業は天

が俺が』という感じだったのが、地域を活性化しようと

候に左右される。彼女たちは、選定、摘果、タイベッ

協力しだして、良い雰囲気になった」と菅さんは言う。

ク敷き、収穫、選別と、いわば消毒以外のすべてを任

そこからは、話が早かった。
「爺さん婆さんの代から大

される。分からないことがあれば、自分から営農指導

事にしていた土地を、
20 年間安い金額で貸すのだから、

員に電話をして聞く。最初は素人でも、作業のすべて

普通は嫌がる。が、みんなが協力してくれた。やるこ

をやってもらうことで、収穫時の喜びも経営者と共有し

とはみんなで、補助事業もみんなでやるからできる」

ている。すると、また次もと、自分たちで判断するよう

団地の主体は６人の生産者だが、ＪＡの支援も万全。

注２）

もそうだが、計画して作業依頼を

になる。園地を巡回している営農指導員にも飛んで行っ

菊間出身の渡部浩忠常務理事（営農経済担当）を中心
に、農林水産省の「攻めの農業実践緊急対策事業」
の補助を取得。営農企画課は申請書を作成し、事前
に正確な測量をすることでハウスの設置効率を上げる

注２）産地維持・発展のため、2013年度に設立された果樹生産者
向けの農作業支援グループ。対象は、規模拡大、高齢、系統販売、
「地域営農ビジョン」により地域・個人の農業将来像が描けている
地域の農家である
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て話しかける。
「キウイ部会15 〜16人で集まったときも、

いかん」と、さいさいきて屋への出荷には反対だった。

物怖じせんと質問した。他の農家にも、
びっくりされた」

しかし、花卉栽培においても規格外はいっぱい出る。

菅さんの営農が特徴的なのは、2.5ha の大規模な

初めこそ、ご近所に無料で配っていたが、
「これ、産

経営をしているにもかかわらず、①経営の面積に占め

直だったらお金になるんじゃない？」と妻の厚子さんが

る収益の高い＝手間の掛かる（紅まどんな、甘平など）

花を束ねて出荷したのがきっかけだった。また、厚子

品目が多いことである。雇う人も増え、周年雇用に近

さんが日高支所の前で今治市の生活改善グループ（Ｊ

い状態に持っていける。すると、②取り子さんたちの

Ａ女性組織・若妻会と兼務）として 30 年活動をしてき

裁量、自主性、任意性も上がる。取り子さんは自ら車

たのも一助となっている。

「あそこの山
を運転し圃場へ向かい作業を済ませる。

さいさいきて屋１号店は、朝からお昼までが勝負で

はいけんね」
「お金にならんとこ辞めたら？」と助言も

あった。出荷を終えた女性生産者らは、缶コーヒーを

する。菅さんも感心して「では、返すわ」と従う。収

飲んでひと休みするなど、店が寄り合いになった。10

穫から選別までほとんどの農作業をすると、お金にな

人のボランティアで、レジ打ち、袋入れを担い、夏祭

るかどうかの判断ができる。

りなどイベント時は、ビアガーデンを開き、たこ焼きも

ＪＡに対し「高単価で販売してほしい」という要望が

焼いた。
「お客さんに『これとこれ一緒に入れたらいか

あるのは常だが、翻って「自分たちが良いものを作り

ん！』と怒られたこともあるんですよ。それからは『一

続けないと」と言えないことでもある。どうやったら良

緒に入れていいですか？』と聞くようにしました」と厚子

いものを作り続けられるか、菊間は地域ぐるみで取り

さん。西坂店長（当時）と２人のパートと 10 人のボラ

組み始めた。

ンティアで、１年目で年商は１億円を超えた。

（３）これが「自分たちのお店」

「当時は生産者みんなが、これが『自分たちのお店』

大澤譲児さんと厚子さんご夫妻（大澤農園代表、地

なので、なんとか盛り上げようという感じでした。花の

区検討委員）、小池俊行さん（直販開発部運営管理課）

他にメロンも出してみたら、女性職員（現在 SAISAI
CAFE 担当）に『これ生ジュースで出したいね！』と勧
められた」
。当時は衛生法による規制もさほど厳しくな
かったため、加工品を出したい女性部員も多く、手作
りのおはぎや炊き込みご飯などが、飛ぶように売れた。
だんだんと「少量でも、高額でもいい」という顧客層が
いることにも気付き、ある時から自分の出荷するダイコ
ンに「野間大根」とラベルを付け、少し高めの価格で
売り出したところ、よく売れた（後日、その時期のダイ
コンはみんな野間の生産者だったということが判明）
。
厚子さんは、出荷品の残量をメールで２時間おきに確

大澤譲児さんと厚子さんご夫妻

認し、追加補充の際には、出会ったお客さんに声掛け
管内でも一大野菜産地の野間地区で、米、野菜、
花を栽培する大澤譲児さんは、就農 22 年目。曾祖父
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をして販売する術も身に付け、すっかり商売上手になっ
ていた。

の代から農業を営んできた。ＪＡおちいまばりの農産

規格外の花を売って、所得の足しになればと思って

物直売所「さいさいきて屋」がまだ「掘っ建て小屋」の

始めた厚子さんであったが、製品を出荷してほしいと

ようだった１号店からの生産者で、彩菜倶楽部の出荷

の要望を受け、
「良いものを買っていただきたいと思う

者番号は 54 番（現在 1200 人を超える）
。当初、専業

ようになりました」とご主人の譲児さんも協力体制に

で花作りをしていた譲児さんは「市場に頼らなければ

なっていった。
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今のさいさいきて屋は、１号店出店時に比べると生

ど結婚から 10 年経ったころにバラの栽培を始めたとこ

産者同士の交流が希薄になったという。しかし、ヒア

ろ、忙しくなり、専業農家になった。
「農家になるなん

リングに同席した小池俊行課長には「何でも言ってい

て夢にも思っていなかった。自分がここにおるのが不

いよ」というオーラが出ているともいう。小池さんは、

思議なくらい」

例えばニンジンの場合、学校給食用には大きくなる品

馳夫さんは、就農当時から周囲に変わり者と思われ

種を、店舗用にはお客さまのニーズに合わせ「４色人

ていたそうである。まず、バラ園の初期投資には 4000

参」をと、新しい情報を入れてくれる。エコ商品も勧め

万円を掛けた。それだけでも十分奇異の目で見られて

られた。店舗が大きくなって若い新規就農者も出荷で

いたのに、男だらけの寄り合いに、当時誰もはいてい

きるようになった。

なかったジーパンで登場。そのうえ禮子さんも同伴で

「あったかーい、心のおつきあい」というキャッチコ

あった。
「実際に花の仕事をしているのは女性なのだ

ピーにあるように、ＪＡおちいまばりには昔の小さな農

から、出て来てもらわないと困る。農村社会は男尊女

協の名残もあると譲児さんは言う。
「昔は、無理なお

卑で、あぜんとした。同伴しだしたら、農作業もスムー

願いでも『やってくれ』って言ったら、職員も『分かった』

ズになった。以後、どこに行くにも２人で行くようにし

と言うことができた時代。地区検討委員会で言いたい

た。今では私以上にしゃべる。たくましくなった」

ことは発言している。准組合員・利用者でも声は上が

馳夫さんは、今から 10 年前に花卉部会を結成。ま

りやすい。昔みたいに忘年会をして、楽しくやっている

とまりがないと値は叩かれるからと、
「ＪＡおちいまば

人もいる。ＪＡに多少不満がある人もいるだろうけど、

りの花」という統一した段ボール箱も作った。中国・四

時代の流れに順応しているのは生産者も同じ。売り上

国地方で初めてヒートポンプを導入した。これは、重

げにかかわらず、それができた生産者だけが生き残っ

油高騰への対策ではなく、夏に南アメリカや東南アジ

ている」

アから丈の長い大きな花が来ると負けてしまうため（花

（４）信条は「まず一歩、前へ進め」

の関税は０％）
、エアコンに代わる熱源として冷却目的

阿部馳夫さんと禮子さんご夫妻（阿部バラ園代表、

で導入したそうだ。結果、経費は４割削減。環境も良

元経営管理委員、花卉生産部会長）
、村上浩一参事

くなり、病気も減少。より良い花が咲くようになった。
そして、花卉生産部会長として、さいさいきて屋で消
費者投票による花の品評会を開催した。
「農家は一国
一城の主ではなく、裸の王様である。人さまの意見を
感じるのが第一。部会でイベントをやるときですら、１
度も赤字にしていない。研修に行っても、費用の半額
は参加者に負担させる。自分で飲食し勉強にもなるん
だから、と意識を変える。ＪＡが出すのはあかん。鬼
のように言われるが」
「農家所得の増大」についても一家言ある。
「37 年

阿部馳夫さん

前から『８桁農業』と言われていたが、いまだに収益

勤めていた会社を35 歳で退職し、５人姉妹だった妻・

1000 万円を超える農家は少ない。今のＪＡは思い切り

禮子さんの婿養子となった阿部馳夫さん。社会保険労

変えなければ変わらない。このバラ園のように、やり

務士や宅地建物取引士などの資格を生かして事務所

方を変えるしかない。自己改革じゃなんだって言いよる

を開業するつもりだったが、禮子さんが菊の栽培を始

けど、
『総合農協です』と貯金や共済から持ってきてい

めたのをきっかけに昼間は農作業を、夜は地域からの

たのでは、いつまでたっても営農が独立できない。さ

依頼で塾講師をする生活へ。今から 27 年前、ちょう

いさいきて屋は、手数料を 15％取って安定している。
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聖域で手を付けたらいかんと言って、いろんなことが

きて屋の発案当初は、小さい店を各地域に点在させた

滞っているのは、踏み切らないから」と、農協手数料

方がよいという人と、それでは経費が掛かって仕方な

の増加についても、生産所得をできる限り担保するよ

いから莫大な投資をしてでも大きな店を造った方がよ

う努め、ＪＡが説明責任を果たせば、組合員は納得す

いという人、意見もさまざまであった。

るだろうと語った。

長年、愛媛県経済連職員として勤めてきた経緯から、

関連して、もう１つ付け加えるのは組合員教育につい

柑橘のような大規模農家に接することも多かった。
「良

てである。
「職員の教育はマスターコースやらなんやら

いものようけ作った人に向けて、かつてはＪＡがあった。

で一生懸命しているが、組合員の教育は全然していな

しかし、一定規模で一定量作らずとも、自給と少し人

い。いくらＪＡが職員を立派に教育しても、肝心の農

に配る分だけしか作らない小さな農家もたくさん見てき

家がレベルアップしていなかったら、どないにしたって

た。ＪＡがその人たちを見捨てたらいけん。営農指導

無理。努力も研究もしないで『高い、
安い』言われては、

と結び付けて建設委員会で議論して、地区設定するま

職員もたまったもんではない。農家を甘やかし過ぎる。

での間、ＪＡ知多やＪＡ兵庫六甲などを視察したら、３

始めないかん。信条は『まず一歩、前へ進め』」

年目から収益が下り調子になることも教わった。特に

阿部氏は、経営管理委員時代に特別委員会を作り、

現場の職員の思いはかなり強い。ＪＡが担当者を選ん

委員定数の大幅削減など抜本的な改革に取り組んだ。

でいたら、ここまでにならなかった。やりたい人間が

営農面でも、禮子さんと二人三脚を続け、2009 年度

店づくりから熱意を持ってやってきたから、建設委員

農水省優良担い手表彰・全国担い手育成総合支援協

会のなかにも
『この程度のことなら、
これからやらなきゃ

議会会長賞、2012 年度全国女性農業経営者会議・農

駄目よ』という意見も出てきて、最終的な決定に至った」

家のベストパートナー賞、2016 年第 45 回日本農業賞

職員のやりたい新規事業があったら、まずは建設委

個別経営の部優秀賞を受賞した。
（5）ＪＡが小さな農家を見捨てたらいけん
高野公雄さん（前経営管理委員会会長・元建設委員
会委員長）

員会に提出。建設委員会は営農指導・販売とリンクし
ているかを厳正に見極める。これが、ＪＡおちいまば
りの施設を伴う新規事業の鉄則となっている。
（６）今は私たちが、生きがいをもらっている
助け合い組織「太陽の会」玉川支部

阿部千代子

会長、鴨川純子副支部長、宇高弘美副支部長、浮
穴五月さん（玉川営農生活センター）
ＪＡおちいまばりの所有するアグリプラザ玉川は、旧
ＪＡ玉川町の地域生活農業総合管理センターとして、
行政とタイアップのもと玉川の農産物を展示・直売する
施設として、1994 年に落成。１F 店舗部分には A コー
プが入り、衣料品の巡回販売なども行われている。助
け合い組織「太陽の会」玉川支部は、15 年前から①
高野公雄さん

生きがいデイサービス（今治市からの請負事業）と②

「僕らはいろんなものを作ってお客さまが喜んでくれ
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ミニデイサービス（ＪＡの組織活動）を続けてきた。

たらそれでいい」と語ったのは、さいさいきて屋の建設

太陽の会は 69 〜 82 歳の正・准組合員によって構成

計画時の建設委員会委員長・高野公雄さんである。建

され、メンバーは 15 年間ずっと変わらず 13 人。ＪＡ

設委員会は、前述した経営管理委員からなる組織で、

おちいまばり主催で「ヘルパー２・３級養成研修」の受

職員から施設の新規建設の要望・提案があった際に、

講生が「太陽の会」結成のもとになっている。①の現

規模と予算と採算を検討する合議体である。さいさい

在の利用者は 28 人（83 〜 96 歳）で、要介護認定を
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【食料・農業・農村】
トピック／協同組合の使節としての組合員

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

状況になった。
「確実に市は生きがいデイサービスを閉じようとして
いる。公民館も、当初は『村の人がしよるんだから無
料でいいですよ』と言っていたが、
（指定管理者制度の
導入に伴い）お金を取るようになった。ミニデイサービ
スはＪＡが好きなようにやっていいよと言ってくれる。利
用も誰でも大丈夫。生きがいデイサービスがなくなった
ときの受け皿にしていきたい。また、時代の流れに合
わせ、要介護１〜２の方の認定がなくなったときの受け
入れ先にもなりたい。元気の『気』をもらうため、這う
ように来る人もいる。先が不安で、この先どういくのか
が心配。今は私たちが、生きがいをもらっている」と、
行政の転換にも②のミニデイサービスを活発化させて
対応したいと意欲的である。
ＪＡの村上浩一参事は、
「これまで地域貢献活動の
左から浮穴さん、鴨川さん（左前）
、宇高さん、阿部さん

なかで、ＪＡは営農指導に力を入れてきた。これから

受けていない「元気高齢者」が対象となっている。利

は今まで農業を一生懸命やってくれた人たちに長生き

用者の意向に極力沿うように定例会を月次で行い、カ

してもらうために、どれだけ注力できるかが重要。Ｊ

レンダー作成、塗り絵、手芸、クリスマス会、新年会、

Ａは地域に貢献しようという主旨を大事にしたい」とこ

納会、初会式、誕生会、運動会など介護者向け雑誌

れに応える。ＪＡがどれだけ組合員主導による生きが

『月刊ＤＡＹ（デイ）』なども参考にメニューを工夫した。

いデイサービスの後押しをできるか、今は過渡期だ。

入会当時 70 代だったメンバーが、90 代の今も元気に
通っている。
「自立して生活することが目的。そのため
にも、元気なうちから来てほしい。介護保険を受けず
にここに通いたいという人がいて、私たちも嬉しい」と、
阿部会長。

５

. おわりに

前半では、ＪＡが目的別・課題別に組合員組織を設
置し、使い勝手に合わせ柔軟に改良してきた経緯をた

生きがいデイサービスは、行政の委託事業を社会福

どった。広い管内で起こる課題に対し、人選は適切か、

祉協議会が断ったためＪＡで受託することとなった。当

いかに意思決定機関に声を集約させるかという点にお

初はおおむね 65 歳以上の独居老人（昼間独居含む）

いて、ＪＡおちいまばりの姿勢は誠実だったといえよう。

であれば誰でも通所可能で、窓口はＪＡ、アセスメン

後半では、それら組織で発言してきた組合員のＪＡに

トや許可は行政が実施していた。年に１度の審査で要

対する思いをまとめた。この調和の通奏に流れている

介護や病院のリハビリが適切となれば、本人の意向に

のは「組合員の声を聞きたい」という合併ＪＡの切実な

よらず通所は認められない。木曜日は小鴨部集会所と

願いである。組合員も、その真摯な姿勢に共鳴したの

鈍川老人憩いの家、金曜日は玉川湖畔の里とサテライ

ではないだろうか。いかにして組合員はＪＡをわがもの

トで行い、月に１度はアグリプラザ玉川へ集合。しか

と思い、職員も生産者の課題をわが事として共有する

し、近年、行政側が元気高齢者はなるべく地域（家庭）

ことができたのかという問いに対しては、
「耳の痛い話

で見守るようにと方針を転換。１日でも長く介護保険に

こそ真正面から聞くべき」というＪＡの職員教育が１つ

お世話にならないようにという主旨に賛同して受託した

の答えといえよう。まさに、耳の痛い話である。

のだったが、新規の利用申し込みは受け付けられない
【食料・農業・農村】
トピック／協同組合の使節としての組合員

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

45

食育ソムリエＮＯＷ

深化する食育 食育ソムリエがつくる
ファーマーズマーケットの魅力
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

宮澤 奈津子

地場の農産物を購入できる場として近隣住民から支

見ることができます。 普通はなかなか見ることのでき

持を得るファーマーズマーケット。単なる野菜・果物の

ないサトイモの土の中の姿は、農への好奇心をそそる

売り場ではなく、 食を通して地域をつなぐ存在と捉え

ものになっています。

た新しい取り組みが進められています。

狭山市の特産品、
「狭山茶」のコーナーも充実して

2014年11月、埼玉県南西部に位置する狭山市にＪＡ

います。 専門店を思わせる高級感のあるお茶コーナー

いるま野として４店目となる大型農産物直売所「 あぐ

にはたくさんの種類のお茶、壁には地元の製茶場がパ

れっしゅげんき村」が誕生しました。 地域の野菜や果

ネルで紹介されており、お茶の産地であることをあら

物、加工品を食材としてだけでなく、食文化、地域農

ためて思い出させてくれます。

業、ライフスタイルといった側面から情報を伝える発信

他にも、地域の伝統食「武蔵野うどん」の麺や、Ｂ

源として消費者に届ける売り場づくりが行われています。

級グルメの極太麺の焼きそば、地元の蔵元のしょうゆ

今回は、げんき村のなかでもとびきり元気な食育ソムリ

などこだわり商品を購入することができます。 地域の

エさんの活動を紹介します。

食のアンテナショップ的な機能も果たし、地域に根付
いた食を育んでいます。

１．
「農」を感じ癒される空間
店内に入ってまず目に入ってきたのは、大きな「案
山子」と米俵がディスプレーされた新米コーナーです。

２．季節感を演出し旬を大切にする
季節ごとのコ ー ナ ーも魅力的です。 この日はハロ

コーナーには「はさがけ」も再現され、
「農」を感じさ

ウィーンのコーナーを設置したばかりで、コーナーに

せるアイテムが直売所らしい個性を打ち出しています。

はハロウィーンにちなんだ複数のレシピと一緒に、
「今

げんき村では、地域の農を伝える活動に力を入れて

朝作ってきた」という料理の実物も展示されています。

います。 地元の名産品であるサトイモの売り場には親

料理は見栄えが悪くなるぎりぎりまで展 示してその

芋からひ孫芋までがくっついた大きなサトイモの展示を

後は写真の展示に変えるそうですが、実物の展示は
作ってみたいと思わせる力があります。 隣にある「お
酒のおつまみ」コーナーでは、
「秋の夜長の晩酌に」
というフレーズとともに、旬の野菜を使ったレシピがた
くさん用意されています。 食材を通して感じられる季
節感は直売所ならではです。このようなコーナーは季
節や行事に合わせ月１〜２回のペースで提案しています。
３．現代人に合わせた食の提案
また、 店内を回って気付くのはＰＯＰの多さです。
テーマ別のコーナーだけでなく、売り場にあるほとん

農を感じるディスプレー
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どの野菜にレシピや品種ごとの説明が書かれたＰＯＰ
【食育ソムリエNOW】深化する食育 食育ソムリエがつくるファーマーズマーケットの魅力

食育ソムリエＮＯＷ

が付いており、 その下には持ち帰り用のレシピが置い

しいものに変えていくそうです。 夏野菜の朝カレ ー、

てあります。この日、店内を一周して手に入れたレシピ

冷製スープ、男の料理・どんぶり特集、干し野菜、野

は20以上。なくなるとすぐにスタッフが追加し、切らす

菜チップのチョコフォンデュなどなど、年中行事だけで

ことはないそうです。レシピの内容はどれも３つほどの

はないテーマの広さは魅力的で、３人が食のトレンドに

手順で完成するもので、調理離れが進む現代人にも受

アンテナを張っていることがよく分かります。次は何を

け入れられやすくなっています。 また、 新鮮でおいし

やろうか、朝カレーの秋バージョンで、いや秋だから

い野菜の魅力が生かされるシンプルな調理の提案も直

シチューがいい、キノコたっぷりがいいね……と、どん

売所らしさが感じられます。

どんアイデアの出てくる３人でした。
スタッフ間の役割分担も堅苦しくなく緩やかで、 そ
れぞれの得意な分野を楽しみながら担当しています。
生き生きと活動する食育ソムリエさんは売り場の活気づ
くりにも貢献しています。
食育ソムリエの存在は生産者にとっても心強いもの
となっています。毎日実施する試食は、生産者が伝え
たい思いや、素材の魅力を付加価値として消費者に伝
えています。また、食と農をつなぐ食育活動に共感し、
商品が少ないときには切らさないよう追加出荷などで
協力してくれる生産者も多いとのこと。コーナー作りや
ＰＯＰ、 試食やレシピの配布など、 店側の「地域の農

魅力的な POP

産物をたくさん売ろう」という思いによって信頼関係が
その他に、タマネギ、ジャガイモ、ニンジンの定番

築かれ、より良い効果を生み出しているといえます。

野菜やルーをまとめ、
「今日はカレー」の文字を目立た
たせたカレーコーナー、サラダ向きの野菜とドレッシン

ファーマーズマーケットは、現代の暮らしのなかで消

グを集めたサラダ野菜コーナーなども特徴的です。サ

費者が「食べる」という行為と向き合い、 何を選択し

ラダ野菜コーナーは総菜売り場の隣に設けられていて、

消費していくのかをあらためて考えさせられる場です。

総菜と組み合わせて手軽にバランスの取れた献立が完

消費者の「食の志向」を国産農産物に向け消費拡大を

成するようになっています。効率よく買い物したい消費

図るためにも、農に軸足を置いた食育活動に期待して

者や今日の献立をどうしようか悩む主婦の心をがっち

います。

りつかんだ売り場レイアウトになっています。
４．活気ある売り場づくり
げんき村で食の提案を担当しているのは、山下真利
子さん、坂本理恵さん、岡村真智子さんの３人の食育
ソムリエです。 もともとＰＯＰなどを作るのが得意だっ
た３人がレシピ作りやコーナー作りを本格的に始めた
のは昨年の５月ごろからだったそうですが、 今ではレ
シピが厚さ２cmほどのファイルにいっぱいになっていま
した。コーナー作りはスケジュールや内容が決められ
ているわけではなく、 季節の移り変わりを感じると新

元気な食育ソムリエの皆さん

【食育ソムリエNOW】深化する食育 食育ソムリエがつくるファーマーズマーケットの魅力
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『協同組合研究誌 にじ』
2016年春号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2016年春号の特集テ ー

特集「協同の視点から真の『地方創生』を問う」

マは、
「協同の視点から真の『地方創生』を問う」で

特集解題
協同組合版・地域ビジョンの作成に向けて！

ある。
この研究テ ー マの座長である福井県立大学の北

福井県立大学 教授 北 川太一

川太一教授より、次のとおり特集解題を寄せていた
もともと本号（
『協同組合研究誌 にじ』2016年春

だいた。
各論考テーマと執筆者は表のとおりである。
『ＪＣ

号＜No.653＞）の特集は、2013年冬号（No.644）

総研レポート』と併せ、
『協同組合研究誌 にじ』の

の特集「これからの『地域づくり』 を問い直す」の

ご愛読をお願いしたい。

続編として企画されたものである。当時の特集では、
道州制基本法制定の動きなど、 国と地方（地域）間
の仕組みが改変されようとするなかにあって、 人と
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【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年春号の概要紹介

ために協同組合･協同セクターが果たすべき役割と

1959 年兵庫県西宮市生まれ。鳥
取大学農学部、京都府立大学農学

可能性を考えようとしたものである。

部を経て、2005 年４月より福井

本特集の構成は次のとおりである。 論考編では、

県立大学に勤務。日本協同組合学
会副会長、日本農業経済学会常務

３つの論文を掲載した。 まず、 国が推し進める「地

理事、地域農林経済学会常任理事、

方創生」の狙い、そこで想定されている国と地域の

中部農業経済学会理事、地域公共
政策学会理事、ふくいエコ・グリー

姿や形とは何か。 その限界や問題点を指摘し、 私

ンツーリズム・ネットワーク会長。

たちにとってあるべき姿を総括的に提起してもらった

主 な 著 書 と し て、『 農 業・ む ら・
くらしの再生をめざす集落型農業
法人』（編著）、『新時代の地域協同組合』（単著）、『いまＪＡの存
在価値を考える「農協批判」を問う』（単著）、『１時間でよくわか
る 楽しいＪＡ講座』（単著）など。

（岡田論文）。
次に、協同組合の問題を意識しながら「地方創生」
との関係について考察した。そこではまず、地域社
会への関与や公益性発揮の重要性が求められてい

人との結び付き、人間と自然・環境との共生、小さ
な経済（事業）起こしなどを大切にした地域づくりの
あり方、 さらには協同組合やＮＰＯなど、 非営利組
織が地域づくりに関与することの意義と課題につい
て考えることが狙いであった。

る協同組合が、将来予想される人口減少の深刻化、
新自由主義的な政策基調のなかで、どこまで寄与で
きるのか。これらについて、歴史的な視点を交えて
考察した（小林論文 ）
。 また、 昨今「創造的自己改
革」が求められている農協に焦点を当てて、
「農業者

その後、周知のように政府が人口減少の克服をは
じめとした「地方創生」の考え方を打ち出し、
「長期
ビジョン」のもとで地方版の「総合戦略」の策定が全
国の自治体で始まるようになった。 地方創生担当大
臣である石破茂氏は、今回の「地方創生」の取り組
みを「地方刷新最後の機会」であると位置付け、
「農
林業や、観光などのサービス業の可能性を最大限引
き出し、地方を新しく作り直すのが地方創生だ」とし
て、農林水産業の成長産業化、地方への人材還流、
地方での若者の雇用創出などの推進に意気込む
（『読売新聞』2015年１月22日付）。

の所得増大」や「農業生産の拡大」と並んで「地域
活性化 」を重要な取り組み課題として掲げる農協の
課題と可能性について論じた（石田論文）
。
続く実践編では、実践家や該当地域をフィールド
とする研究者による実践的論考９編を掲載した。特
に、協同組合による「地方創生」への関与の問題を
よりリアルに明らかにするために、 特定の協同組合
や地域・地帯に偏ることのないように配慮し、 多面
的な角度から特集テーマについてアプローチした。
具体的には、 農協（高木論文）、 生協（長谷川論
文）
、漁協（馬場論文）
、森林組合（早尻論文）とい

果たして、こうした国が進める「地方創生」政策と、
そこで展望されている地域の姿は、 一人ひとりを大
切にし、頑張っているけれどもなかなか成果が出な
い人、あるいは頑張りたいけれども頑張れない人た
ちにも手を差し伸べることを使命とする、 協同組合
の関係者が望むべき姿なのであろうか。
そこで本特集では、以上のような問題の状況認識
を踏まえて、 テ ーマを「協同の視点から真の『地方
創生』を問う」とし、現在、国が進めようとしている
「地方創生 」を意識しながら（批判的に検討しなが
ら）、 その狙いと限界、 現場レベルから見た地域社
会のあり方、 さらには望ましい地域の姿を実現する

う協同組合の種類別に、該当する地域経済やコミュ
ニティーの現状も踏まえながら、各協同組合が置か
れている状況を明らかにし、 今後の取り組むべき課
題と解決の方向性について実践的に考察した。
また、こうした地域社会への関与の問題は、既存
の協同組合の力だけでは十分に達成できるものでは
なく、地域内外の住民や諸団体との連携・ 協働が
不可欠である。そこで、地域づくりインターンをはじ
めとした都市農村交流（筒井論文）
、住民出資による
「地域売店 」の取り組み（山浦論文 ）
、
「小規模多機
能自治」に取り組む中山間地域の実践（田中論文 ）、
新しい農山村開発モデルを目指した地域自給圏構築

【協同組合】
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の取り組み（丸山論文 ）を取り上げ、非営利組織、

特別公開研究会のご案内

自治体、住民協同組織などの可能性や協同組合との
連携可能性について検討した。さらには、
「地方創
生」の推進をあずかる自治体トップの立場から、望ま
しい地域のあり方と協同組合への期待について考察
した（藤原論文）。
これらの実践的論考から、
「地方創生 」に向けた
取り組みは、当該地域固有の条件（歴史性、文化性
など）に規定されると同時に、協同組合の種別や地
域・地帯を問わず共通の課題が横たわっていること
が分かる。そして、人的資源や文化も含めた有形・
無形のさまざまな地域資源を発掘し、 そこに光を当
て、活用していくことの重要性が示唆されるであろう。
公務ご多忙のなか、ご執筆いただいた方々に感謝
申し上げるとともに、 本特集を契機として、 協同組
合による地域社会への関与の問題が理論と実践の
両面から一層深化していくこと、 さらには「協同組
合版・真の地方創生ビジョン」づくりに向けた議論の
一助となることを期待したい。

『協同組合研究誌 にじ』では2015年夏号より連載
企画「地域発・再生可能エネルギーの取組み」に取
り組んでおり、今般、同連載の１周年を記念し、ド
イツにおける農業政策と環境問題の第一人者である
ミュンヘン工科大学教授 Ａ・ハイセンフーバー氏を
迎え、再エネ先進国ドイツの情勢・動向などについ
ての講演会を企画しました。
つきましては、 次のとおり公開研究会（特別研究
会）として開催いたしますので、ご案内します。
《日 時》2016年３月29日（火）13：00 〜 15：30
《場 所》明治大学 グローバルフロント２Ｆ 4021号教室
《内 容》座長解題

村田 武氏（九州大学名誉教授）

講演テーマ「ドイツのエネルギー大転換と自
然エネルギー農村」
（逐次通訳）
出講者 アロイス・ハイセンフーバー氏（ミュ
ンヘン工科大学教授）
（参加費は無料、 講演内容は2016年夏号＜
次号＞に講演録を掲載予定）

ＪＣ総研 第46回公開研究会
《日 時》2016年３月26日（土）13：00 〜 17：00
《場 所》家の光会館 ２階会議室（当研究所隣ビル）
《研究課題》
「協同組合における職員の地位と役割」
趣旨説明
山梨学院大学元教授 堀越芳昭氏
第１報告
テ ーマ：
「
『ＪＡ職員の意識と行動にかかるアンケー
ト調査』結果と特徴」
（仮題）
報告者：西井賢悟氏（長野県農協地域開発機構 主
任研究員）
第２報告
テーマ：JA京都にのくににおける協同組合らしい
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『人づくり』へのアプローチ〜人・組織・地
域をつなぐＪＡ運動の実践〜」
（仮題）
報告者：迫沼満寿氏（JA京都にのくに 代表理事専
務）

ＪＣ総研 第47回公開研究会
《日 時》2016年４月23日（土）13：00 〜 18：00
《場 所》家の光会館 ２階会議室（当研究所隣ビル）
《研究課題》
「協同組合における職員の地位と役割」
趣旨説明
山梨学院大学元教授 堀越芳昭氏
第１報告
テーマ ：「ＪＡ職員の意識と行動にかかるアンケー
ト結果から考えるＪＡ職員の地位と役割」
（仮題）
報告者：石田正昭氏（龍谷大学教授、 日本協同組
合学会会長）
第２報告
テーマ：
「ＪＡあつぎの組織・事業展開と人材育成」
（仮題）
報告者：大貫盛雄氏（ＪＡあつぎ 代表理事組合長）
第３報告
テーマ：
「個を認め合い、 個を磨きあい、 自律型
人材の育成― エフコ ー プ生協の均等待
遇への取り組み」
（仮題）
報告者：島崎安史氏（エフコープ生活協同組合 常
勤理事管理本部長）

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

【協同組合】
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“目標管理”再考 その２
― 農協にとっての“目標”とは何か─
ＪＣ総研 経営相談部 人事コンサルチーム 主任研究員

前号（ＶＯＬ.36）においては、ピーター・Ｆ・ドラッ
カーの意図した 目標管理 の概念を表す言葉として、

幸田 亮 介

し」など、
「協同組合原則」にはない環境への配慮を
謳った点が特徴的である。

著作 注１）の中にある Management by Objectives and

農協の存在意義が問われている今こそ、あらためて

self-control の直訳である 目標と自己統制によるマネ

「協同組合原則」と「ＪＡ綱領」に立ち返って、協同組

ジメント を用いてその真意を理解すべきことを述べた。

合としての農協の 目標（あるいは存在意義）を再確

本号においては、
「農協改革」を契機として、農協の 目

認する必要がある。
「協同組合原則」において、協同

標 の正しい理解が極めて重要になると思われること

組合は「人びとの自治的な協同組織であり、人びとが

から、農協の 目標 （objectives）をあらためて確認

共通の経済的・社会的・文化的なニーズと願いを実現

することとする。

するために自主的に手をつなぎ、事業体を共同で所有
し、
民主的な管理運営を行なうもの」と定義されている。

１．
「協同組合原則」と「ＪＡ綱領」に示された農協

このように、協同組合の 目標 は、人びとの共通の

の 目標

経済的・社会的・文化的なニーズと願いを、事業を通

協同組合の目標を表すものとしては、
『協同組合のア
イデンティティに関するＩＣＡ声明』
（一般に言う「協同

して実現することに尽きるのであり、
「ＪＡ綱領」に貫
かれている精神もまったく同様のものである。

注２）

組合原則」

以下同じ）が最適である。1995 年に改

定された現行の「協同組合原則」においては、自主・
民主・平等・公平・連帯・誠実などの協同組合の定
義・価値の他、第４原則＜組合の自治・自立＞と第７
原則＜地域社会への配慮＞が新たに原則に追加され

２．協同組合の特性から見た留意点
次に、協同組合の特性から、農協の 目標 に関連
する留意点を拾いあげてみたい。
（１）協同組合本来の特性

た。このうちの第７原則については、メンバーシップ制

表１は、協同組合本来の特性をまとめたものである

ゆえに、本来は私益と共益を追求する共助組織である

が、ここでは 非営利性 に注意を払いたい。
「農協改

協同組合が、
「組合員がよいと思うやり方によって」と

革」においても議論があったが、 非営利性 とは「利

いう条件付きではあるものの、
「その地域社会の永続

潤をあげなくてもよい」ということでは決してない。農

的な発展に努めます」とあるように、
「地域社会への配

協の事業の収支が赤字になるということは、結果的に、

慮」として公益・他助に一歩踏み出した点が画期的で

赤字の分だけ組合員の出資金を毀損することにつなが

あった。

るため、赤字は避けるべきことである。 非営利性 と

ＪＡグループでは、これを踏まえ、1997 年の第 21
回ＪＡ全国大会において「ＪＡ綱領 ── わたしたちＪＡ
のめざすもの ──」を決議した。
「ＪＡ綱領」は地域社
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注1）Peter F.Drucker『The Essential Drucker』Harper
Collins Publishers.NY 、2001年、125 〜 126ページ
注2）
「協同組合原則」の訳は、ＪＣ総研『新 協同組合とは＜再訂版

会の構築も含めて「協同組合原則」に準拠した内容と

＞そのあゆみとしくみ』2013年による。なお、本稿において農協

なっているが、
「地球的視野に立って環境変化を見通

とは、総合農協を指す
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人 事 管 理

い。
属地主義 とは、総合農協の面的範囲と事業対象
範囲がほぼ同一であること注３）を指し、それは隣接農
協間の事業競合がないことを意味する。併せて、集落
が農協の組織運営・代表選出・事業推進の基礎単位
として機能しているという実態を踏まえれば（昨今、そ
の機能の弱体化が指摘されているが）
、運動体・経営
体という協同組合の二面性に、 属地主義 によって閉
鎖され、その構成員もほとんど固定された集落や地域
（community）という要素が加味され、 協同組合の三
面性 を形成しているという説 注４）が説得力を持つ。運
動と事業という矛盾するベクトル（二面性）を併せ持つ
上に、閉ざされた空間である地域内の地縁・血縁、地
は、獲得された利潤を資本に分配しないことをいうの

域間の軋轢、地域の有力者の存在といったドロドロし

であり、 手数料実費主義 の精神に合致する水準の

た要素が加わることで、協同組合本来の自主・民主・

手数料収入を得ながら事業黒字を確保し、事業と運

平等・公平・連帯・誠実といった要素がないがしろに

動を同時に行うのが協同組合なのである。多くの農協

されることはないだろうか。
地域には相互扶助などの正の側面もあるが、このよ

の営農経済事業が赤字であるという事実の背後に、非
営利性

に対する農協役職員の誤解があるとすれば、

それは直ちに正されなければならない。
（２）日本の農協に特異な特性

うな負の側面が顕在化してしまっては農協の 目標 を
ゆがめることにもつながりかねない。農協役職員は、
自らの農協の運動体・経営体・地域の３要素の関係に

日本の農協は、協同組合本来の特性の他に、表２

ついて再考し、自主・民主・平等・公平・連帯などが

のような日本の農協に特異な特性も併せ持っている。

機能していないならば、 目標 の達成のためにも、そ

ここでは、 属地主義 ・ 集落が基礎単位 と、
「制度

れが正常に機能するようにする必要がある。

としての農協」・ 逆ピラミッドという誤解 に注目した

「制度としての農協」と 逆ピラミッドという誤解 に
関しては、戦後の食糧増産や農基法農政の推進など、
農協・県連・全国連が行政と一体的に機能した時代が
長かったために、協同組合の本来の姿であるボトムアッ
プ（自主・自立）がトップダウン（受け身・従属）にすり
替わって誤解されてしまったということができる。農協
の 目標 は、あくまでボトムアップとして、
（三位一体
の体現者である）組合員と農協役職員が一緒になって
目指すべきものなのである。
（以下次号）

注3）例外として、ある総合農協の正組合員の自宅・農地が当該農
協の事業拠点から遠くに位置し、隣接農協の事業拠点の方が近いた
め（准組合員として加入し）事業利用する場合などが挙げられる
注4 ）生源寺眞一「序章

現代日本の農協問題： ひとつの見取り

図」
、 生源寺眞一・ 農協共済総合研究所編『これからの農協 ―
―発
展のための複眼的アプローチ』農林統計協会、
2007年、
1 〜 3ペー
ジ
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若者雇用促進法について
ＪＣ総研 経営相談部

青少年の雇用促進を図るための措置などを定める「青少年
の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）」が、2015

労働法務チーム

とができる。【2016 年３月１日施行】
③ 青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業に

年 9 月 18 日に公布され 10 月 1 日に施行（一部は 2016 年春）

ついて、厚生労働大臣による新たな認定制度を設

されました。

ける。【2015 年 10 月１日施行】

この法律は、勤労青少年福祉法等を一部改正し、名称を
「青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）」

（３）職業能力の開発・向上及び自立の支援
① 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョ

に変更したもので、事業主による①職場情報の提供義務化

ブ・カード（職務経歴等記録書）の活用や職業訓練

や、②労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワーク

等の措置を講ずる。
【2015 年 10 月１日施行】

の新卒者向け求人の不受理、③優良な中小企業の認定制度
の創設、などを定めています。

② 国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応
じた相談機会の提供、職業生活における自立支援

また、この法律改正に併せ、職業安定法、職業能力開発
促進法についても一部改正が行われています。
若者雇用促進法などの改正概要（以下、概要）

のための施設（地域若者サポートステーション）の整
備等の必要な措置を講ずる。
【2016 年４月１日施行】
２．職業安定法の一部改正（ハローワークが学校と連
携して職業指導等を行う対象として、
「中退者」を位置

１．若者雇用促進法（青少年の雇用の促進等に関する

づける）
【2015 年 10 月１日施行】

法律〈勤労青少年福祉法等の一部改正〉）

３．職業能力開発促進法の一部改正（職業能力の開
発・向上の支援）

（１）関係者の責務の明確化等
国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確

（１）ジョブ・カード（職務経歴等記録書）の普及・促進

化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。

【2015 年 10 月１日施行】

【2015 年 10 月１日施行】

（２）キャリアコンサルタントの登録制の創設【2016 年４

（２）適職選択のための取組促進

月１日施行】

① 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に
対し、企業規模を問わず、（ⅰ）幅広い情報提供

（３）対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の
整備【2016 年４月１日施行】

を努力義務化、（ⅱ）応募者等から求めがあった
場合は、３類型ごとに１つ以上の情報提供を義務

概要「１．
（１）関係者の責務の明確化」では、事業主、

化。【2016 年３月１日施行】
・ 提供する情報：（ア）募集・採用に関する状況、
（イ）労働時間等に関する状況、
（ウ）職業能力の

募集受託者が募集にあたって遵守すべき事項として指針によ
り定めています。
このなかで、固定残業代制度について、固定残業代を除

開発・向上に関する状況。
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１．募集にあたって遵守すべき事項

② ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人

外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休

者について、新卒者の求人申込みを受理しないこ

日労働および深夜労働分について割増賃金を追加で支払う
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ことなどを明示するよう、以下のように求めています。
青少年が応募する可能性のある募集又は求人につい

労 ◆
働 ◆◆
法 務 ▶▶▶▶▶▶
◆

・労働者１人当たりの直近の事業年度において取得した
有給休暇の平均日数

て、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働

・育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項

に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を

男性労働者であって、直近の事業年度において配偶

締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにか

者が出産した者の数及び当該事業年度において育児

かわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深

休業をした者の数

夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下「固定

女性労働者であって、直近の事業年度において出産し

残業代」という。）に係る計算方法（固定残業代の算定

た者の数及び当該事業年度において育児休業をした

の基礎として設定する労働時間数＜以下「固定残業時

者の数

間」という。＞及び金額を明らかにするものに限る。）、固
定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超え

・役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占
める女性の割合

る時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割
増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

３．求人の不受理について
今まで、公共職業安定所は、個別の求人の申し込みに雇

２．青少年雇用情報の提供
概要「１．
（２）職場情報（青少年雇用情報という）」につ
いては省令で以下のように定めており、女性活躍推進法と同
様に、離職や残業について情報開示を求めています。

用が違法である場合などを除いて、すべての求人申し込みを
受理しなければならない、とされていました。
今回、労働基準関係法令違反が繰り返し認められる場合
や男女雇用機会均等法、育児介護休業法違反に基づく公表

①募集及び採用に関する状況に関する事項

の対象となった場合は、その求職者からの求人申し込みを一

・直近３事業年度に採用した者の数及びそのうち直近３

定期間受理しない、とされました。

事業年度に離職した者の数
・男女別の直近３事業年度に採用した新規学卒者等の数
・労働者の平均勤続年数

求人不受理の対象となるケース（2015 年 10 月 21 日労働
政策審議会＜職業安定分科会雇用対策基本問題部会＞資料）

求人者が労働基準法又は最低賃金法に掲げる法律の

②職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に

規定に違反した場合であって、次のいずれかに該当する

関する事項

ことが確認された場合

・労働者に対する研修の有無及びその内容

一 違反行為について、新卒求人の申込み時点で、是正

・労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ること

が行われていないこと又は是正された日から６ヶ月を経

を容易にするために必要な援助の有無並びにその内容

過していないこと（当該違反行為をした日から過去１年以

・新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開

内に同一の違反行為をしたことがある場合、その他当該

発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、

違反行為が青少年の職場への定着に重大な影響を及ぼ

並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規

すおそれがある場合に限る。）

学卒者等に割り当てる制度の有無

二 違反行為について送検された場合であって、新卒求

・労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を付与
する制度の有無及びその内容
・労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する
検定に係る制度の有無並びにその内容

人の申込み時点で、当該送検の日から起算して 12 ヶ
月（※）を経過していないこと、当該違反する行為の是
正が行われていないこと又は是正された日から起算して
６ヶ月が経過していないこと

③職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関す

※ 一に該当することが確認され、求人不受理となった

る事項

事案が送検された場合であって、送検前に法違反が是

・労働者１人当たりの直近の事業年度における平均した

正されている場合については、法違反の是正から送検ま

１月当たりの所定外労働時間

での期間（上限６ヶ月）を 12 ヶ月から減じた期間とする。
【労働法務】若者雇用促進法について
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ＪＡの給与動向調査
ＪＣ総研 経営相談部 調査・セミナーチーム 主席研究員

ＪＣ総研は、 ＪＡ（総合農協）の給与実態を明ら

石塚 重光

（職務給）
」が1.3％となっています。

かにし、ＪＡの給与管理と人事管理の改善に資し、

2014年調査と比較すると、
「併存型職能給」の割

併せて経 営の効率化に寄与することを目的とし、

合が4.1ポイント増加した一方、
「単一型職能給 」が

1965年以来、毎年、
「ＪＡの給与動向調査」を実施

1.6ポイント、
「年齢給（勤続給を含む）
」が0.4ポイン

しており、今年度は、2015年６月給与支払日現在の

ト、
「総合給」が3.7ポイント減少しています。

状況を調査しました。今回調査の対象ＪＡは、職員

また、2006年と比較すると、
「年齢給（勤続給を

数200人以上の414ＪＡで、 そのうち回答があったの

含む）
」
「総合給」から職能給体系への切り替えが進

は392ＪＡ、回答率94.7％となっています。

んでおり、
「併存型職能給」
「単一型職能給」を合わ

調査結果のうち、主な項目について見ると、次の

せると87.8％となっています（表１）
。

ようになっています。

２．新規学卒者の初任給
１．基本給体系の推移

ＪＡの2015年の初任給を学歴別に見ると、 大学

ＪＡの基本給の型の割合を見ると、2015年は「併

卒17万8 0 0円、短大卒15万6 7 0 0円、高校卒14万

存型職能給」が82.4％で最も高く、次いで、
「単一型

6700円となっています。 民間企業（常用労働者100

職能給 」が5.4％、
「年齢給（勤続給を含む）
」が4.8

〜 999人）との比較では、民間企業の方がＪＡよりも

％、
「総合給 」が4.3 ％の順になっており、
「役割給

大学卒で約20 ％、 短大卒で約14 ％、 高校卒で約
10％高く、それぞれ2014調査よりもわずかに差が広
がっています（表２）
。
また、 ＪＡの学歴別初任給の対前年上昇率では、
2015年は、 大学卒で0.2％、 短大卒で0.3％、 高校
卒で0.2％とすべての学歴で上昇していますが、2014
年との比較ではすべての学歴で上昇率が低下してい
ます（表３）
。

３．春季賃上げの状況
（１）賃金増額内容
「定期昇給のみでベースアップは実施しない」ＪＡ
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の割合が80.1 ％と、2014年調
査（79.1％）より１ポイント増加
する一方、
「定期昇給とベ ース
アップに分けて実施した」ＪＡ
および「ベースアップのみ実施
した」 ＪＡの割合が合わせて
11.0 ％と、2014調査（13.5％）
に比較して2.5ポイント低下して
います（表４）
。
（２）賃金増額状況
「賃上げ分（定期昇給とベ ー
スアップを含めた分）
」の１人平
均額は5515円（2014年、5521
円 ）、賃上げ 率は2 .1 2 ％（同
2.13％）となり、2014年調査に比
べ、額で６円、率で0.01ポイント
低下しています。
また、
「定期昇給分」は額で
5219円（2014年、5079円）
、率
で2.00 ％（同1.95 ％）と増額、
増 率となっています。「ベ ー
スアップ分」は、額で18 7 3円
（2014年、
2452円）
、率で0.74％
（同0.96％）と減額、減率となっ
ています。
なお、諸手当の改定原資など
である「その他」は、額で1211円
（2014年、1872円）、率で0.43％
（同0.70％）と減額、減率となっ
ています（表５）
。
（３） 賃上げ決定の際の重視
事項
①ＪＡにおける賃上げ決定の
際の重視事項
ＪＡが2015年の賃上げに当
たり重 視した要素を見ると、
「支払能力ないし業績 」を挙げ

【調査・セミナー】ＪＡの給与動向調査
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たＪＡが59.8％（2014年、63.5％）と最も多く、次い

年度末手当0.58カ月、 年間計で4.12カ月となり、

で「県下ＪＡの給与水準、 給与増額動向」が31.9％

2013事業年度に比し0.07カ月の減少となっています

（同35.4 ％）、
「労働力の確保・定着 」が24.5 ％（同
24.4％）の順となっています（表６）
。

なお、年度末手当は支給のあったＪＡのみの平均

②民間企業における賃上げ決定の際の重視事項

であるため、夏期手当、年末手当、年度未手当の３賞

民間企業の賃上げに当たり最も重視した要素を

与を合計しても年間計とはならない点にご留意くださ

2015年について見ると、
「企業業績 」を挙げた企業
が52.6％と最も多くなっています（表７）。

４．賞与
ＪＡの2014事業年度の賞与
の支給額は、 夏期手当が45万
8600円、年末手当が53万3900
円、年度末手当が15万6400円
となり、年間計（その他賞与は
除く）で111万3000円と、2013
事業年度に比し１万9400円の
減少となっています（表８）
。
月収換算では、 夏期手当が
1.70カ月、 年末手当が1.97カ月、
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（表８）
。
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ＪＡファーマーズマーケット利用者
調査結果の活用について
ＪＣ総研 経営相談部

ファーマーズマーケットチーム
主席研究員

安達 秀哉

ＪＡファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ戦略
研）では、利用者のファーマーズマーケット（ＦＭ）に
対する評価やお店への要望を調査し、店舗運営に活
かすようにしています。今回で 13 回目になりますが、
全店舗を集計すると、驚くことに、毎年同じような調
査結果になります。
昨年 10 月に実施した 2015 年度のＪＡ ＦＭ利用者
調査では、全国 35 店舗、6853 人の利用者の声を集
めることができました。調査結果の概要と活用方法に

２．ＦＭに対する評価
「朝採りの農産物だから新鮮」
「生産者が明示されて
いて安心」という評価が９割以上と断然高く、
「ＪＡ

ついて紹介します。

直営だから信頼感がある」
「店全体に活気がある」
「従
業員の対応がよい」と続きます。

１．利用者について
年齢層は、60 代以上が最も多く約６割。次いで 40

次いで評価が高いのが品ぞろえ。
「地場の珍しい商

〜 50 代が約３割を占めます。30 代までの利用者は１

品がある」
「年間通して品ぞろえが豊富」と、店舗で弛

割程度しかいません。

まず努力している成果の表れといえます。

同行者の数を見てみると、自分１人で来たという利

意外なのは、
「スーパーと比べて安い」という項目で、

用者は１割程度で、８割以上の人は誰かと一緒に買い

プラス評価では下から２番目です。約６割の利用者が

物をしている、という結果でした。スーパーやコンビニ

安さに魅力を感じているものの、鮮度・安心感・品ぞ

の利用者は初めから買う物が決まっていて、買いたい

ろえをより重視しているという傾向があります。

ものを目指してどんどん店内を移動しますが、ＦＭに来
られる利用者の方は、一緒に来た同行者と、まるで宝
物でも探しているかのように、今日はどんな野菜・果物
が並んでいるかな？

どんな献立にしようかしら、と

買い物を楽しんでいる様子が目に浮かんできます。土
日になると、親子連れの比率が高くなりますが、平日
ではご夫婦そろってお買い物という方が半数以上とい
う結果でした。
店までの所要時間は 10 〜 20 分程度というのが約
半数を占めますが、30 分以上かけて来られる利用者
が３割以上もおり、交通手段は８割が車利用です。

【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット利用者調査結果の活用について
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は 58％と低めです。

３．利用者からの要望
利用者からの要望で多かったものは、
「農産物の残

ここでいう対応というのは、お客さまからの質問・

留農薬の定期検査」と「加工品の細菌の定期検査」

問いに対して、ちゃんと答えられるかどうか、つまり、

が７割を超え、安全・安心を重視しています。また、
「加

お客さまが宝探し（？）をしている最中に、これまで見

工品の特徴の説明」
「農産物の調理・保存方法の説明」

たこともない、新しい品種の野菜が販売台に並んでい

「農産物の特徴の説明」を要望する利用者も多くいるこ

るのを見て「これ、どうやって食べるの？」という質問
があったときに、従業員が具体的かつ的確に答えられ

とが分かります。

るかどうかを意味するのです。

４．調査結果の活用について
今回は、東北から九州まで、地方別にランダムに選

もしその場にその商品を出荷した生産者がいれば、

んだ下記の９店舗のデータを参考にしながら、顧客満

即座に答えてくれるのでしょうが、生産者は常時お店

足度という観点から考察を加えてみましょう。

にいるわけではなく、たまたま追加搬入のときか、特
別なイベントがあるときくらいしかいません。
評価項目のなかに「生産者と話ができて楽しい」と
いう設問がありますが、これを、生産者と接する機会
がある、と読み替えたとして、全店舗の平均（平日）は、
「そう思う」が 38％に対して、関東地方のＳ店は 52％と
高いですが、東海地方のＮ店は 29％です。概してそん
なに高いとはいえません。
それでは、商品の特性や食べ方・調理方法を従業員
（食育ソムリエ）が生産者から聞いていれば、代わりに

前述のファーマーズマーケットの評価にあるように、
ＦＭの最大の魅力は、何といっても「鮮度と安心」で

や従業員が作ったＰＯＰやパンフレットに書いてあれば

すが、その後に「従業員の対応がよい」という評価項

どうでしょうか。
前述の「利用者からの要望」の図にあるように、
「農

目があります。
全店舗の平均（平日）では、
「そう思う」が 74％に対
して、中国地方のＳ店は 83％と高く、東海地方のＮ店

60

答えられるのではないでしょうか。あるいは、生産者
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とが分かります。

す。関東地方のＳ店と四国地方のＳ店は、どの品目も

そこでＦＭの発信力向上の観点から、食育ソムリエ
が期待どおりに機能しているのかどうか、ＰＯＰの数
が十分かどうか？

評価が平均以上なのに対して、東海地方のＮ店はすべ
ての品目で平均以下の評価になっています。

もし、足りないと思ったら、もっと

何でもそろうということも大事なことですが、
スーパー

増やすために、あるいは見やすくするために、ＰＯＰの

には並んでいない「地場の珍しい商品がある」ことが

研修会を企画してはどうでしょうか。

ＦＭの大きな魅力でもあります。ちなみに、全店舗の
平均（平日）では、
「そう思う」が 70％に対して、九州
地方のＵ店は 79％と高いのに対して、中国地方のＳ店
は 59％です。
ＦＭの基本は、もちろん地産地消ですが、どうして
も季節的な制約や栽培技術の限界があります。ＦＭ間
提携取引によって、品ぞろえを強化することを目指して
みてはいかがでしょうか。

顧客満足度の２番目のポイントとして、品ぞろえにつ
いて見てみましょう。
全体評価のなかに、
「年間通して品ぞろえが豊富」と
いう評価項目があります。全店舗の平均
（平日）
では、
「そう思う」が 61％に対して、近畿地方のＭ店は 81％と
高いのに対して、北陸地方のＹ店は 42％ですが、雪国
では冬に作物を生産することができないので、評価が
下がってしまうのは仕方のないことだと思います。
品ぞろえについては、店舗の規模、売り場面積と品
目構成に
よるとこ
ろが大き
いのです
が、野菜、
果物、米、
花木、加
工品、そ
れぞれの
評価を見
ていきま

【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケット利用者調査結果の活用について

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

61

株式会社ビジネスラポール 心理学博士

「心が躍動する」という積極的な状
態を自分自身のみならず周囲の方々に

鈴木 丈織

として必要であり、 磨き上げなくては

自らを挑戦的に進化させて生き抜くので

ならないのです。

す。

もつくり出す、それが「メンタル・マネ
ジメント」です。 そのスキルは、 努力

「躍動の原点」となる「農の躍動（Ａ

「農の知恵（ＡＩ）
」には、原理原則、

することで必ず磨かれ、 さらに「メン

Ｌｍ ）
」４方向の機能的要素の４つ

経験値、 暗黙知、 事例活用とさまざま

タル・マネジメント」をスキルアップで

目です。

に未知へ突き進む心が基本です。 無限

きる力となっていきます。

につながる変革への可能性があるので

心は常に留まることより躍進を求め
ます。身体は、厳しさより静態的な成

えます。

す。曖昧なことを必ず明解な努力と結果
へと導き出します。 それが進歩、 進化

長を求めます。 身体の惰性感を打ち

「農の技術（ＡＴ ）
、 農の価値（Ａ

破るのが心の推進力です。 心の独り

Ｖ）
、農の連鎖（ＡＣ）
、農の知恵（Ａ

仕事の実践で活用するためにも心の

よがりの暴走を制御するのが、 身体

Ｉ）
」のなかでも、
「メンタル・マネジメ

躍動（メンタル ）ポイントを学び取りま

の安定感です。 心身は、 それぞれ違

ントにおける『可動力』は『農 』の営

しょう。より適切に適応するための英知

うものですが、一体的なのです。

みの 進 化への知恵を蓄える姿 勢に

を身に付け、実力向上を目指すのです。

よって培われる力 」であると確信しま

可能性溢 れる命の営み「農の知恵（Ａ

す。

Ｉ）
」の７つの心理要因を取り入れましょ

心身の影響は、 価値観と行動に顕
著に出ます。職場はもちろんのこと、
家庭でも、 いつでもどこでも「メンタ
ル・マネジメント」に関心を抱くことで、

62

実存心理の立場では次のように考

つまり、
「より良さ」を常に求め発
達と進化を目指します！

への１歩になるのです！

う。

作物は、ど

「成果、 雰囲気、 適切行動、 人間関

のような状況であっても最良の状態に

「農の知恵（ＡＩ）
」を磨きレベルアッ

係、状況把握、個性化、ストレスコン

成長できるように自ら変化を試みます。

プを促し、 進化への可能性を生み出す

トロールなど」に今、ここで求められ

より逞 しく！

心理要因のポイントは①観察力、 ②推

る最善策をもたらします。 だからこそ、

く！

自分と周辺への可動性を増幅し可能

なれるようにと、備え持った可能性と

性を高めるために「メンタルトレーニン

培った個性を発揮するため爆発的エ

グ」が重要です。 実力発揮や個性の

ネルギーで具体的に模索します。目標

レベルア ッ プを目的にする「メンタ

をただ念じているだけでは実現しませ

仕組みや流れ、 そして変化などの全

ル・マネジメント＆ケア」がテクニック

ん。虚しく時間を浪費するだけです。

体的な工程を見つめて事実に気付く力

ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37

より強く！

より豊かに！

より素早

より美しく！

察力、③解決力、④分類力、⑤体系化
力、⑥先見力、⑦率先力の７つです。

①観察力：

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

です。 思い込みや期待を持たず、 一

りすぐってきたといえます。

区切りつく瞬間を見極めること、 およ
び期間を集中して現象を客観的に連

⑦率先力：
動きの１歩は自分からです。他人に

⑤体系化力：

させるのでなく自分が先頭に立ってそ

続的に見続けることです。 農の基本

事実と事実、 知恵と知恵、 変化と

の果敢に挑む勇姿を見せるのです。

力であり、 実りと思いやりのスタート

変化を関連付けて「点から線」に発展

「絶対！ 成果を出す」そんな「絶対」

です。

させ、 それらを個性と組織の価値観

なんてあるかないか分かりません。

で幾重にも束ねます。本質という「軸」

「絶対成し遂げる！」 という決断が、

にしていくのです。目的が明確な軸は、

現状を揺るがし、 目標達成に先んじ

今、この場が分岐点となり、いくつ

さらに実践的で実利的な影響を自ら

ていくのです。

もある選択肢の何を選んだらどうなる

に生み出します。 種が根を張り、 幹

か？

を作り実を成すプロセスです。

②推察力：

それぞれ枝分かれしながらも

最善の結果に向かえるか？ 抑圧や
障壁、 推進や支援を事実から関連付

農の営みには重大な課題がありま
す。

⑥先見力：

「どのような環境下でもより豊かに、
より美味しく、 より美しく実りを永遠

けて描き、 影響や成果までに結び付

霧の向こうの現象を見るのです。そ

けることです。 農の摘果は、 推察と

れに対する過去と現状の情報やデ ー

成果による知恵の賜物です。

タおよび人の感情や価値観や風潮で

あなたの仕事にも自分づくりにも永

その先を描くのです。 日常の実務、

遠の連鎖の実を結ばせる進化をさせ

実践、 実存の詳細な把握で見えてき

るのです。 ７つの心理要因を実践し

意外に物事への対応や処理に影響

ます。 増幅と軽減を見て二極化対策

てすべてに進歩、進化をもたらしてい

するのは「閃き」の頻度です。最善を

を立てるのです。 農は、 常に現状を

きましょう。

狙うというより、 たまたま結果として

先行させて未来に付いて来させます。

③解決力：

にその環境の最善を成すこと」

最善となった！ のです。
複数の閃きを出すことが
重要です。 まずやってみ
て直後から振り返りなが
らためらいなく修正する
ことです。農の品種改良
のように最善は、千三つ
（10 0 0 のうちに３つ 程
度）でいいのです。

④分類力：
共通点は何か、 両極
端は何か、共通割合はど
のくらいか、主旨は何項
目あるのか、同類別にで
きるか、使用割合はどう
か、などと仕分けをする
ことです。農は、分類の
積み重ねでエリートを選

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（17）】農から学ぶ「メンタル・マネジメントのスキルアップ-Ⅴ・ＡＩ」 ＪＣ総研レポート／2016年 春／VOL.37
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日本シンクタンク協議会・冬季セミナーの報告と、
ＪＡの３号会員加入状況について
ＪＣ総研 企画総務部

１．日本シンクタンク協議会・冬季セミナーの報告
当研究所は、国内の名だたる総合研究所で構成す

題解決はＮＰＯだろうといわれていますが、判断が
早くできる株式会社にしたそうです。

る「日本シンクタンク協議会」に加盟しています。加

甲田氏からシンクタンクへの期待として、社会的な

盟は 17 社で、みずほ総合研究所（株）、
（株）三井住

インパクト（影響額）を評価してほしい、そうすれば

友トラスト基礎研究所、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサ

保育所建設に補助金を使わなくても、共助の仕組み

ルティング（株）、
（株）大和総研、
（株）野村総合研

を応援してくれれば安くしかも潜在力が活用できる、

究所、
（株）ニッセイ基礎研究所の金融系や（株）富

シェアリング・エコノミー（交換・共有の経済）の法

士通総研、日鉄住金総研（株）、ＪＦＥテクノリサー

整備などプラットフォームづくりを進める必要がある、

チ（株）の製造系、ＪＡグループからも（株）農林中

と発言がありました。

金総合研究所、
（一社）
ＪＡ共済総合研究所が加盟し、

イノベーションを実現するにはチャレンジする雰

情報交換の他、年間４回のミニ討論会や年１回のセ

囲気づくりが大事だとの文脈で、甲田氏は昔ながら

ミナーを開催しています。今回は、１月 25 日に行わ

の「誰もが頼り頼られることが当たり前の文化」をつ

れた冬季セミナーについて紹介します。

くりたいという理念を持っているのに対して、
「世界

テーマは、
「イノベーションによる社会的課題解決

の共通語（価値観）はお金」なのにもうけた人の足を

とシンクタンクの役割」で、200 人くらいの参加者で

引っ張る日本の空気を変えなければならないと演説

した。

する人もいて、お金は幸せになるための１つの手段に

「シリコンバレーに学ぶイノベーションによる社会
的課題解決」と題した基調講演では、スタンフォー

過ぎず、人は幸せになるために働くのではないかと。
別の機会にでも議論したいと感じました。

ド大学 のリチャード・B・ダッシャー（Richard B.
Dasher）教授から、大学（基礎研究・学問）や政府
（公共サービス）、企業（応用研究・商品開発）の間

当研究所は、名実ともに会員制度の実態を整え、

を埋める役割がシンクタンクに求められており、具体

会員のためのシンクタンクという位置付けをより明確

的には社会問題の発見や技術移転、評価・計測、ア

にすることを目指し、全ＪＡに対して３号会員（賛助

ドバイス、チャレンジ（破壊的イノベーション）、中立

会員）への加入を働き掛けています。たくさんのＪＡ

性などがキーワードとして挙げられました。

にご理解いただき、2016 年２月 22 日現在、383ＪＡ

パネルディスカッションでは、
「子育てシェア」とい

にご加入いただいております。

う取り組みが（株）AsMama（アズママ）の甲田恵子

これからご加入いただく場合は、ＷＥＢ申し込み

ＣＥＯから紹介されました。甲田氏は、インターネット

（ＪＣ総研ホームページのトップページ左下の「ＪＡ専

サービスのニフティ（株）でバリバリ働いていた方で、

用お申込みページ」より）でお願いいたします。なお

共助のシステムをつくりたいと起業し、試行錯誤の
末、子育てで助けてほしい人と助けてあげたい人を

パスワードは、代表者宛郵送文書（2015 年９月７日付）
をご確認いただくか、企画総務部（電話 03 - 6280 -

マッチングする仕組みを提供しています。利用者間の

7200）までお問い合わせください。

謝金は１時間 500 円で、システム登録料や利用料は
もらわず、来場誘致につながる商業施設や関連商品
を持つ企業からの収入で賄う仕組みです。社会的課
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【企画総務】
日本シンクタンク協議会・冬季セミナーの報告と、ＪＡの３号会員加入状況について

編 集 後 記

第 58 回グラミー賞（2016 年２月授賞式 ）で小澤征爾氏が指揮したラヴェル作曲の歌劇「こど
もと魔法」を収めたアルバムが最優秀オペラ録音賞を受賞した。受賞作『ラヴェル：歌劇《こども
と魔法》』（ユニバーサルミュージック ）は、2013 年８月に長野県松本市で開かれた音楽祭「サイ
トウ・キネン・フェスティバル松本」（現セイジ・オザワ松本フェスティバル ）で録音され、サイ
トウ・キネン・オーケストラが演奏し、地元の子どもらの合唱団も参加したもの。
小澤氏の作品を食わず（聞かず）嫌いしてきた編集子が小澤作品と向き合うきっかけとなったのが、実は 2008 年開催
のサイトウ・キネン・フェスティバル松本での観劇だった。演目はヤナーチェク作曲の歌劇「利口な女狐の物語」。カラ
フルな装置が舞台いっぱいに置かれ、歌と演奏と視覚的な楽しさがまじり合って目の前に現れ、大勢の観客と共に驚き、
笑い、涙し……小澤氏が創り出した世界に浸った。「スっ、スゴい！」。アンコールの拍手が劇場に響いたときには聞かず
嫌いだった自分を恥じていた。
松本は音楽において特別な土地である。江藤俊哉氏をはじめ世界で活躍する優れたバイオリニストを育てた鈴木鎮一氏
が創始したスズキ・メソード（母語教育法）の夏期学校を受講するために、全国から子どもたちが楽器を携えてやって来
る。これが 60 年以上も続いている。桐朋学園音楽部門の創設者の１人である齋藤秀雄氏ゆかりの音楽家たちによって始
まったサイトウ・キネン・オーケストラは、1992 年からサイトウ・キネン・フェスティバル松本に発展した。
こうした背景があるからだろう、長野県も松本市も文化施設を提供するだけではない。役所の人たちもスタッフとして
フェスティバルに参加し、数百人の市民ボランティアと共に汗を流す。オペラの会場となった、まつもと市民芸術館の音
響設計を担当した（株）永田音響設計の稲生眞氏は「町おこし、村おこしはさまざまあるが、音楽の力＝参加する人々の
力を実感したいなら松本に行くべき」と語っている。
みんなと分かち合える価値を共有できれば、とても大きな力になる。大きな果実も手にできる。小澤氏のグラミー賞受
賞がもう一度そこを考えるきっかけになった。

（編集スタッフ 加藤文英）

私の編集後記は「実話」を旨としている。単なる自己満足かもしれないが、このコーナーを書き始めた本誌第２号から
ずっと、本当に自分の身の回りに起こった出来事だけを皆さんにお伝えしてきた。
しかし、実話へのこだわりゆえに「ネタ」に困ることもある。まさに今回がそうだ。明日には締め切りがくるというの
に何も思いつかない。軽いタッチの雑誌なら「今回はなし！」と大きく書いて終わり、などというウイットも許されよう
が、さすがに研究所が発行する本誌でそれははばかられるし、さてどうするか。仕事帰り、そんなことで頭を悩ませなが
ら駅のエスカレーターに乗っていた。すると、「降りてきた」のである。「編集後記の神」が。いや、思いもよらない物が。
「キャー」という悲鳴に振り返ると、大きな青いスーツケースがエスカレーターの斜面をものすごいスピードで「滑り落
ちて」くるではないか。スーツケースはどんどん加速しながら、他の人たちをすり抜けて、なぜか真っ
すぐに私に向かって突進してきた。ヤバい、と思ったときにはもう遅く、どーんと激突して、私はその
場に倒れ込んでしまった。頭に火花が散り、恐怖と痛みで、立ち上がることすらできなかった。
その後はちょっとした騒ぎになった。詳細は割愛するが、救急車に乗って病院に行き、検査をした結
果、大事にはいたらなかったのが不幸中の幸い。そして無事、こうして「実話」のネタとなった。
いよいよ体を張って編集後記を書くまでに成長（？）した私。しかし皆さん、エスカレーターの頭上
にはご注意を！

（ 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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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

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

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

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.2

農村女性と再生可能エネルギー
榊田 みどり・和泉 真理 著 岸 康彦 監修

No.11

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.10

No.3

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

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

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

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

であろう
「収入保険制度」について検証する。

No.12

ダイナミックに展開する
ヨーロッパの農業協同組合
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

筒井 一伸・嵩 和雄・佐久間 康富 著 小田切 徳美 監修

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。

No.6

「食」と「農」を結ぶ
心を育む食農教育

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

森 久美子 著

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

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−

ＥＵの直接支払制度と日本への示唆

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

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著 星 勉 監修

シャルビジネス」による農山村再生を展望する。

我が国の水田農業を考える（下巻）

No.8

構造展望と大規模経営体の実証分析

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

最 新 刊

No.14

水田利用の実態
我が国の水田農業を考える
星 勉・小沢 亙・吉仲 怜・大仲 克俊・安藤 光義 著

飼料用米生産地帯である山形県遊佐町および青森県津軽平野部のＴ市、北関東の
米麦作地帯における大規模経営体の経営実態を踏まえ、水田の「日本型輪作体系」
の可能性を検討する。

ヨーロッパ農業の多角化

No.15

それを支える地域と制度
和泉 真理 著 市田 知子 監修
日本が取り組む農業の６次産業化より、広い概念で推進されるＥＵの農業経営多角
化。農家民宿、施設活用、食育、加工、直接販売など、中小規模農家や地域の雇用を
支える役割を果たしているヨーロッパにおける取り組みの実例と、それを支える地域
や制度を紹介する。
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