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農業政策は農家保護でなく
消費者保護

政府は「ＴＰＰ（環太平洋パートナー
シップ協定 ）をてこに規模を拡大してコ

かたや日本の輸出補助金はゼロで、し

ストダウンで農業を輸出産業に」と喧伝

かも、ＴＰＰでもアメリカの１兆円規模の

しているが、その意味は「既存の農家は

輸出補助金は使い放題で、国境の垣根

つぶれても、全国のごく一部の優良農地

を低くされた日本農産物が駆逐される構

だけでいいから、大手企業が自由に参

造になっている。

けんでん

もう

入して儲けられる農業をやればよい」と

農業所得に占める補助金（直接支払

いうことのように見える。しかし、それ

い）の割合も、日本では平均で２割に満

では、国民の食料は守れない。

たないのに対して、ＥＵでは農業所得の

輸入農産物は、成長ホルモン、成長

95% 前後が補助金という驚くべき水準だ

促進剤、遺伝子組み換え、除草剤の残

が、国民の命、環境、国境を守ってい

留、収穫後農薬などのリスクがあり、ま

る産業を国民が支えるのは、欧米では

さに、食に安さを追求することは命を削

当たり前なのである。その当たり前が当

ることになりかねない。このような健康

たり前でないのが日本である。

リスクを金額換算して上乗せすれば、実

イタリアの稲作地帯では、水田にはオ

は、
「表面的には安く見える海外産の方

タマジャクシが棲める、洪水も止めてく

が、総合的には、国産食品より高い」こ

れる、水も濾過してくれる、などの機能

とを認識すべきである。

が米の値段に十分反映できていないな

研究所長
す ず

き

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

す

ろ

か

また、日本農業が過保護だから自給

ら、みんなで別途お金を集めて対価を

率が下がった、耕作放棄が増えた、高

払わないといけない、との感覚が直接

齢化が進んだ、というのは間違いである。

支払いの根拠になっている。農業の果

過保護なら、もっと所得が増えて生産が

たす多面的機能の項目ごとに支払われ

増えているはずだ。逆に、アメリカは競

る直接支払い額がきめ細かく決められて

争力があるから輸出国になっているので

いるから、消費者も自分たちの応分の対

はない。一般に言われている「日本＝過

価の支払いが納得できるし、農家もしっ

保護で衰退、欧米＝競争で発展」とい

かりそれを認識し誇りを持って生産に臨

うのは、むしろ逆である。過保護という

める。カナダ政府の説明も興味深い。
「直

間違った前提条件で最後の砦 までなく

接支払いは生産者補助金ではなく、必

したら本当に息の根を止められてしまい

需品の食料を消費者に買いやすくする消

かねない。

費者補助金である」

とりで

ＪＣ総研

ほ てん

補 填 が発動されるシステムも確立した。

アメリカは、米の生産コストがタイや

食料を守ることは国民一人ひとりの命

ベトナムより大幅に高いが、米生産の半

と環境と国境を守る国家安全保障の要

分以上を輸出している。4000 円／ 60kg

である。わが国も、欧米のように、農家

程度の低価格で輸出し、農家には生産

が所得の最低限の目安が持てるような予

コストに見合う目標価格との差額を、多

見可能なシステムを導入し、農家保護と

い年は、米などの穀物３品目の輸出向け

いう認識ではなく、国民を守る安全保障

だけで１兆円もの「不足払い」をしてい

費用として消費者が応分の負担をする食

る。2014 年農業法では、酪農家の「収

料戦略を確立すべきときである。

入－コスト」に最低限必要な水準を設定
し、それを下回ったときには政府による
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平成 27 年度ＪＣ総研シンポジウム
「産業・なりわいづくりと農山村再生」
—— 地方創生の課題 ——
農山村における「地方創生」の焦点となる産業や「なりわい」づくりについて、
各地の先駆的な取り組みを紹介し、ＪＡグループ・行政・大学・ＮＰＯ法人
などサポートする側の積極的な支援のあり方を考えるシンポジウムを、2016
年３月５日明治大学リバティホールで開催しました。その概要を報告します。
ＪＣ総研 基礎研究部

開会挨拶
（一社）ＪＣ総研

代表理事理事長 冨士 重夫

ＪＣ総研は、協同組合および、農業・農村、地域社会に関する基礎研究を行うシン
クタンクです。そのなかで、明治大学農学部の小田切徳美教授を主査として「新しい
農山村再生に関する研究会」を設置し調査研究に取り組んでまいりました。その研究
の一環として、昨年度は「農山漁村は若者をどう活かすか」というタイトルで、都市
から地方へ移住した若者たちに焦点を当てたシンポジウムを開催しました。
今回のシンポジウムでは「産業・なりわいづくりと農山村再生」をテーマに、地域
資源の活用による地域経済、なりわいについて考えます。「なりわい」というのは、
漢字で「生きる業」と書きます。辞書には「生活のための仕事」とありますが、仕事
ではなくて「なりわい」という言葉に意味があると思います。
地方創生にとって、第１次産業である農業・漁業・林業の協同組合の果たす役割は
極めて重要だと思っています。協同組合の目的は相互扶助、共助です。組合員の思い
や願いを実現していく共助は、地域社会の公益につながっていきます。
ＩＣＡ＝国際協同組合同盟による協同組合原則第７原則では、地域社会への関わり
がうたわれています。2012 年に提唱された国連の国際協同組合年においては、協同
組合が、人間主義・地域主義の組織であるとして高く評価されました。協同組合は、
地域再生、地方創生の重要な担い手なのです。
本日のシンポジウムの実践報告では、高知県の四万十町、和歌山県の田辺市、愛媛
県の今治市における、特徴的な取り組みを報告していただきます。それぞれが各地域
の資源を、その地域ごとの知恵と工夫で活用し、その地域ならではの「なりわい」と
して、地域の活性化を実現しておられます。
発表される各地域の方々の思い、熱い気持ちを学び、
皆さんが今後、地域の未来を考える上でのヒントになれ
ば幸いです。そしてまた、このシンポジウムが、地方創
生の担い手である協同組合の新たな取り組みに活かすこ
とができる有意義なものとなることを願って、開会のご
挨拶とさせていただきます。
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【特集】平成27年度ＪＣ総研シンポジウム
「産業・なりわいづくりと農山村再生」

解題
地方創生とは何か
—— 小 田 切 徳 美 ——

小田切徳美 ODAGIRI Tokumi
明治大学農学部教授（同大農山村政策研究所代
表）
。1959 年神奈川県生まれ。
東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程
単位取得退学。農学博士。
『農山村は消滅しない』岩波書店（2014 年）
、
『農山村再生に挑む』岩波書店（2013 年）編著、
『地域再生のフロンティア』農山漁村文化協会
（2013 年）共編著、他多数。

●まち・ひと・しごと創生法
第 1 条 この法律は、我が国に
おける急速な少子高齢化の進展
に的確に対応し、人口の減少に
歯止めをかけるとともに、東京
圏への人口の過度の集中を是正
し、それぞれの地域で住みよい
環境を確保して、将来にわたっ
て活力ある日本社会を維持して
いくためには、国民一人一人が
夢や希望を持ち、潤いのある豊
かな生活を安心して営むことが
できる地域社会の形成、地域社
会を担う個性豊かで多様な人材
の確保及び地域における魅力あ
る多様な就業の機会の創出を一
体的に推進すること（以下「ま
ち・ひと・しごと創生」という。
）
が重要となっていることに鑑
み、まち・ひと・しごと創生に
ついて、基本理念、国等の責務、
政府が講ずべきまち・ひと・し
ごと創生に関する施策を総合的
かつ計画的に実施するための計
画（以下「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」という。）の作
成等について定めるとともに、
まち・ひと・しごと創生本部を
設置することにより、まち・ひ
と・しごと創生に関する施策を
総合的かつ計画的に実施するこ
とを目的とする。

地方創生の目標は人口減少下でも人材を増やす
取り組み。そのためには魅力ある多様な仕事と
就業の機会創出が必要不可欠。

「まち・ひと・しごと創生法」に見る地方創生、
その取り組みの中心は人材の確保と、
そのための仕事づくりにある
地方創生について振り返ると、意外と知られて
いないのが 2014 年 11 月にできた法律「まち・ひ
と・しごと創生法」である。非常に面白い法律で、
そもそも地方創生とは何なのかという位置付けが
かなり明確に書いてある。
第１条には、まち・ひと・しごと創生とは、ま
ち・ひと・しごとを一体的に推進することをいう、
と示されている。「まち・ひと・しごと」とあえ
て平仮名で書いてあり、それがどういうものかが
同じところで展開されている。
「まち」については、「国民一人一人が夢や希望
を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むこ
とができる地域社会の形成」── すなわち地域社
会づくりという位置付けである。
「ひと」につい
ては、「地域社会を担う個性豊かで多様な人材の
確保」という位置付け。そして、今日の焦点とな
る「しごと」は、「地域における魅力ある多様な
就業の機会の創出」と位置付けられている。
さらに、これをバラバラではなく一体的に進め
る── つまり、地
域社会をつくり、
その中心として人
材を位置付け、そ
れを支えるものと
して仕事を創り出
すことが明確化さ
れている。その意
味で法律的に非常
に面白く、私ども
もこの路線は賛同
できるものではな
いかと思ってい
る。 と い う の は、
全国各地の地域づ
くりは、ＪＡが中

心のものから、小学校区単位のコミュニティーが
中心になっているものまで、３つの要素、「暮ら
しのものさしづくり」
「暮らしの仕組みづくり」
「カ
ネとその循環づくり」から成り立っていると考え
るからである。
いずれも私の造語で分かりづらいかもしれない
が、
「暮らしのものさしづくり」とはいわば人材
（
「ひと」
）づくりである。人材の基本は、その地
域に対するある種の価値観だと思うので、それを
暮らしのものさしと表現している。
「暮らしの仕
組みづくり」は、その人材が寄って立つようなコ
ミュニティー（
「まち」
）があらためて必要だとい
うこと。そして、こういった動きを支えるものと
して仕事＝「カネとその循環づくり」
（
「しごと」）
が必要だということが、さまざまな地域づくり、
村づくりのなかで位置付けられている。それらを
サポートするものとして都市農村交流がある。
各地のさまざまな取り組みを考えると、比重や
言葉はもちろん違うが、上記のことが意識されて
いると理解できる。
島根、鳥取、長野など上位５県に
移住者の半数近くが集中。
人が集まる決め手は地域づくり
問題は、この地方創生にどのような前提がある
のかだ。そこで田園回帰の動きを素材にして考え
たいと思う。今日のメーンテーマではないが、田
園回帰を通じてヒントを得たい。
私ども明治大学の研究室では、一昨年は毎日新
聞と、昨年はＮＨＫおよび毎日新聞と移住者に関
する共同調査を行った。調査では移住者がどのく
らいいるのか、全国 1700 の自治体のうち 1600 く
らいから、電話やメールなどでその数を聞き取っ
た。2014 年度の結果は約１万 2000 人。ただし、
この数字には県内移動は含まれていない。自治体
を通さない移動、例えば沖縄、北海道はそういう
ケースが非常に多い。おそらくこの何倍もあると
思う。注目いただきたいのは調べた絶対数そのも
のではなくトレンドである。５年間で４倍という
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急増と地域差だ。
移住者の多い島根、鳥取、長野など上位５県に
どのくらいの集中度があるのかを調べると、48％
の移住者が集中している。東京、大阪は調べてい
ないので、残り 40 道府県で 52％が集まっている、
非常に大きな地域差がある。
そのことを分かりやすく表しているのが、中山
間地域研究センターの藤山浩さんによる島根県の
データだ。島根県の小学校区、あるいは公民館区
単位の人口を整理すると、この５年間における 30
代女性の増減では、増加が全体の４割くらいあ
る。そういった世代が農山村のなかに戻ってきて
おり、田園回帰の時代が到来していることがこの
データから読み取れるのである。しかし、ポイン
トは非常に大きなまだら状態にあることである。
30 代女性の人口が増加した地域のすぐ横には激減
した地域がある。そこを前提に２つの教訓を得た
いと思う。
切り口１は、地域が維持されるための移住者数
である。国土審議会で作った、地域が維持される
ためにはどのくらいの人口が必要なのかという藤
山理論を実証したデータがある。山村地域のデー
タを流し込んだ 1000 人の仮想コミュニティーは、
何もしない状況ならば急減していき、さらに高齢
化率も何もしなければ急上昇していく。2050 年に
は 50 数％になり、まさに地方消滅という議論が
当てはまる。ところが、藤山理論では 10 年後にピー
クアウトするのである。そのためには何人くらい
の移住者が必要なのか。計算すると、年にわずか
４家族、1000 人に対して 10 人となる。これが有
名な藤山さんの「田園回帰１％戦略」である。
ここで注目していただきたいのは、驚くべきこ
とに、2050 年には高齢化率が 2 0 数％まで低下し
ていることだ。おそらくピークアウトしたときよ
りもはるかに若い人口構成の山村が生まれること
になる。わずか１％の人口が入り続ければそうし
たことが可能となるが、一方で人口そのものは減
り続ける。ここが重要で、田園回帰１％戦略で人
口構成が若返っても、人口は減るという絶対的な
事実がある。つまり、総人口の維持や増大は目標
にはならないのである。
切り口２は、移住者数に大きな地域差があるこ
とである。一体何を根拠に田園回帰が生じるのか
というと、地域づくりがきちんとされていること、
別の言葉でいうと、地域が磨き、磨かれていると
ころに人々は入って行くという実態認識を持って
いる。つまり、従来の地域づくりが確実に行われ
ているところに若者が入っているのである。
今はある種の物量作戦が地方創生にはある。移
住しただけで何十万円もの商品券を配るという動
きがある。しかし、若者は横目でそれを見ながら
も、むしろ本当に地域づくりで地域が輝いている、
一生懸命に地域を磨くような、もがく活動をして
いるところに魅力を感じて入り込んでいる。そし
て、この若者が新たに地域づくり活動に関わるこ
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とによって、地域づくりがさらに一歩前進すると
いう循環が起きていることに気が付く。すなわち、
地域づくりと田園回帰の好循環が生まれているの
だ。２番目のインプリケーションは、結局は地道
な地域づくりこそ重要だということである。
農山村・地方創生の本質は、人口減、人材増。
人々が輝き、内外の人に選択される
地域磨き戦略が必要
結論的にいうと、新しい農山村像は次のように
説明できる。移住者は増える。それでも総人口は
減る。このことを間違えてはいけない。逆にいう
と、人口は増えないが人材を増やすスタンスが必
要になる。
人口減、人材増。おそらくこれが今後の地方創
生の目標ではないだろうか。あるいは農山村の地
方創生の本質はこれであって、人口を増やすこと
や交付金を獲得することではない。その点で、今
なすべきことは明らかである。人口減少下でも、
地域を磨き、人々が輝き、内外の人に選択される。
そうした状況をつくっていくような地域磨き戦略
が必要なのである。以上のことは、最近のさまざ
まな地方創生の実践や研究によって明らかになっ
ている。問題はそうしたなかで仕事をどのように
位置付けるか、産業をどのように位置付けるのか。
今日のシンポジウムの論点はそこにある。
本日のシンポジウムはそうした論点にふさわし
い構成になっている。筒井准教授は、
「継業」と
いう新しい言葉と戦略の生みの親である。起業で
はなく継業。農山村の新しい仕事づくりにおいて、
非常に大きな戦略的な課題である。それを受けて
今日の目玉といっていいであろう、高知から居長
原さん、和歌山から玉井さん、そして、有名なＪ
Ａおちいまばりから渡部さんにお越しいただき、
実践報告をしていただく。さらに、３つの地方創
生のトップランナーのいずれにも身を寄せる研究
者が私たちの研究会にはいる。西山先生、岸上先
生、千葉さん、この方々が地域のなかに反復的に
入っていき、さまざまな学びをしている。研究者
の見方として、あ
る種の解題をして
いただくことにな
る。
そして、法政大
学の図司先生が
コーディネーター
として、実践報告
の皆さんと「未来
をひらく産業・な
りわいづくり」を
テーマにパネル
ディスカッション
を行う。以上が当
シンポジウムの構
成となっている。
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基調講演
産業・なりわいづくりと農山村再生
—— 筒井一伸 ——

筒井一伸 TSUTSUI Kazunobu
鳥取大学地域学部地域政策学科准教授。
1974 年佐賀県生まれ・東京都育ち。
専門は農村地理学・地域経済論。
大阪市立大学大学院文学研究科地理学専攻
後期博士課程修了。博士（文学）
。

キーワードは「継業」
「６次産業化」
、そして
「なりわい」
と
「産業」
。まちをどう使っていくかが、
農山村が生き残るためのポイントになる。

農山村に移り住みたい人は確実に増えている、
後継者不足に悩む農業、小規模事業者がいる、
両者をうまくマッチングさせたい
今日、伝えたいことは３つある。１つ目は「継
業」。継業とは何なのか。２つ目は「６次産業化」
。
そもそも６次産業化の本質＝考えなければいけな
いところはどこか。３つ目はシンポジウムのタイ
トルにもある「なりわい」と「産業」
。なりわい
という言葉と産業という言葉には、何か違う響き
があるが、この違いをどう結び付ければいいのか
をお話ししたい。
農山村に行くと２つの話をよく耳にする。
「仕
事がないから人がいないんだよ」
、逆に「いや、
人がいないから仕事が
ないんだよ」と。どち
らも正しいように思え
る。2015 年版の農林業
センサスの結果速報で
は、農家の高齢化や後
継者不足に歯止めがか
からない現状が明らか
になっている。後継者
不足ということは、要
は引き継ぐものが何か
あって、それを継ぐ人
がいないということ
だ。
もう１つ気になって
いるのが『中小企業白
書』
（中小企業庁）の
データだ。ちょっと古い 2006 年版のデータだが、
年間だいたい 29 万社が廃業していくそうだ。そ
のうちの７万社は後継者不足を理由に廃業してい
る。つまり、廃業するのは「もうからないから」
だけではないということが見えてくる。これは都
市だけの話ではなく、地方、農山村にもある。
データで見てみると担い手不足の実状が浮かび
上がってくる。中小企業・小規模事業者の従業員

の過不足の状況について、2009 〜 2014 年まで６
年間のデータがあるが、すべての業種で人が足り
ない。つまり仕事はあるということだ。これをど
う考えるか、今日の話の入り口としたい。
もう一方の、人がいないから仕事がなくなって
いく話だが、田園回帰の話とも関わってくる。Ｎ
ＰＯ法人ふるさと回帰支援センターが作成した移
住希望者の最新データを見ると、2008 年から７年
間で増加割合は 10 倍弱。2008 年時点では移住し
たいと問い合わせや相談に来られた方の数は 1814
人だった。ところが 2015 年には１万 7830 人、10
倍近くまで増えている。これに電話やメールでの
問い合わせも含めると、２万を超える数になる。
つまり、地方、農山村へ移住したい希望者は増え
ているのだ。
さ ら に 年 齢 で 見 る と、 こ ち ら も 一 目 瞭 然 だ。
2008 年にはおおよそ 70％が定年退職、リタイア
した後に田舎暮らしを楽しもうという人たちだっ
たが、2015 年には、40 代までの若年層が 70％に
届くところまで増えている。しかし、40 代、30 代、
20 代の人たちが、地方、農山村に移り住んだ後、
そこで暮らし続けるには、何らかの稼ぎを考えな
ければならない。それがなりわいの問題で、今日
はそれを掘り下げたい。
移住者、移住したい人が増えているが、仕事が
ないから移り住めない人たちがいる。移り住みた
い人が確実に増えている一方で、後継者不足に悩
んでいる農業や小規模事業者がいる。なりわいの
問題と後継者不足に悩む両者をうまくマッチング
させることができればいいのではないかと考えた
のが、図左である。
「なりわい」の定義を、いわゆる「仕事」とい
われるものと、
「働き」といわれるものと、「なり
わい」と、３つの言葉で整理をした。
「仕事」と
いうのは生活の糧を目的とするもの。例えば、学
生がコンビニでアルバイトをするのは、基本的に
はお金が欲しいからだ。このように何らかの生活
の糧を目的にしたものが「仕事」である。この「仕
事」に、自己実現を目指すためのライフスタイル
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をプラスしたものが「働き」だ。さらに、もう１つ、
地域とのつながり、地域資源の活用を付け加えた
ものが「なりわい」で、これらの３つが満足する
ような仕組みが農山村で創り上げられないかとい
うことを、次に考えたいと思う。
継業とは、農山村にあるなりわいの経営基盤
を引き継ぎ、よそ者視点で地域資源の
再価値化、再活性化を担っていくこと
次に図右のようになりわいを３つに分類した。
すでにある何らかの仕事に就く場合を「就業」と
いい、新しい仕事を創ることを「起業」という。
そして、今日伝えたいことの１つ目、「継業」は
ちょうどその中間に位置付けられる。なりわいと
いう言葉を使うときは、地域資源ないしは地域の
コミュニティーと結び付いていることを想定して
いる。もちろん農業に就くこともそうかもしれな
いし、伝統工芸に就職することもあるだろう。
「就業」を、移住者の方と農山村の方がそれぞれ
どう捉えているのか。移住者が農業や伝統工芸な
どに就業する場合、そもそもそういったものに憧
れを持っている、あるいは農業をやりたいから移
住する、という形で移住して来る人たちが多い。
だから当然、農山村側も、それを前提として受け
入れている。
一方で「起業」だが、最近、移住者支援として
起業を積極的に推し進めようという取り組みが全
国的に行われている。例えば、起業コンペのよう
な形で案を募集し、コンペに通ったら起業支援金
100 万円を支給するなどだ。それ自体は悪いこと
ではないが、いろいろ調べると２つのことが見え
てくる。
起業とは、基本的に移住する人がやりたいこと
が主だ。そのやりたいことに対して農山村側、地
域側にどれくらいニーズがあるのか、実はよく分
からない。ふるさと回帰支援センター副事務局長
かさみかず お
の嵩和雄氏によると、移住して地域で起業したい
と相談されるものには、３つの代表的なものがあ
るという。１つはパン屋。田舎に引っ越して森の
なかでパン屋をやりたいとあこがれる人は結構多
いという。２つ目がそば屋。山のてっぺんでそば
を打って観光客に振る舞いたいという人だ。そし
て意外と多いのが陶芸、これが３つ目。パンでも
そばでも陶芸でも移住した人がやりたいと思うの
はいいが、それを受け入れる地域が本当にパン屋
やそば屋、陶芸を必要としているのか。そんなミ
スマッチを少しでも解消しようと考えてきたのが
「継業」だ。
起業は基本的に移住者＝よそ者がつくり上げて
いくので、農山村側の人には事業のイメージがわ
きにくくサポートもしづらい。さらに、一から新
たになりわいを創っていくのでリスクがある。も
ちろん、起業は重要な活動だが、全員が起業を目
指す必要はないのではないか、と新たにつくった
概念が継業である。

6
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継業とは、すでに農山村
にあるなりわいの経営基盤
を引き継ぎ、移住者＝よそ
者視点で、地域資源の再価
値化と再活性化を図ってい
くことである。あのお店を
引き継ぐとか、あの工場を
継いで新しいことをやろう
としている……など、地域
の人からしても事業内容が
イメージしやすく、地域の
人たちからのサポートを受
けやすい。それが継業のメリットである。
企業を引き継ぐ支援については、実は中小企業
庁がかなり前から取り組んできた。事業承継、あ
るいはリノベーション起業という言葉を聞かれた
ことがあるかもしれないが、事業承継対策はそれ
なりに進められてきた経緯がある。しかし、私た
ちがいっている継業のポイントは、ただ事業を引
き継ぐだけではなく、特に農山村においては、地
域コミュニティーなどとの関係を引き継ぎながら
事業をしていくことにある。連綿と続く地域の暮
らしを基盤としたなりわいを継承していくための
「後継者づくり」という考え方が必要だというこ
とだ。
例えば、昔の農山村には、どんなに小さな集落
に行っても、タバコ屋みたいな店を含めて商店が
必ずあった。そうした店がやめてしまうきっかけ
の多くは高齢化だ。年を取って、
もうやれなくなっ
たという理由が結構多い。
そこで継業である。高知県でお店を開いていた
おばあさんが高齢でやれなくなり、それを引き継
いで食堂を併設したような事業を始めた方がい
る。先日行った沖縄でも、だんだん売り上げが下
がってきた共同店を移住者が引き継ぎ、総菜や
コーヒーなどを売り始めて売り上げを伸ばしたと
いう。地域に根付いたお店には思っている以上に
ニーズがあるということが、いろいろなところで
話を聞いて分かってきている。
さらに農産物直売所や農村レストランをはじ
め、さまざまな形で地域づくりが進められてきた
が、そうした第一線で活躍してきた人たちもだん
だん高齢化している。地域づくりの現場でも後継
者が求められているのだ。これも一種の継業とし
て位置付けられるのではないか。他にもあるかも
しれないが、いずれも継業という考え方で引き継
いでいくことができないかと思う。
一方で課題もある。それは今までやってきた人
と新たに引き継ぐ人の思いの違いである。こうし
たズレはどうしても起こってしまうもので、時間
を掛けてギャップを埋めていくことが必要だ。ま
た、農山村特有かもしれないが、住居とお店の近
接という問題がある。例えば、お店の裏に今まで
お店をやっていた高齢の方が住んでいることはよ
くある話で、空間をどう分けるかということも継
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●リノベーション起業
第三者による事業継承と事業の
磨き直し。地域に密着する小商
いを盛り上げる施策の１つ。

業の今後の課題だ。これらの課題があるものの、
決して解決できないものではなく、継業は、現役
世代の移住者のなりわいづくりの受け皿になるは
ずである。
なりわいが始まって小さな経済のスタートが
切れたら、中くらいの経済に移り変わってい
く際に必要な発想が農山村の 6 次産業化
続いて産業の話をしたい。産業の世界は整理す
ると、マーケットと生産物、製品の特徴で４つに
分けられる。４つとは、１つが個人間の世界。あ
る特定の人に対して特定のものを売る形。この人
には、あの人が作った豆腐でなければだめといっ
たような、ある意味オーダーメイドに近いビジネ
スである。対照的なのが大量生産・大量消費の工
業化の世界だ。なりわいが行われてきた個人間の
世界を、産業化という１つの言葉でくくって工業
化の世界に移して行き、大量生産・大量消費に近
づけるのが 20 世紀型の産業化だった。工業化の
世界に近づくほど、産業は発展するという考え方
である。こうした考え方は農業の世界でも多かれ
少なかれあったのではないかと思う。
ところが産業の世界は、個人間や大量生産・大
量消費の工業化の世界だけではなく他にもある。
多様なニーズに対応してい
く産業（市場の世界）のあ
り方も、先端技術、新素材
とかいったものを生かした
産業（知的資源の世界）の
あり方もある。
産業は、どこか１カ所の
世界を選ばなければいけな
いのではなく、いろいろな
世界を行ったり来たり調整
しながら自分の地域の産業
を維持していくべきである
が、20 世 紀 型 で は な り わ
いは産業ではないからと重
視されなかった。大量生産・
大量消費の世界で生き続け
なければならなくなって
いたのである。
では、なりわいを産業
につなげていくにはどう
す べ き な の か。 ま ず、 あ
る程度経済の規模を大き
くしていかなければなら
な い。 小 田 切 先 生 が「 小
さな経済と中ぐらいの経
済」という話をよくされ
るが、小さな経済から始
まったものが、ある程度
の産業になっていく段階
で、経済規模もそれなり
に大きくなる。その過程

で、個人間の世界から市場の世界へと発展してい
くような状況。これが理想的な形だ。つまり、行っ
たり来たりして調整ができる状況にしておくの
が、非常に重要だろうと思う。これについては６
次産業の話で説明したい。
６次産業についてはいろいろな捉え方がある。
私は農業の６次産業化という言い方はあまり使わ
ない。農山村の６次産業化という言い方をする。
どういうことかというと、１次産業×２次産業×
３次産業、つまり１×２×３＝６次産業だが、農
業が含まれることはもちろんで、重要なことは農
業が持っている土着性をどう活かしていくかがポ
イントである。農産物を加工する段階でその地域
ならではのローカルな技術を活かし、さらに、そ
れを第３次産業的な発想で広めていくときに必要
なのが物語性。これはコミュニティーの物語とい
う。これらの土着性やローカル、コミュニティー
に着目する６次産業化を、地域づくりにおける６
次産業化と呼んでいる。ローカル性を持って市場
経済に対応し、小さな経済から中ぐらいの経済へ
と広げていく６次産業を想定することが大事だ。
その際に地域の人たちが見落としていた良さをす
くい上げる、移住者のよそ者視点が重要になって
くる。
なりわいから農山村の６次産業化へと話を続け
てきたが、一方で、農業の世界も産業化されてあ
る程度大量に生産できる地域もあるだろう。これ
から発表していただく３つの実践報告から読み取
れるのは、小さな経済から中ぐらいの経済へとい
うポイントと、大量から多様に結び付けていく流
れの２つだ。
小さな経済を産業のスタートラインとして捉え
ると、地域にもともとあるなりわいを起点として
経済を考えることができる。すると身近なところ
からヒントが出てくる。あの民宿のおばあちゃん
は年齢から体が動けなくなって事業継続が難しい
けれどお客さんはいるはずだとか、地域には何か
あるだろう。それがなりわいへのヒントである。
なりわいが始まって小さな経済のスタートがき
れたら、次はそれを産業へと結び付けていく。小
さな経済から中ぐらいの経済に移り変わっていく
際に必要な発想が、農山村の６次産業化である。
そこにはいろいろな工夫があって、その積み重
ねにより小さな経済から中ぐらいの経済へ広がっ
ていく。そこがなりわいから産業に移り変わって
いくヒントとなると思う。実践報告ではそのあた
りのご苦労も含めたお話がうかがえると思う。
そして「なりわい」と「産業」だが、大量生産・
大量消費こそ絶対的な答えの 20 世紀型の考え方
が、農業や工業などさまざまな産業を作り替えて
きた。21 世紀に入って 20 年弱がたつが、その答
えは違うことがだんだん分かってきている。産業
といってもさまざまな世界があり、大量生産・大
量消費だけではなく、小さく多様なニーズに対応
していく市場の世界もある。この多様な捉え方が
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今、産業研究で一番のポイントだといわれている。
中ぐらいの経済にしていくときに、目的、ターゲッ
トにするところはたくさんあるというわけだ。
その時代時代で、経済状況が変わることもある。
そのときに調整可能な状態にしておくことが必要
であり、小さく、多様な視点を持つことが、なり
わいと産業の架け橋になるのではないかと思う。
これは、繊維産業などの事例でよくいわれている
ことだ。繊維産業は大量生産・大量消費の考え方
のなかで、海外生産にかなり市場を取られてきた。
実践報告にＪＡおちいまばりの方が来られている
が、今治はタオルの産地なので、まさにそのよう
な状況だったと思う。
しかし今治のように、産業集積をしている地域
は産地としてしっかり生き残っている。そこに目
を凝らすと、調整をうまくやっている姿が見えて
くる。小さな、多様なというキーワードで、その

時々の状況に応じる調整をしていくことが重要だ
ということだ。
今日、お伝えしたことをまとめると、ヒントは
身近なところにあって、そこから始めようという
継業、小さなところから始めたなりわいを工夫し
て広げていく６次産業という発想、そしてその６
次産業が行き着く先は決して１つではなく、時代
とともにゴールが変わるかもしれないし、ゴール
は動いていくかもしれないということ。しかし、
そういった変化に対してもうまく調整していくこ
とが大事だということだ。
最後に、私はこの言葉が好きでよく使う。
「む
・ ・ ・
らおこし・まちづくりから、むらの こし・まち
・ ・ ・
。農山村が生き残っていく際に、町を
づ かいへ」
どう使うか。ちょっと誤解を生む表現かもしれな
いが、したたかに都市と付き合っていく、これが
やはり重要なのではないだろうか。

実践報告①
十和おかみさん市の取り組み
とお わ

いち

〜田舎のおばちゃん達の奮闘 〜

—— 居長原信子 ——

居長原信子 ICHOHARA Nobuko

細々と棚田や畑を耕すような山村地域の
おばちゃん達の奮闘が人々の心を動かし、
地方創生のモデルケースに発展。

野菜の直販＆イベント販売、おもてなしツアー
＆バイキング、加工品、学校給食への食材提
供と食育、環境、直販所、６つの取り組み
こんにちは。高知県からまいりました（株）十
和おかみさん市の居長原です。実は発表する前に
言っておきたいことがあります。おかみさん市は
小さな地域でおばちゃんだけの集まりで、細々と
やっている会社です。株式会社というと聞こえは
いいですが、いつつぶれるか分からないみたいな、
本当の成功例ではないと私はまだ思っています。
おばちゃんたちが奮闘して、何とかやっている会
社なので、それを頭に置いて聞いていただけたら
と思います。
おかみさん市は、高知県でも西の方、四万十川
の中流域に接する十和地区にあります。鯉のぼり
の川渡しが有名で、５月の連休には鯉のぼりが
500 匹くらい泳ぎます。ひと山越えれば愛媛県と
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（株）十和おかみさん市 代表取締役社長。
1947 年高知県生まれ、高校卒業と同時に家業の
農業に従事、以来、農業一筋。2001 年「おかみ
さん市」の前身「十和村地産地消運営協議会」
を立ち上げ、会長に就任。2011 年（株）十和お
かみさん市を設立し、社長に就任、現在に至る。

いった地域で、鉄道も国道も走っていますが、列
車は２時間に１本くらい、国道は１日に 1000 台
足らずの通行量という地域です。
おかみさん市は、毎月１回の役員会と各グルー
プの代表者を呼んでの会議を行います。発足して
もう 15 年になりますが、１回も欠かすことなく
続けてきました。十和地区は 92％くらいが山で、
四万十川沿いにわずかに耕作地が広がり、細々と
小さな棚田や畑を耕しているような地域で、生産
グループ、加工グループと、各地域にグループが
存在し、地域で活動しながらおかみさん市の活動
に取り組んでいます。
おかみさん市の取り組みは６つの柱からなって
います。①野菜の直販、イベント販売、②おもて
なしツアーとおもてなしバイキング、③加工品の
開発と販売、および料理仕出しの取り組み、これ
らはいずれもおかみさん市発足時から取り組んで
きました。④学校給食への食材提供と食育への取

【特集】平成27年度ＪＣ総研シンポジウム
「産業・なりわいづくりと農山村再生」

●ＩＳＯ14001
サステナビリティー（持続可能
性）の考えのもと、ＩＳＯ（国
際標準化機構）が定めた、環境
リスクの低減および環境への貢
献と経営の両立を目指す環境マ
ネジメントシステムの国際規
格。この規格は PDCA サイクル
が基本的な構造になっており、
（１）方針・計画（Plan）、（２）
実施（Do）、
（３）点検（Check）、
（４）是正・見直し（Act）とい
うプロセスを繰り返すことで、
環境マネジメントのレベルを継
続的に改善していこうという仕
組みになっている。

り組みは、おかみさん市が始まる前から続けてき
たことです。学校がある日は、必ず毎日、食材を
提供しています。１日も欠かさず、10 何年間も
やってきたことは、自慢できることではないかと
思っております。続いて、⑤環境への取り組み。
ISO14001 の認証を取得し、環境に優しい農業を
モットーに四万十川にも負担をかけない農業に取
り組んできました。
残る１つは、⑥直販所の取り組みで、後ほど詳
しくお話しさせていただきますが、私は直販所と
いうのは、地域や生産者とつながる交流の場とし
てとても大事なことでないかなと思い、６つの柱
のなかに掲げさせてもらっています。
町村合併をきっかけに独立を求められ、
悩んだ末にメンバー全員一致で株式会社組織に。
直売所オープンでおかみさん市の幅が広がった
６つの柱それぞれの詳細で
すが、野菜の直販とイベント
販売は、高知市内のスーパー、
地元のスーパーの何店かで、
月に５回か６回、実演販売を
行っています。メンバーのみ
んなが喜々悠々とイベントを
行いながら野菜を売っていま
す。
おもてなしの取り組みの１
つ 目 は「 おもてなしツアー」
で す。 人 口 密 集 地 の 方 た ち
を十和にお呼びして郷土料理
をふるまったり、野菜の収穫
体験をしてもらっています。
スーパーへ野菜を売りに行っ
た際に十和の知名度が低く、
「十和ってどんなとこ？」
「ど
んなところで野菜を作ってい
る？」と聞かれて、
「じゃあ、
十和へ来てみる？」となった
ことが活動の始まりで、以来
ずっと続けてきました。
２つ目は「おもてなしバイ
キング」です。道の駅「四万十
とおわ」が 2007 年にできま
して、その道の駅にある食堂の定休日（水曜）を
利用して営業させていただいています。これも
2007 年７月１日から１回も休まず取り組んできま
した。
「おもてなしバイキング」では、自分たちのと
ころで採れた野菜でメニューを作るのが基本に
なっています。お肉料理では一部買ったものを使
いますが、だし取りも含めてほとんど手元にある
材料を利用しています。これが良かったのだと思
います。リピーターの方が多く、今週水曜日（３
月２日）は、平日にもかかわらず 130 人を超える
お客さまが来てくださいました。

車の通行量が１時間に 1000 台足らずにもかか
わらず、今年は冬場でも１日に 100 人近く入って
いただけました。今、お客さまがどんなものが食
べたいのかすごくよく分かりますし、
「こんなの
が食べたかったのよ」と言われると、こうしたこ
とが郷土料理の取り組みを続けていくための１つ
の柱になっているかなと、バイキングをしていて
思います。
次に加工品の開発と販売、それから料理の仕出
しについてですが、仕出しは直販所ができてから
の取り組みです。ふるさと納税を四万十町がやっ
ていて、その返礼品に私たちの加工品だけをセッ
トにした『十和おかみさん市セット』があります。
セットにはシイタケを利用した商品や人気加工品
の１つで何百年も続く保存食の豆腐の味噌漬けな
どを入れています。
学校給食への取り組みは、子どもたちに安心・
安全な地元のものを食べさせたいという思いが
あって、おかみさん市が始まる前から取り組んで
きました。今、何とか食材の 50％が提供できてい
ます。施設園芸ではないため本当に旬のものしか
出せませんが、それは逆にすごくいいことだと私
は思っています。栄養士の方に冬場は冬の野菜、
夏場は夏の野菜を使った献立をなるべく組み立て
てくださいとお願いしながら取り組んできまし
た。必ず毎月打ち合わせして、来月どんな野菜が
いるのか、栄養士の方とも相談しながら、生産者
に割り振りしています。
春には春の山菜が学校給食に出ます。おじい
ちゃんおばあちゃんと一緒に暮らす子どもたちは
違うかもしれませんが、若いお母さんがワラビの
あく抜き方法を知らないこともあって家庭の食卓
にほとんど出ません｡ 若いお母さんにとって山菜
を使った料理は苦手だと思うので、学校給食に出
したいというのは１つの願いでもあるんです。
こんな話があります。新任の先生が学校給食で
ワラビの卵とじを食べたのが初めてだったよう
で、すごく喜んでいたと栄養士の方が笑っていま
した。子どもたちには不評かもしれませんが、そ
ういうものを子どものときに食べるのはとても大
事なことだと思いますし、脳にインプットされた
ものは大きくなってから好きになる可能性も少な
くありません。皆さん、そうですよね。ニンジン
とか、子どものときは嫌いだったけれど、大人に
なったら好きになったという話があるじゃないで
すか。そういうふうに子どもたちになるべく自然
のものを食べさせて、健全な食習慣を身に付けて
もらうことは、とても大事なことだと思います。
環境については ISO14001 に取り組んでいます。
高知県が取り組んでいたので、私たちはそれに
乗っかってやれたというものです。認証取得には
１団体で 200 万円くらいかかるらしいのですが、
それが無料でできたのはラッキーでした。イチゴ
やナスの農家さんなど、同様にＩＳＯを取得した
団体も数多くいらっしゃいます。でも、産直の野
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菜でＩＳＯに取り組んでいる団体は珍しく、審査
機関の方が毎年「おかみさん市に行ってみたい」
と言って、必ず来て現地検査をされています。審
査機関の方とお話しするなかで農業だけじゃなく
て環境に対しても興味を持つようになりました｡
そこからおかみさん市のメンバーが四万十川に負
担をかけない農業とはどういうことかなど、環境
に対しての問題意識を深めたと思います。
今まで農薬もわりと安易に使っていたところが
ありましたが、環境に優しい農業について学習会
をしながら、農薬や化学肥料について学ぶことは
大切だと思い、いまだにこれを続けております。
昨（ 2015 ）年の５月１日に念願の直販所ができ
ました。経緯をかいつまんで話しますと、2001 年
におかみさん市ができたときは行政主導でした。
地産地消がすごく強調されたときで、まだ合併前
の十和村の時代、当時の村長が「じゃあ、うちも
やってみるか」とやり始めました。それが町村合
併をしたことで１団体に行政がそうそう関わって
いられないから、独立しろとか、自分らでやれと
いわれて、どうしようと路頭に迷ったみたいにな
りました。
そのとき１年掛けてみんなで話し合いをしまし
た。そして悩んだ末に全員一致で 2011 年に株式
会社組織にしたんです。その後 3 年くらいは赤字
で、経営的にはすごく苦しくて大変でしたが、絶
対に自分の店を持たないとおかみさん市はもたな
いということで、役員で話し合い、なんとかして
店舗を構えたいということになりました。本当に
お金がなくて、なんとか県の事業に乗れないかと
模索しましたが、町の許可がなかなか出なくて、
結局、自分たちで「やるしかないね。役員だけで
もやるか」みたいな話で始めたところ、やっと多
少の補助がいただけました。そして 2015 年に念
願の直販所「十和の台所」がリニューアルオープ
ンしました。

直販所は外が板ですごくき
れいに見えますが、プレハブ
の建設会社の空き事務所をお
借りしたので、中は天井も壁
も事務所のまま、床もそのま
ま、最低限のリフォームをし
て直販所にしました。直販所
を作ったことによって、おか
みさん市の幅が広がり、私は
よかったと思っています。な
んとか経営的にもやりくりできていますし、売り
上げも以前よりはグッと上がりました。このまま
いけばなんとかおかみさん市も持続できるのでは
ないかという希望が見えています。
直販所では毎日お弁当やお寿司やお総菜が売れ
ています。一番近いコンビニでも車で 40 分くら
い掛かるので、一人暮らしの方をはじめ、地域の
方々からすごく助かっているという話を聞きま
す。隣に駐在所があるんですが、警察官の方も毎
日お弁当を２つずつ買いに来てくれます。
そして、直販所が地域の方と生産者の交流の場
にもなっています。
「まあ、
ちょっと休んでいきや」
「コーヒー飲む？」と言いながら、ワイワイガヤ
ガヤやれる場所ができたので、おかみさん市の活
動もこれからもうちょっと幅が広がっていくので
はないかと思います。
それから直販所では仕出しの許可を取っている
ので、これまでお料理教室を何回か開きました。
若い方や I ターンの方の奥さん、小さいお子さん
を持つお母さんが、ちょっと声を掛けただけで５
〜６人集まってくれました。楽しく料理ができて、
後継者づくりの場にもなっています。
おかみさん市の活動をこれからもずっと続けて
いきたいと思います。今後ともおかみさん市のこ
とをよろしくお願いしたいと思います。

西山未真
NISHIYAMA Mima
千葉大学大学院園芸学研究科食料
資源経済学コース准教授。
1966 年滋賀県生まれ。専門は農業
経済学、地域資源管理論。
東京農工大学大学院連合農学研究
科修了。博士（農学）
。

先駆的で学べるポイントは何か、
それは地域起業のソーシャル化にある
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十和おかみさん市はどこが先駆的で、そこから何を読み解
くか。居長原さんは決して成功事例とは思っていないと語ら
れたが、先駆的で学べるポイントは地域起業のソーシャル化
にある。その定義は２つ。１つは誇りの回復で、誇りの空洞
化が進む農山村で回復が行われていること、もう１つは都市
との協働によって地域の問題を解決していることだ。
おかみさん市の特徴を３つ挙げると、１つ目は「しゃえん
じりやさい」
。しゃえんじりとは漢字で「菜園の尻」と書き、
それがなまったものだ。菜園は経営耕地と比べたら小さく、
その菜園の尻だからさらに小さい。十和地域のそういう狭い
ところでいろいろな野菜が作られて、おかみさん市の主力商
品になっている。それがおかみさん市のアイデンティティー
のよりどころとなっている。２つ目は本物の食べものつなが
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り。３つ目は自助、共助だ。
おかみさん市の地域での位置付けを象徴するデータがあ
る。旧十和村は昭和 50 年代にシイタケの生産量日本一を２
回ほど経験し、シイタケの一大産地として有名になった。そ
の生産額を 2005 年におかみさん市が上回った。小さな自給
的な取り組みが重なって、地域を代表する産業に成長したと
いっていい。このことが地域に大きな影響を与えた。どうい
う影響を与えて地域がどう変化したのか、５点ほど挙げたい。
１つはおかみさん市の活躍によって女性がいろいろな役職
に就いた。ＪＡの理事や農業委員をはじめ、県の審議会の委
員などにメンバーの女性たちが就任している。
２つ目は評価が変わったことだ。日本農業賞と農林水産祭
の内閣総理大臣賞という２度の全国表彰を経験し、外から評
価されることで地域内での評価も大きく変わった。周辺の２
町村との合併もあって、旧十和村を代表する組織はおかみさ
ん市しかいないという声が上がり、高知県庁に行くとおかみ
さん市の話ばかりされる、そういうことから地域を代表する
組織だという認識がグッと広まった。
３つ目は、おかみさん市は女性中心のグループで始まった
が、男性木工クラブや専業農家の男性グループなど、男性た
ちとの関わりにも広がっているということだ。
そして４つ目は地域農業の変化。シイタケ専業からユズ、
野菜、林業との複合化が進み、現在はおかみさん市型ともい
そろ
える少量多品目プラス加工品を連携して揃えられるようにし
て、複合化していく地域農業の構成、構造へと変化している。
５つ目、これはとても重要なポイントで、地域の外との関
係に変化が起きた。直売によって消費者と直接つながれるよ
うになり、自分たちが大切に思っていることやこだわってい
ること、そういう価値観も発信可能となった。同時に反響も
直接返ってきて手応えがつかめる。女性たちの誇り、地域の
アイデンティティーを掘り下げ、自分たちで何ができるのか
を考えたものが評価されることで、誇りの回復につながった
といえる。
メンバーに加えて出資者を公募して株式会社化、
協働の 1 つの形を生み出す
どのように共感から協働へというものが生まれたのか。お
かみさん市はメンバーに加えて出資者を公募して株式会社に
なった。出資者に何で出資したのか理由を聞いた。
50 代女性は「自分で作り売ることで、作り手と買い手の
両方の暮らしを豊かにしている」。30 代女性は「本当に顔の
見える産直」「直売所が好きで県内いろいろなところに行く
が、私を覚えてくれているのはおかみさん市だけ」と言う。
40 代男性は「自分のためだけでないことが分かる。つなが
りのあるおばちゃんたちの会社だから応援したい」。
また 50 代男性は「おかみさん市の畑への関わり方や生産
の仕方から、本来人間がやるべき大切なことに気が付かされ
た」と感動を語る。40 代女性は「人間的なつながりがしっ
かりある。そこに受け入れてもらえる感じがした」と答えた。
暮らしのなかのつながりや自分のことだけでないといった部
分が共感や感動を呼び、出資という形で協働の１つの形を生
み出している。
「今後協力できること」を尋ねると、「リタイア後におかみ

さん市のお世話係のようなことをやってみたい」
「おかみさ
ん市の出資者が集まって、自分たちの意見を伝えることも必
要だから、
そのまとめ役をやってもいい」
「保健師をしながら、
おかみさん市の野菜はここで活用できる、こんなこともでき
ると考えている」といった答えが多く、次の協働のかたちが
出資者それぞれのなかにイメージできているようだ。
域外の力を取り込む受け皿づくりが
地域生活プラス・ビジネスモデルの新スタイルを生む
おかみさん市を始めるときに自分たちは何で勝負できるか
を悩み考え、自分たちがやってきた「しゃえんじりやさい」
＝自給の暮らししかないことに行き着く。そのことが大きく
評価され、誇りの回復につながった。
「本物の食べものつながり」は共感につながる。おかみさ
ん市を見ていると、究極のおもてなしはお裾分けの延長とい
う感じがする。かつて自分の食べものと他人の食べものはか
なり接点があった。お裾分けやおよばれなどで共食や会食の
機会があったが、最近はほとんどなくなっている。孤食化と
いわれるが、単に１人で食べるという行為の形態だけでなく、
自分と他人の食べものの接点もなくなってしまった。そうし
た接点をおかみさん市は作っている。それが共感をさらに生
むきっかけになっている。
「自助と共助」は、最初、おかみさん市は自分たち女性の
経済的自立や自己実現、社会参画を目標に出発した。それを
地域でネットワーク化することで、地域活性化に結び付いた。
さらにそれが広く受け入れられることによって、社会の共感
を生むという反応を受けた。最初は自助だと思っていたが、
最終的に共助にもなっていたのだ。
出資者の意見に「頑張っているから応援したい」という考
え方があるが、応援することで、結局は自分も一緒に元気に
なっている。共助のつもりが自助にもなっていた。共助と自
助が重なり合っているところに、おかみさん市の素晴らしさ
があり、共感から協働を生み出すきっかけになっている。
今後は、共感から協働へという部分を具体的な形にするこ
とが重要になる。食べものにプラスαを載せて発信してきた
おかみさん市に対して、今度は消費者側／都市側がお金にプ

ラスαして何かを返してくる。それは農山村と都市が協働す
る力の原動力になるものではないかと思う。
そこで、地域外の力を取り込み地域の人材として積極的に
位置付けるための雇用や受け皿が必要になる。十和地域でも
６地域企業が集まって受け皿づくりが構想されているが、お
かみさん市単体で
も検討していくこ
とが今後の課題と
して重要ではない
か。それが地域生
活プラス・ビジネ
スモデルという新
しいライフスタイ
ルを創るきっかけ
になり、後押しに
もなるだろう。

【特集】平成27年度ＪＣ総研シンポジウム
「産業・なりわいづくりと農山村再生」 ＪＣ総研レポート／2016年 夏／VOL.38

11

実践報告②
「秋津野」未来への挑戦
—— 玉井常貴 ——

地域が人をつくり、人が地域をつくる。
利益追求ではなく、地域活性化を目指して
取り組んできたことが結果に結び付いた。

みんなの意見を聞きながら、地域づくりをし
ていく場を提供する統合組織が秋津野塾。
マスタープランづくりもここでまとめられた。
和歌山県田辺市の上秋津地区は人口が 3350 人
くらいですが、コミュニティービジネスの株式会
社を２つつくっています。１つは地域産品の販売
会社（株）きてら。来てくださいという方言が社
名です。現在資本金が 3830 万円、出資者が約 120
人。もう１つは都市と農村の交流施設「秋津野ガ
ルテン」の運営会社（株）秋津野。資本金が現在
5180 万円、出資者が 489 人。後ほどお話ししま
すがシンクタンクの一般社団法人も設立していま
す。
私たちの上秋津地区は、農家と非農家の混住化
が非常に進んでいる地域です。皆さん人口減少の
話をされますが、私たちの地域は平成の初め（平
成元年＝ 1989 年）は 600 戸だったのが、現在（2016
年）
は 1150 戸という形で混住化が進んできました。
上秋津地区は 11 集落あって、いずれも 50 〜
150 戸くらいです。50 戸のところに 20 戸くらい
増えてもコミュニティーはうまく回っていきます
が、50 戸が 130 戸、150 戸になると、地域のあり
方や農業のあり方もだんだん変わってきます。そ
ういう状況から地域づくりをなんとかしないとい
けない、という思いが生まれました。農業も農家
だけでなくて、地域農業へと発展させていかなけ
ればと、住民組織の「秋津野塾」という地域づく
り団体を立ち上げました。
皆さんの地域でもいろいろな組織があるはずで
す。自治会もあればＪＡも公民館も商工会もいろ
いろある。それを網羅して横につなぐと１＋１は
２ではなくて３にも４にもなるんです。秋津野塾
はバラバラだった組織や今まで特定の団体で決め
ていた合意を、できるだけ地域の皆さんの意見
を聞きながら運営していくための統合組織です。
1994 年に塾をつくり、1996 年には農林水産省主
催の豊かな村づくり部門で天皇杯を受賞しまし
た。

12

ＪＣ総研レポート／2016年 夏／VOL.38

玉井常貴 TAMAI Tsunetaka
農業法人（株）秋津野 代表取締役社長。
1944 年生まれ。ＮＴＴ西日本に在籍中より上秋津
の地域づくりに参画、秋津野塾の設立などに深く
関わる。きてら、俺ん家ジュース倶楽部の設立に
尽力。現在、
（一社）ふるさと未来への挑戦 副代
表理事、
農業法人（株）
きてら 取締役相談役も兼任。

天皇杯を受賞すると全国から視察が来られる。
なかには行政が地域づくりを後押ししているとこ
ろもあって、後押しを受けているときはうまく
いっていたのに、行政が離れたら一挙にガタガタ
になる事実も目の当たりにしました。
振り返って自分たちの地域はどうか。将来の方
向性を考えないといけないとなって、地域のマス
タープランづくりを始めました。問題点を見直し
ながら、プランづくりに関わることで人材も育成
していく。この２つを追求するため、和歌山大学
とも連携して２年半掛けてマスタープランづくり
を行いました。
天皇杯を受賞したころにはバブル景気も下降し
ていましたが、専業農家は平均すると 1200 万円
以上の売り上げがありました。それが毎年どんど
ん下がって、これは大変だとなり、この事実を基
本に据えながらプランづくりを進めました。専業
農家にアンケートで「子どもたちに農業を継がせ
ますか」と尋ねたら、お父ちゃんは継いでくれる
んなら継いでもらいたい、お母ちゃんは継がせた
くないという回答が圧倒的でした。
これは将来大変なことにな
ると気付き、マスタープラン
を活用して『秋津野塾未来へ
の挑戦』という１冊の本を
作って実践していくようにし
ました。同時期に地域の皆さ
んが廃校の木造校舎を活用し
て、地域農業を活性化できな
いかと問題を提起しました。
2007 年 に 木 造 校 舎 を 壊 し、
宅地化する予定でしたが、校
舎を残そうという運動を本の
なかに書きました。
直売所「きてら」、ジュース工場「俺ん家ジュー
ス倶楽部」、グリーンツーリズム施設「秋津野
ガルテン」、さまざまな形で出資者を得て設立
1999 年、10 坪の小さな直売所「きてら」を秋津
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●アグリビジネス（agribusiness）
農業に関連する幅広い経済活動
を総称する用語で、1950 年代
後半に、ハーバード・ビジネス・
スクールのＲ . ゴールドバーグ
が、アメリカの食料生産システ
ムに付いて、農業資材供給から
生産・流通・加工に至るまでを
垂直的に説明するためにこの用
語を使ったのが最初。

野塾で１人 10 万円ずつ出し合ってつくりました。
秋津野塾の出資者 31 人は農家だけではありませ
ん。商売の方や新住民の方も 10 万円ずつ出し合
いました。しかし、なかなか認知されず、６カ月
もしないうちにつぶれかけました。地域づくりは
前に進むか辞めるかのどちらかですが、農家の皆
さんがここは日本一ミカンの種類の多い産地だか
ら、それをうまく活用しながら情報を発信してい
こうと、ふるさと産品の詰め合わせを作っていき
ました。そうして経営危機を逃れました。
農家の皆さんからは地域資源を活用しながら、
さらに実践していくために、直売所を移転して女
性たちが参画できる加工施設を建てるアイデアが
出てきました。事業費を計算すると 2600 万円。
大変な額ですから行政の交付金を探しました。す
ると紀州材を使うと県から 600 万円の補助金が出
ること、さらに山村振興事業で加工施設をつくる
ほ てん
と費用の３分の２を県と市が補塡してくれること
が分かりました。それでもお金が足りず、秋津野
塾で新たな出資者を募集し、32 人に応募いただき
ました。
まだ足りないので応援団制度も作りました。ふ
るさとから離れて住んでいるけれど地域のことを
思っている方、マスタープランに関わっていただ
いた先生方など、「頑張ってるやないか」
「僕らも
地域外から出資しよう」という方々計 23 人に出
資いただきました。
2003 年に新規オープンすると売り上げが１億円
ほどになり、社会的責任が出てきたため 2006 年に
資本金 1000 万円の（株）きてらを立ち上げました。
同時につくった加工施設では、年間を通して採れ
るミカンを活用して生搾りジュースを作り、直売
所で１杯ずつ売ったところ評判がよく、瓶詰めに
できないかという話が持ち上がりました。
当時、ジュース用ミカンは価格が非常に安く、
これをなんとかしたいというのが農家の希望でし
た。そこでジュース工場の設計をしたところ 1500
万円が必要だといいます。当時６次産業化への補
助金制度もありませんでしたので、農家の皆さん
が出資仲間を集めてくることになりました。
21 人の皆さんが 50 万円ずつ持ち寄りましたが
足りない。ジュース工場の設立ですから、建物、
機械、搾ったかすを処理する業者の方たちにも地
域づくりのためとお
願 い し た と こ ろ、10
人の方が 50 万円ずつ
出してくれて、ジュー
ス工場「俺ん家ジュー
ス倶楽部」が誕生しま
した。和歌山県で一番
小さい 5.5 坪のジュー
ス工場です。
2008 年 に は 都 市 と
農村の交流を目指し
たグリーンツーリズ

ム施設の秋津野ガルテンが誕生し、施設内の農家
レストランに３万〜４万人というお客さまが来ら
れ、メニューのジュースの生産量が足りないとい
う問題が起こりました。また最初の出資仲間には
入れなかったけど、仲間に入れてほしいという方
がいたので、経営上の無駄を省くため、2010 年に
きてらと俺ん家ジュース倶楽部の経営を統合し、
併せて増資を行って経営の安定化と新規事業投資
を図りました。小さなジュース工場をせめて 35
坪くらいのジュース工場にしようとの増資です。
（株）日本政策金融公庫からの無担保、保証人なし
の融資や田辺市からの 1.5％の利子補給も活用し
て実現しました。
同時に、大学との共同研究を重ねつつジュース
の搾りかすを活用した商品を作ってきました。例
えば、農家レストランでアンケートを取るとスイ
ーツはないのという回答が出ます。搾りかすをう
まく使えば、加工品、お菓子もできますし、そう
いうことをしながら新規事業を進めてきました。
また、補助金をうまく取り入れています。ふる
さと雇用という約 1000 万円の補助金を使って、
経理の方を入れて社員３人、パートの方を 10 人
くらい雇いました。2011 年にその補助金がなくな
りました。翌年はおそらく赤字になると思ってい
ましたが、６次産業化というのはすごいですね。
１×２×３の、３の売るところさえきちんとすれ
ば、利益率が上がるのです。雇用にもつながり、
農家にも還元できる。2012 年度は黒字になりまし
た。そうすると追い風が吹いてくるんです。アグ
リビジネスに投資する国の管轄で行うアグリビジ
ネス投資育成（株）や農林中金、ＪＡに農業法人を
育成する事業があって、1000 万円投資しますよと
いう話が来ました。2013 年、この投資を受け入れ
て、きてらの資本金は 3830 万円になりました。
秋津野ガルテンの 2016 年の交流人口は
7 万人を予測。アメリカ、オーストラリア、
ヨーロッパからも多数のお客さまが来る
先ほど言いましたように、廃校の木造校舎を活
用した地域農業活性化の問題提起をして、『秋津
野塾未来への挑戦』のなかに木造校舎の存続運動
を書きました。そういう一つの形にして行政に提
言すると、市長も「それはだめだ」と言いにくい
んですね。
旧上秋津小の木造校舎がシンボルの「秋津野ガ
ルテン」誕生の経緯をお話ししますと、2007 年ま
で校舎は小学校として使っていましたが、2002 年
に現校舎利用活用検討委員会を立ち上げて、教育、
体験、交流、宿泊、地域をキーワードに 40 人の
方が委員になって政策研究を始めました。このと
き地域の人にとって地域資源は空気みたいな存在
になっていて分かりにくいので、よそから応援し
てもらおうと考えました。そこで地域づくりの先
進地の皆さん、大学の先生方に来てもらい政策を
作っていきました。
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2005 年に田辺市が合併して、あなたの地域だけ
いい思いをさせるわけにいかないとなりました。
私たちは行政と交渉して木造校舎と土地を地域が
買い取り、同時に運営会社は自分たちでつくりま
すと約束をしたんです。
土地は１億円で田辺市から買い取りました。資
金は昭和の合併のときに旧上秋津村の財産を、社
団法人を設立して移し、
「教育の振興」「住民福祉」
「環境保全」の３つを定款にうたい、将来の地域
づくりのために使うと決めていました。これが
ずっと運営されていて 8000 万円ほど持っていま
した。田辺市から土地を半分返してもらい、残り
半分は現金で支払いました。しかし、買い取りに
当たっては 11 地区、520 人からの合意を得なけれ
ばならず、その作業が大変でした。
建設費用１億 1000 万円。ここでも国の事業を
探すと農山村活性化プロジェクト支援事業があり
ました。２分の１は国が支援してくれますが、残
りは自分たちで集めなければなりません。5500 万
円は大変な額ですから知事にも直に陳情しまし
た。こういう施設が和歌山県の５つの地域でで
きれば県も変わると訴えて 12.5％の応援をいただ
き、田辺市からは 75％の応援を得ました。そして
2008 年、いよいよ自分たちの会社、
（株）秋津野
をつくって運営を始めます。資本金は 4180 万円、
出資者は 489 人。2008 年から会社法が変わって、
議決権のある株と応援団の株が発行できるように
なりましたので、こういう組織をつくるときは使
い分けるといいと思います。地域の事情に合った
形でやることが非常に大事です。
（ 株 ）秋 津 野 も 2012 年 に は 黒 字 に な り、 ア グ
リビジネスの投資育成の対象になって 2013 年に
1000 万円を投資してもらい、資本金は 5180 万円
になりました。
当初、交流人口は 1 万 1000 人と見ていましたが、
2016 年はおそらく７万人くらい来られると思い
ます。木造校舎で地域のお母さんが地域の食材を
使った料理を提供する農家レストランが人気で、
店名を「みかん畑」と名付けたことでマスコミの
目に止まり、その効果もあって初年度来客見込み

が１万人のところ４万人も来られました。
宿泊棟は４人部屋と８人部屋があってキャパは
32 人。お客さまは個人の家族連れがとても多いで
す。外国の方、
特にアメリカ、
オーストラリア、
ヨー
ロッパの個人のお客さまが 2015 年は 200 人くら
いみえられ、この４月はすでに 70 人くらい予約
が入っています。
この他、外国からの研修受け入れ事業を始め、
農家民泊ではオーストラリアの子どもたちが宿泊
し、農業体験もしてもらいました。２年間研修し
てもらう新規就農者育成プログラムも実施してい
ます。
和歌山大学の試算では、
2011 年度の経済効果はガルテン事業で 4 億
2400 万円、観光消費で 5 億 4500 万円になる
今まで私たちがやってきたことを整理します
と、直売所の売り上げが 2016 年は 1 億 5500 万円
くらいいくと思いますし、ガルテンは 7000 万円
くらいあると思います。雇用は２つ合わせて 65
〜 70 人で、専従職員を 10 人ほど採用しています。
交流人口は 12 万人です。
和歌山大学の試算によると、2011 年度の経済
効果は、ガルテンの事業部分で４億 2400 万円く
らいあり、宿泊や食事など、ガルテン以外での観
光消費部分は５億 4500 万円くらいあるそうです。
今地方創生といわれますが、まさに地域への波
及効果が大きく、利益追求ではなく地域活性化を
目指してきたことがいい結果につながりました。
地域が人をつくり、人が地域をつくっていくの
で、地域づくりのための人材育成事業も全国の皆
さんと一緒になって進めています。秋津野塾から
コミュニティービジネスが生まれ、国・県・市とも、
大学ともつながりました。今後も多様化する地域、
コミュニティーを守れるかを考え、2014 年度に中
間支援組織として、
（一社）ふるさと未来への挑戦
を立ち上げました。2016 年度には第２のマスター
プランづくりを計画しており、さらなる地域づく
りを進めていきます。

岸上光克
KISHIGAMI Mitsuyoshi
（独）水産大学校水産流通経営学科
講師。1977 年兵庫県生まれ。専門
は地域経済論、食品流通論、都市
と農山村の交流・協働。
大阪府立大学大学院農学生命科学
研究科博士後期課程修了。
博士（農学）
。
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●議決権のある株と応援団の株
が発行できる
議決権種類株式の上場制度の整
備が東京証券取引所で図られ、
改正されたルールが 2008 年 7
月から施行された。内容は、い
わゆる普通株式のみを上場して
いる上場会社の場合、無議決権
株式の上場のためのルールが整
備された。新規上場申請者（会
社）の場合は、無議決権株式の
みの上場も、いわゆる普通株式
と無議決権株式の両方の同時上
場も可能となった。また、議決
権の少ない株式と議決権の多い
株式を発行する場合、議決権の
少ない株式のみの上場が可能
に。

かなり時間をかけて議論し、それを踏まえて、
きてらやガルテンなどを設立している
玉井さんのお話を聞いていると何の問題もなく進んだよう
に見えるが、実は多くの山を乗り越え、谷に落とされ……い
ろいろあった。そこで３点だけコメントをしたい。
まず１つ目は「歴史」についてだが、
（株）きてら、（株）
秋津野が運営する秋津野ガルテン、
（一社）ふるさと未来へ
の挑戦という、３つの組織、会社のお話があったが、そこへ
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たどり着く前に、実はかなり時間をかけていろいろ議論をし
ている。議論とは、どういう組織にしていこうかということ
だけではなく、地域と個人、農家と非農家の関係やバランス
をどのようにしていくのかというような、事業とは別の地域
の議論だ。それを公民館や秋津野塾、さらには市役所の生涯
学習でも長い間行ってきた経緯がある。その議論を踏まえて、
きてらやガルテン、一般社団法人の設立に至っている。この
地域の議論は、今ももちろん継続している。
また、実際に事業をする際には身の丈に合った取り組みを
しようとしてきた。きてらはプレハブから始まって大きく
なっているし、ガルテンのなかにある農家レストランも当初
は 20 席で、４人の席を５つだけ置いてあった。そこに１日
200 人が来て大パニックになったので、少しずつ席数を増や
していった。ある程度一定の規模まで客席数を増やすと、後
は宿泊棟を利用してもらったり、庭にイスを置いて利用して
もらったり、身の丈に合った形で事業をコツコツと、小さな
ことから続けてきた。
こうした歴史については、秋津野ガルテンのホームページ
（http : //www.agarten.jp/ ）に載っているので、ご覧いただ
ければ理解がより一層深まるのではないだろうか。
外の人たちも巻き込みながら、
もういいだろうというくらい熟議する
２つ目が「熟議」だ。この地域はもういいだろうというく
らい話し合う。朝の７時から夜の 12 時くらいまで、事業を
進めるときも、課題が出てきたときにもとにかく議論する。
地域のなかだけで議論するのかと思いきや、玉井さんのお話
にもあったように、外の人もキッチリ巻き込みながら、もの
ごとを決めていくのが非常に特徴的である。
きてらはどういう運営をしていくべきかと大学の先生の意
見を聞き、ガルテンでは廃校の利活用をどうしていくべきか
を先進的な地域の意見を取り入れて進めていく。外の風の意
見を聞くことにプラスして、その外の人に、足りない投資部
分のお金を出してもらっている。若干厚かましくも見えるが、
みんな喜んでお金を出している。
熟議していると、信じられないような神風が吹くものだ。
玉井さんの話のなかにあったガルテン出
資者のＡ種議決権だが、ガルテンが 2008
年 11 月オープンで、議決権の数について
差を設けた複数の種類株式の発行が可能に
なったのは、2008 年７月だ。玉井さんたち
が法律を変えたわけではないが、こういう
神風が吹くのである。
さらに、ガルテンをつくるつくらないと
いう住民集会のとき、当初は反対意見の方
が多かったが、地域づくりに積極的ではな
い、正直なところ顔も名前もあまり知られ
ていないご高齢の方が手を挙げて「みんな
反対するけどな、やらしたろうや」と言っ
た。この発言に、反対していた人たちも飲
み込まれた。決して仕込んではいない、ま
さに神風といっていいような出来事だっ
た。

活動のなかで重要なのは裏方の役割。
持続可能な地域を目指して、人材育成に取り組む
３つ目として、ご報告いただいた玉井さんご本人のお話を
少ししておきたい。このような活動のなかでは、本来あまり
表に出ない「裏方」の役割が非常に重要で、まさに玉井さん
は裏方として長い日々の挑戦を支えてきた。玉井さんは表に
は出たくないとおっしゃってきたが、押し出されるように表
に出ざるを得ない。それは裏方をする人材がキッチリ育って
いるからだ。
きてらやガルテンの次の社長も実はある程度決まっていた
り、一番重要な地域の農業者として、数は少ないが、若手の
農業者３人がガルテンで研修を終え、すでに地域に出てきて
いたり、もちろん都会から帰ってきて就農している人もいる。
いろいろな意味で、人材がきちんと育成されているので、今
日、玉井さんはここにいる。
最後に、玉井さんたちは決して事業体を存続させるために
やっているわけではない。何をしているのかというと、持続
可能な地域を目指しているのだ。もちろん売上高は気にする
が、ただ単に売上高や利益だけを目指しているわけではなく、
どれだけ地域で雇用できているかを重要なポイントとしてい
る。これまでに、ガルテンときてら合わせて 60 人くらいの
雇用をつくり出している。
また、レストランみかん畑の原価率は異常に高いが、その
理由は地元の農家からきちんと買い取っているためで、原価
率は少々高くても地産地消を優先する。このような経営のス
タンスが取れるかどうかも、地域経済を考えると非常に重要
である。
さまざまな事業体がきちんと成立するなかで、金額でいく
ら地域に落ちているという経済への波及効果もあれば、玉井
さんが裏方をせずに表に出なければならないくらい、ガルテ
ン、きてら、一般社団法人を通じて地域の人材が育ってきて
いる。持続的な地域とはどういうことかというと、こういう
経済や人材が、地域のなかにどんどん生まれているところが
非常に重要だ。上秋津地区の取り組みには、日本、農村、地
域経済を変える可能性があるのではないかと思っている。
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実践報告③
強い志が地域を元気にする
—— 渡部浩忠 ——

ダイナミックに展開する直売所、農家の
生産現場への支援など、大胆にしてきめ細やかな
取り組みが大きな実りへとつながった。

日本一売れ残りの少ない大型直売所を目指す
「さいさいきて屋」に加え、併設の食堂や
カフェなど、さまざまな取り組みに挑戦
ＪＡおちいまばりグループの経営理念は「あっ
たか〜い、心のおつきあい」、人事理念は「人間
力溢れる人材の創造」です。組合員数は 2014、15
年の間で准組合員が 6000 人増えて、現在約３万
5000 人余り、正組合員数が１万 1000 人ほど、約
２万 4000 人が准組合員という構成になっていま
す。
私どもには大型直売所「さいさいきて屋」がご
ざいます。さいさいきて屋は、2000 年に小さい規
模で、出荷者 90 人からスタートしました。2003
年に 500 人の出荷者、2005 年には 700 人の出荷者
とだんだん出荷者も増えて、小さい直売所では対
応が難しくなり、国道 196 号線端に 2007 年４月、
食堂やカフェを併設した大型直売所として新規
オープンしました。
売り上げは、2015 年が消費税込みで約 27 億円。
同年３月には作家・村上龍氏がＭＣを務めるテレ
ビ東京系列の番組『カンブリア宮殿』にも取り上
げていただきました。目指すところは日本一売れ
残りの少ない直売所です。この考え方を実践して
いくため、併設する「彩菜食堂」や「ＳＡＩＳＡI
ＣＡＦＥ」で、閉店後の出荷残品を翌日の食材に
使い、出荷された農産物を決して無駄にしないよ
うにしています。また 2012 年には野菜の乾燥・
パウダー工房も設置して、とにかく出荷の残品が
ない直売所を目指して、現在活動しています。
さいさいきて屋は、野菜、果実、青果類に加え、
地元漁協とのタイアップによる魚関係、さらに肉
類も含めてほとんどの商品が今治産。とにかく今
治のものにこだわった直売所です。SAISAICAFE
にはいちごマウンテンやいちごタルトなど、旬の
果実、野菜をパウダーにしたものを使った商品を
そろ
揃えて、特に女性の集客、イメージアップにつな
げております。
直売所の裏には新技術、新品種の実証農園を開
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渡部浩忠 WATANABE Hirotada
越智今治農業協同組合 常務理事（営農経済担当）
。
1961年愛媛県生まれ。
80 年菊間町農業協同組合入組。
（株）ジェイエイ越智今治 取締役、
農業生産法人（株）ファーム咲創 取締役社長。
モットーは「笑顔・やる気・元気」
、
座右の銘は「志高頭低」
。

設し、私どもの指導員が入って生産技術の指導な
どを行い、新たな出荷提案もここでさせていただ
いています。また、地域の方への貸農園の取り組
みもしております。
それから地元の子どもたちに向けて学童農園
「saisaiKIDS 倶楽部」を開園し、１年間入園して
もらって、さまざまな体験をしてもらう取り組み
もしています。
学校給食への取り組みは、
今治市はいち早く「食
と農のまちづくり条例」を制定して、20 の調理場
から 44 校に１万 4169 食の学校給食を提供してお
ります。特に今治市は“今治市産”にこだわって
いて、毎年 11 月と 12 月には 20 ある調理場が１
週間ずつ交代で、すべて“今治市産”のものを提
供する取り組みを続けています。また、幼稚園給
食の取り組みやクッキングスタジオで子どもたち
と一緒に調理したり、親子で調理といったことも
やっています。
この他にも今治産の食材、農産物を使って地元
の業者が加工したものをさいさいきて屋に置いて
もらう農・商・工連携で丸ごと今治を実現してい
ます。小さな経済をそこで回している一例だと思
います。
さらに彩菜ネットスー
パーもオープンしていて、
買い物弱者といわれるお年
寄りなどにタブレット端末
を貸し出して、受注・配達
するサービスを行うととも
に、今治市との連携で安否
確認も行っています。
さいさいきて屋ではスー
パーとの違いを考えた販売
戦略を立てています。まず
はＰＲというか、チラシを
入れない。次に今治産にこ
だわった商品づくり、とにかく今治産。そして地
元に軸足を置いて経済圏はなるべく小さく回す。
さらに今しかないもの、ここにしかないものを全
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方位発信で全国にも提供しています。
ＪＡおちいまばり産のブランド化、意思決定の
スピードアップ……。さらに農業生産法人の
設立や農業支援組織を結成
私どもが農業振興計画を作るために地域で座談
会を開いたりアンケートを取ったりすると、ほと
んどの方が５年先、10 年先の農地管理対策がなく、
後継者もいないといった、どの地域にも共通する
悩みごとを訴えます。そういったことを踏まえて、
2013 〜 2015 年の農業振興計画を策定しました。
そのなかでうたっている「生産販売戦略の強化に
よる農家所得向上」のため、生産と販売の見える
化による「売れる仕組み」「売れる商品」づくり
を目指し、地域として生き残りをかけて、勝ち組
の産地になるためにどんどん攻めていくような取
り組みを進めてきました。
その１つがＪＡおちいまばり産のブランド化で
す。品物だけをブランド化するのではなく、自然
や景観、文化といった地域資源を含めて「丸ごと
地域ブランド化」に取り組んでいます。その一例
かんきつ
「瀬戸の晴れ姫」
として「はれひめ」という柑橘に、
というブランド名を付けました。瀬戸内海といえ
ば、小柳ルミ子さんの『瀬戸の花嫁』のインパク
トが強いので、
「はれひめ」に「瀬戸の」を付けて「瀬
戸の晴れ姫」と命名、地域資源をできるだけアピー
ルしようという取り組みで、愛媛県の農林水産賞
も受賞しました。
そのようななかで、農家を全力でサポートする
といった前向きな姿勢が当然必要になってきま
す。そのためには農家に伺う私どもの職員をきた
えなければなりません。全農さ
んが行っているＴＡＣ（とこと
ん・会って・コミュニケーショ
ン）を十分に踏まえ、日々の業
務のなかで農家の困ったを集め
て、手助けになることは何でも
やろう、ＪＡとしてできること
は何でもやっていこうと、特に
営農指導員には、農家から課題
や宿題をもらえる職員になれと、
そういう行動ができる職員にな
ろうという教育をしています。
私が毎月読んでいる月刊誌の
編集長が今治に来られたときに
言われたのが、
「最大のサービス
は人格である」と、サービスを
提供する人の人格こそ、地域に
対しての最大のサービスである
と話されました。人づくり、人
間力の向上が要だと思っていま
す。
さまざまな取り組みを進める
上で大切なのが、意思決定のス
ピードアップです。せっかく組

合員の皆さんから意見をいただいても、検討する
とか考えておくとか後回しにしていたことがあり
ました。とにかく素早く対応し、やれることは素
早くやる。意思決定のスピードアップ化を図って、
いろいろな事業活動に取り組んでいるところで
す。
続いて出資型法人についてご説明させていただ
さく ぞう
きます。
「ファーム咲 創 」とは、地域農業の生産
基盤の維持と総合的な営農支援の強化のためＪＡ
が 99％出資した農業生産法人株式会社で、咲創と
は、創造しながら地域に花を咲かせていくという
意味の造語です。管内の耕作放棄地の解消、担い
手育成のための最後の守り手が現在では攻め手に
なってきています。ファーム咲創は、私が取締役
社長を務めておりまして、事業のポイントは、１：
人材育成、２：労働力の支援、３：農業経営を自
ら行っていくモデルづくりです。人材育成では、
農の雇用事業を活用しながら、だいたい２人ずつ
毎年雇用して、２年間の研修を行っています。す
でに１人が地域へ帰って農業をしており、昨年修
了した２人は法人に残って農業をやっています。
次に農作業支援の取り組みとして、
「心耕隊」
という農作業支援グループを立ち上げました。名
前は二宮尊徳の「心田を耕す」の教えから言葉を
いただいて心耕隊と名付けました。
心耕隊は、地域で農業をやっていくなかで、特
に島しょ部は高齢化が進み、やりたくてもやれな
いという「農家の困った」がありました。そこで
職員から隊員を選抜して 2013 年４月より支援を
開始しました。１年目は、農家の皆さん方からは
本当に役に立つのかといった懐疑的なところも
あったのですが、３年が経過した今では、心耕隊
がなくてはならない存在になって、もっと充実さ
せてもらいたいとの声も上がっています。ＪＡと
しても農家の生産現場まで入って行くような組織
は、今後大きな役割を担うようになるのではない
かと思っております。2014 年度の実績は、受託件
数が 552 件で、当ＪＡとしては 3000 万円近くの
持ち出しですが、そこまでしてでも地域に関わっ
ていかなければいけないと思っています。
農業体験や農業講座を通じて、
2 万 4000 人余りの准組合員のなかから正組合
員への流れができつつある
今一番取り組みたいことが新しい労働力支援で
す。さいさいきて屋では 120 人の雇用が新たに生
まれました。私どもには２万 4000 人余りの准組
合員の方がいて、その方たちと意見交換している
と、なんらかの形で農業をやりたいと言います。
そういった人たちや地域の住民の方たちを巻き込
んで、今度は労働力を小さい経済圏で回せないか
と考えています。
今は准組合員ですが、家庭菜園をちょっと頑
張ってさいさいきて屋にも出荷してみたいとか、
さらに共販にも出せるくらいの農業をしてみたい
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という方が出てくれば、逆に准組合員から正組合
員への流れができます。そういう取り組みをどん
どん進めたいと、平日に農業がやれない人向けに、
土・日を中心に本気の農業体験や農業講座を開い
たところ、50 人、60 人と多くの方に来ていただ
けるようになりました。
組織を挙げて農業面で労働力を活かす取り組み
をしたいと考えています。金融・共済事業、生活
事業への期待は大きく、利用も多いわけですが、
ＪＡとして、農業が今後も大事になってこようか
なと思っています。私の好きな言葉に「夢は志に
なり、志から信念が生まれる」という考え方があ
ります。農家の方から「何を作ったらもうかるか
の」と尋ねられるので、「何でもうけてやるかと
いう志をまず持ってください」と答えています。
農家の経営基盤は多種多様ですが、まずは農家に
強い志を持っていただいて、同時に信念を持った
職員がきちんと対応させていただく。そういう関
係がＪＡとして生まれてくれば、もっともっと強
い組織になっていけると思っています。
ということで、今まで営農部門だけで販売を
行っていましたが、管理部門や金融部門、共済部
門といった営農以外の職員に、販売活動、販促活
動をしてもらい、おちいまばりの職員みんなが営
業担当者になっていこうじゃないかといった取り
組みをしております。
介護事業に加えて訪問歯科診療に取り組む。
全国初のショッピングモールへの単独出店な
ど積極経営で地域を支え、地域をつくる
続きまして、私どもには高齢者福祉事業がござ
います。2000 年に介護事業をスタートさせ、併せ
て歯科の訪問診療にも取り組んできました。2013
年には２つ目の伯方歯科診療所ができ、島しょ部
も含めて、越智今治管内の全域をカバーできるよ
うになりました。
訪問歯科診療を始めた経緯は、何に一番困って
いますかと介護事業の利用者に尋ねたら、歯の治
療に困っている、歯医者に行けないんだと言われ
ました。ＪＡは新鮮な食材、農産物を作っており
ます。それを亡くなるその日まで、自分の口から
食べてもらうには、やはり口のケアが必要です。
何でＪＡが歯医者なんだと言われますが、そうい
う理由から歯医者が必要になっているのです。今、
５県６ＪＡが歯医者に取り組んでいます。福島で
は 2016 年度、新たに４つの歯科診療所が仲間入
りするとの話を聞いております。
また新たな取り組みとして、2015 年に小規模多
機能型居宅介護事業をスタートさせました。農作
業をする際に、家族の方が介護状態だったら心配
なこともありますから、利用者のニーズに合わせ
て、通い、訪問、泊まりを柔軟に組み合わせたサー
ビスを提供しています。こうしたサービスは非常
に人気が高く、今後いろいろな地域で必要となっ
ていきますので、一層取り組みを深めたいと思っ

ています。
新たな事業展開としては、イオンモール今治新
都市がこの４月 23 日に新しくオープンします。
おそらく全国で初めてだと思いますが、当ＪＡが
単独でそのモール内に新業態「SAI & Co.（略称
サイコー）
」を出店します。当管内のこだわり農
畜産物を厳選・セレクトして提案する“ローカル・
フード・デパートメント”がコンセプトで、１階
は青果物コーナーやカフェ、２階は焼肉レストラ
ンとビアホールになっています。２階の真ん中に
は 18 坪ほどの農園を併設しており農園を見なが
ら食事することができます。
もう１店舗、おちいまばり版インストアブラン
チということで、老朽化した下朝倉支店の改築と
併せて、金融とカフェ、直売所を併設した新しい
さいさい
店「彩咲あさくら」が３月にオープンします。と
にかく地域のなかでＪＡができることは全部やっ
ていこう、という気構えで取り組みをしています。
ＪＡの事業活動を通じて思うのは、１つは、や
はりみんなを巻きこむ影響を与える力が必要とい
うことです。その一方で、巻き込まれる力も大事
になってくると思います。しかし、強い人 1 人が
いつも巻き込み役になっていても地域というのは
まとまりません。あるときは別の人が巻き込み役、
それ以外の人が巻き込まれ役と、いろいろな方々
がそれぞれの持ち味のなかで、巻き込み役、巻き
込まれ役をきちんとやっていけたらと思うのです
が、 な か な か そ う な り
ません。
そこで私が思うのは、
コーディネートする「そ
そのかし役」の必要性
で す。 そ そ の か し 役 が
きちんと地域のなかに
入ってそそのかすこと
が で き た ら、 う ま く 地
域は機能する部分が出
てくるのではないだろ
うかと思います。
地域にそそのかし役
が い な い 場 合 は、 私 ど
もも食と農を通じた豊
かな地域づくりを目指
しているＪＡですから、
どんどんＪＡが地域の
なかに入り込んでいっ
て、 そ そ の か し 役 と し
ての機能が発揮できれ
ば、 も っ と も っ と い ろ
いろな意味で地域づく
りができてくるのでは
ないかと思っています。

●高齢者福祉事業
高齢者福祉事業で使用している
「げんき」ロゴマークは、
「元気
という言葉が大好きで、福祉は
心ということで、心という字を
マークのなかに入れています。
また、商標登録もしています」
。
どうしても、ここだけはＰＲだ
けさせていただきたいと渡部さ
ん。

イオンモール内に出店する「SAI & Co.」
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【特集】平成27年度ＪＣ総研シンポジウム
「産業・なりわいづくりと農山村再生」

阿高（千葉）あや ATAKA Aya
( 一社 ) ＪＣ総研 副主任研究員。
1985 年福島県生まれ。研究分野は、
協同組合間協同。
福島大学大学院修了。桜の聖母短期
大学助教、地産地消ふくしまネット
特任研究員を経て、現在に至る。
修士（地域文化）
。

職員教育で有名なＪＡおちいまばりは、
組合員のもとに足しげく通い、共に成長を目指している
産業となりわいが当シンポジウムのテーマだが、ここまでが産業、
ここからがなりわいと線引きするものではなく、集落の一員として、
営農会の一員として、農業となりわいを綿々とひと連なりのものと
してやってきているのが農村にいる生産者の方々だ。ＪＡが組合員
の地域でのニーズをどのように反映させているのか。ＪＡ側からの
視点で見た話を渡部さんからお聞きしたが、やはり協同組合なので
出資、利用、運営という三位一体を、生産者側からの視点を加えて
追加したい。
今治市と越智郡の 14 ＪＡが合併してできたＪＡおちいまばりは、
地区運営委員会やブロック検討委員会があったり、さいさいきて屋
を建てるときには建設委員会を立ち上げたりしてきた。これらの委
員は、すべて組合員から選ばれている。そして、より早くその意思
を反映させるために、役員が会議体に必ず参加して、すぐ決裁に意
見を上げられるようにするなど、改良を重ねてきた。
ＪＡグループは今後３年間でアクティブ・メンバーシップが課題
として挙げられているが、この言葉を発案したポーリン・グリーン
ＩＣＡ（国際協同組合同盟）前会長は、アクティブ・メンバーシッ
プを実施するには、刺激的で発展的で革新的であることが最低限必
要だと語られた。
その話を伺ったとき真っ先に頭に思い浮かんだのが、ＪＡおちい
まばりである。ＪＡのなかではおちいまばりは先進的な職員教育で
有名だが、それだけに限らず組合員のところに足しげく、耳の痛い
話をされるのが分かっていながら通っている。若い営農指導員にも
そういう方がいる。いわゆる職員教育だけではなくて、職員と組合
員が共に育み、育まれている関係にあるのだ。
地域づくりと農業を積極的にリードする
おちいまばりの生産者たち
今年、お会いしたおちいまばりの生産者の方の話をフラッシュ的
にご紹介したい。まず、トマト部会長の伊藤博明さん。おちいまば
りのトマト生産の発展を願って、トマトに「しまなみ野菜」という
ブランディングを発案した方だ。おちいまばりでもトマトが採れる
ことを知ってもらい、給食など、今治で食べてもらいたいとの願い
から、しまなみ野菜の１つとして「しまなみ春トマト」と名付けた。
こうした考え方に営農指導員、ＪＡも共鳴して、他の共販品目のナ
スやサトイモなどいろいろな野菜にも展開して、今では「しまなみ
野菜」と箱の規格も統一された。
柑橘「紅まどんな」を作る農家の集まり「松尾坊ちゃん倶楽部」
の一員、菅和幸さんが「人がおらんとものづくりはできない。人が
残れる地域づくりをしよう」と声掛けをしたところ、最初は関心が

なかった地域の人たちが、渡部さんのお話にあたったように巻き込
み巻き込まれて、最終的にはかなり安い価格でハウス団地に土地を
提供してくれることになった。
せんてい
また、柑橘は取り子の女性労働力が重要で、剪定、摘果、タイベッ
ク敷き、収穫、選別と、消毒以外のすべてを任されている。菅さん
は彼女たちがしっかりとやってくれるから、自分たちは経営に専念
できるという。柑橘のクオリティーを保つ上で、女性の労働力はと
ても大切なものであり、一緒に作る喜びを共有している。
高野公雄さんは、前経営管理委員会会長でさいさいきて屋を建て
るときの建設委員長だった。さいさいきて屋を建てるときに「良い
ものをようけ作った人に向けて、かつてはＪＡがあった。しかし、
一定規模で一定量を作らずとも、自給とか、少し人に配る分だけし
か作らない小さな農家もたくさん見てきた。ＪＡがその人たちを見
捨てたらいけん」と語っている。
さいさいきて屋 1 号店のときから出荷する大澤譲児・厚子さんご
夫妻。規格外のお花は近所の人にただで配ってきたが、もしかして
売れるかもと厚子さんが気付き、お小遣い稼ぎのつもりで出荷を始
めたという。また、あるときメロンも出したら、SAISAICAFE を
取り仕切っている女性職員の方に、「このメロンをジュースにして
出してみたら、売れるんじゃない？」と勧められてジュースにした。
阿部馳夫さんは、珍しいバラをたくさん作っている方だ。「職員
の教育は、マスターコースやら何やらで一生懸命にやっているが、
組合員の教育は全然やっていないじゃないか」と、あえて苦言を呈
してきた。「肝心の農家がレベルアップしていなかったら、どない
したって無理だ。努力も研究もしないで高い安いと言われては、職
員もたまったもんではない。農家を甘やかし過ぎる」と、組合員教
育の必要性を説くなどして経営管理委員に選任された。今ではむし
ろＪＡの応援団になってくれているという。
最後に、高齢組合員にＪＡは何ができるかということでデイサー
ビスの事例を紹介したい。「これまで地域貢献活動においてＪＡは
営農指導に力を入れてきました。これからは、今まで農業を一生懸
命にやってくれた人たちに長生きしてもらうために、どれだけ注力
できるかが重要です。ＪＡは地域に貢献しようという主旨を大事に
したいですね」と語ったのは、おちいまばりの村上浩一参事である。
現場を離れた組合員に何も手当てをしないのは地域協同組合として
は不十分だ。高齢者福祉事業を後押しするのも重要なことである。
ＪＡは地域資源がまだらであっても、組織的協同により、全地域
に一定以上の、文化的かつある程度の豊かさを担保するような役割
があるのではないかと思う。組合員に対しての共益に限ることなく、
そこに暮らす地域住民みんなへの公益につながっていく。ＩＣＡの
協同組合原則や、ＪＡの綱領、各単協の経営理念など、古くから協
同組合が守り続けてきた使命には、先天的に産業となりわいが連関
するシステムがあるのではないだろうか。また、ＪＡが地域で続け
てきた営みは、あまりに一体化してきていて、これまで目立ってい
なかったが、持っている資源は
非常に大きく強いものである。
そしてＵターン、Ｉターンな
どによる新しい住民と既存の協
同組合が、いかにこれから相互
理解、連帯できるか、歩み寄り
が必要であるといえよう。
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パネルディスカッション

「未来をひらく産業・なりわいづくり」
パネリスト：居長原信子、玉井常貴、渡部浩忠、神代英昭
コーディネーター：図司直也
なりわいの議論はまだ始まったばかり。
先発的に取り組んできたパネリストの皆さんたちの実践から、
サポートする側の積極的な支援のあり方を考える。

図司直也 ZUSHI Naoya
法政大学現代福祉学部准教授。
1975 年愛媛県生まれ。専門は農
業経済学、農村政策論、
地域資源管理論。
東京大学大学院農学生命科学研
究科博士課程単位取得退学。
博士（農学）。

神代英昭 JINDAI Hideaki
宇都宮大学農学部
農業経済学科准教授。
1977 年富山県生まれ。専門は農
業市場論、フードシステム論。
東京大学大学院農学生命科学研
究科博士課程修了。博士（農学）
。

お金に代えられないものがあるおかみさん市、
社会性を絶えず求められて進んできた秋津野、
将来評価される決断を追求するおちいまばり
図司 パネルディスカッション「未来をひらく産業・
なりわいづくり」を始めます。パネリストの実践者
の皆さんには、基調講演や３人の研究者の捉え方へ
の感想や、もう少しお話に付け加えたいことなどを、
ざっくばらんに語っていただこうと思います。
神 代 先 生 は こ こ か ら 登 場 で す が、 こ こ は も う
ちょっと議論しておきたいとか、パネリストの皆さ
んにもう少しこの辺りを聞きたいといったお話をい
ただきたいと思います。それでは居長原さんからお
願いします。
居長原 なりわいという言葉がすごく印象に残りま
した。うちの取り組みは、まさしくなりわいなんじゃ
ないかと。産業という意味ではまだ一歩手前で、な
りわいの域を超えていない、そう思いました。
１人当たりの金額はわずかなものです。だから、
いつも言わせてもらっているのは、なりわいプラス
お金で買えないもの、お金に代えられないものが
いっぱいあると。金銭では評価できないものをたく
さん持っていると思っています。なりわいプラス

α、なりわいにも産業にもできない目に見えない
ものを評価しなくてはいけないし、評価してもらい
たいというのが私の持論です。
一人暮らしをしている、85 歳くらいの年金暮ら
しのメンバーがいますが、介護保険料などを引かれ
ると手元に残る額はほんのわずかです。でも、その
方は元気で野菜を作って出荷をしてくれています。
そういう意味で、なりわいプラスαという、目に
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は見えないお金に換算できないものを、もっと評価
できるような見方をしていただきたいと思います。
図司 まず、ひと言ずついただきましょう。玉井さ
ん、お願いします。
玉井 地域の新旧住民が一緒になって、うまく融
合しながら生活できたら、という思いからの出発
で、コミュニティービジネスの会社まで地域づくり
が行ってしまうというのは、シミュレーションにな
かったことでした。そもそも私の人生哲学では地域
のことはお母ちゃん任せ。ところが、順番で回って
くる地区の区長を「お父ちゃん、断ったら絶対にあ
かんのや」と言われて引き受けたことから事情が変
わり始めました。
私は地元出身ですが、農家の方とは同窓会で会う
くらい疎遠のサラリーマン。しかし、やり始める
と地域の課題はいろいろありました。最初は家庭雑
排水が溝に流れ込む環境問題。何とかしないと駄目
だと、皆さんから意見が出てくるなかで、たまたま
黒子の役で解決のためのプロジェクトを組織しまし
た。そうしている間に山の上に建設予定だった集会
所を地域の真ん中に建てて、みんなが使いやすいよ
うにしようという運動体ができ、そのためにはどう
お金を都合するかという問題が出てきました。実践
報告で話したように、旧上秋津村の財産を管理する
社団法人の資金を活用して、地域が１億円で土地を
買い取り、地域の真ん中に集会所を建てました。
次には、空いた山の上をどうするかになって、こ
れから高齢化だから福祉施設を建てようという話に
なりました。それから２年半、福祉法人をつくって
建設に至りました。
こうした連鎖の積み上げ方式が、秋津野型でやっ

【特集】平成27年度ＪＣ総研シンポジウム
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てきたことです。経済的な話は、初めから大きく考
えると必ず負荷が掛かります。１個１個積み上げな
がら自分たちのできる範囲のことを実行に移す。お
金も出してもらいますが、それは長い目で見たらリ
スクではなく、必ずみんなに返ってくる。いきな
りポッと言われても地方創生はできませんが、この
ような循環をつくって助走していれば、必ずそこに
回転軸が動きます。同時に、黒子の人間は絶えずみ
んながやっていることを見ていて、組織を立ち上げ
るときには一挙にスピードを上げなければなりませ
ん。
もう１つ、厳しい地域合意があります。旧上秋津
村が社団法人をつくったときは１票差でした。そ
の１票差の歴史が引き継がれて地域力になっていま
す。秋津野塾ができたときも「こんな組織って何だ
よ」という意見が多かった。でも、活動していくな
かで形が出来上がってきて、それが地域力を生み、
次の世代へとつながっていくのではないかなと思っ
ています。
図司 続いて渡部さんお願いします。
渡部 小田切先生が当地にいらしたときに、生産者
やＪＡ職員、関係者など、多くの地域の人たちに会っ
ていただきましたが、そのときに先生から「今日会っ
た人、誰も愚痴を言わなかったね」と言っていただ
けたのが何よりです。
数年前まで組合員さんと意見交換をしますと、生
産資材が高いとか安いとか、販売物を高く売ってい
ないとか、安すぎるとか、愚痴をいっぱい言われて
いました。そこで、組合員さんに対してＪＡとして
やれることは、スピーディーに何でもやるようにし
ました。組合員さんの言われることに対して、ＪＡ
が素早く対応をしていけば、最終的に組合員さん自
身が自分たちももっとしっかりしなきゃいけないと
いうところに行き着くと思っています。それによっ
てＪＡと組合員さん、また地域の皆さん方との信
頼関係が生まれていくのではないだろうかと思いま
す。
図司 研究会のメンバーでもある神代先生、コメン
トをお願いします。
神代 パネルディスカッションから参加致します、
宇都宮大学の神代です。感想を２つ言わせていただ
きます。今日のテーマになりわいがありますが、こ
れを農村側から見ると、経営的には身の丈に合った
ことから始める良さがあります。消費者というか、
体験する側から見るとオーダーメード感と、自分の
ために目配りしてくれているんだという充実感があ
ります。地域側にも、地域じゃない人にも、ちょう
どいいところがなりわいとして成り立っているのか
なと思いました。
地域や生活と密着した理念に支えられていて、共
感から協働へとつながっているところが非常に興味
深かったです。居長原さんが言われたお金以外の新
しい評価軸という部分に共感し、実際に関わりたい
という人が増えているのだろうと思いました。
もう１つは、なりわいは多様性があるという話で

す。大きくはないけど種類を増やしていくことで、
地域内のいろいろな人の意見やお金、労働力、仲間、
技術を出し合えるようになり、農村に関わろうとす
る人に関われる幅を広げているのかなと聞いていて
思いました。
図司 ありがとうございます。それでは次に、報告
者の皆さんがさまざまな選択肢から何を選び、ど
んな経緯から現在にたどり着いたのか。併せて、こ
れだけは外せない志や大事にされている理念につい
て。この２つを軸に、語っていただきたいと思いま
す。
居長原 株式会社にするときにすごく迷いました。
生産者のなかには疑問を持っている方もいました
が、どうせ法人化するなら株式の方がはっきりする
というのが、大多数の意見でした。そして株を買っ
ていただくことが生産者に入る条件と決めて、高齢
で 80 歳を超えた方が１万円も２万円も出すのは負
担が大きいので、１口 5000 円で最低を１口からと
しました。恐らくなかったとは思いますが、株を買
い占められておかみさん市の運営を牛耳られたらい
けないからと、最高は 10 口にしようと取り決めを
しました。
私たちは部外の株主さんというのですが、「おか
みさん市に直接関係ないけど、おかみさん市が株式
にするんだったら株を買うよ」という方が 100 何人
もいます。その人たちとの関わりをどうするかがい
つも頭にあって、迷惑を掛けたらいけないというの
が、経営してきたなかでのプレッシャーです。
というのは、部外の株主さんたちは、地域との関
わりやおかみさん市の理念みたいなものに共感して
くれて、おかみさん市を応援しようという方たちだ
からです。そうした思いをどう経営に生かし、どう
お返ししていったらいいかを常に考えています。
そういったことをおかみさん市の経営理念として
常に頭に置き、自分たちの手で運営をしていること。
それが、今日一番言いたかったことです。
図司 おかみさん市の理念を、具体的にはどのよう
にしてメンバー間で共有しているんですか。
居長原 猫の額くらいの畑で栽培している野菜をど
うしようかがきっかけで、残ったものは人にあげる
か捨てていたところを、お金にしようというのが活
動の根っこなわけです。それを忘れてはいけないと。
だから、自分たちが家庭用に作っている野菜の延
長という意識は常にみんなの頭のなかにあります。
ずっと培ってきたやり方がおかみさん市の理念と
いってもいいかなと思っていますし、加工品を作っ
ても、無添加で何でもやろう、安心・安全を出して
いこうというのが、おかみさん市の１つの筋です。
それに共感してくれた方たちが応援してくれている
ので、そこは絶対にぶれないです。
バイキングにしても本当におだしから取ります。
高知でおだしといえばかつお節とおじゃこですが、
十和はシイタケの産地ですのでシイタケでだしを
取って、それをすべての料理に使っています。この
基本を崩さないのもおかみさん市のやり方です。
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図司 自分の作ったものをしっかり大事にしていこ
うとか、暮らしの延長でやっていこうという路線は、
皆さんの合意を取って進められたのですか。
居長原 強く反対する方は今までいなかったし、10
何年やってきたなかで、自然にそういう流れになっ
てきたのかなと思っています。それがおかみさん市
の１つの売りになってきていることが、みんなの頭
の隅にあると思います。
図司 続いて玉井さん、理念やどういう思いで選択
してきたかをお話しいただけますか。
玉井 地域づくりをやりますと社会性が絶えず求め
られます。特にビジネス展開の段階に入ると、お金
のことも大事ですが、判断するときに社会性はどう
だろうということを、多くの人たちの意見を聞きな
がら考えないと、方向性を誤り、結果として地域の
歴史はそこで止まってしまいます。
「秋津野塾」をつくり、秋津野塾のなかからコミュ
ニティービジネスの「きてら」や「ガルテン」が誕
生しました。背景には絶えず社会性を追っていたこ
とがあります。住民の意思を知ることができたのは
マスタープランづくりでした。多くのアンケートを
取り、ヒアリングをして地域の皆さんが何を思って
いるかを選択していく。ここをしっかり押さえてい
ないと駄目かなと思います。
経済的な効果が出てきていますが、きてらとガル
テンを大きくするのが目的ではありません。情報発
信基地として、きてら、ガルテンをうまく活用しな

がら、農家の皆さんにはプラスα経済をしっかり
と確立してもらう。そうすればコミュニティーとし
て必ず雇用も生まれてきます。
図司 秋津野での社会性、ここは大事みたいなとこ
ろは具体的にはどのようなものでしょうか。
玉井 新しいことをやろうとすると、２〜３割は前
を向いてくれますが、残りは傍観するか、強烈な反
対をするかです。そのとき、どう判断をしていくか
が非常に大事なところで、これは駄目だとか、社会
性について徹底的に論議をしていかなければとか、
そういう課題が出てくるのです。
廃校活用のケースでは、本当に２〜３割ぐらいし
か賛成者がいなかった。でも、地域の真ん中にある
木造校舎を残すことで、将来の農業につないでいく
んだと考えたのです。しかし、１億円を超える買い
ものです。失敗したら誰が責任を取るんだという話
は必ず出てきますし、「われわれが責任を取ります
よ」と言って解決するかというとしないです。
だからこそ、ここは絶対に譲れないというしっか
りした理念を持たないと、地域づくりというのはあ
るときグラつくようになります。そんなとき社会性
を大事にしていないと過ちを犯すことになります。
だから中心になるキーマンは絶えず社会性を持っ
て、いろいろな情報をみんなと共有する仕組みづく
りをしておかないと駄目かなと私は思っています。
図司 もう１つ伺います。先ほど１票差という話が
出ましたが、熟議するなかで両者を絶妙な形で組み
合わせながら、ときにはギリギリのところで善処さ
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れていると思いますが、その辺りのご苦労は。
玉井 廃校活用は事業費が１億 1000 万円。コミュ
ニティービジネスとしては大きい事業です。私たち
黒子の役割は、最後にもう一度、問い掛けることで
す。土地は買い取る方向へなりましたよ、事業費は
国の事業やいろいろな補助金事業が受けられるよう
になりましたよ、と伝える一方で、持続的に経営を
やっていかれるのか、そして残りの事業費をどう集
めるのかといったマイナスの意見も徹底的に出しま
す。
この会議を、朝７時から１時間、８時まで集中的
にやります。初めは「よし！ やろう」という勢い
があって、マイナス意見に皆さんものを言いません。
２日目も同様です。しかし３日目あたりから、何で
ここまで積み上げてきて、今マイナス意見なんだと
なります。
そこで、やらなければならないお金集めの話をし
ます。株式会社であれば発起人が必要になり、発起
人だけでお金が集められるのかとか、仲間を寄せな
いと駄目だとか議論を重ねていきます。そうすると
運動体がグッと広がっていくんです。こういうこと
を根気強く積み上げながら、次のステップに向かう
ことが重要だと思います。
図司 渡部さんのおちいまばりのエリアは秋津野よ
りさらに広く、そういうなかでどう理念を共有する
か、どのような手段をとっていくかは非常に大きい
話だと思います。
渡部 労働力支援についてと、これだけは外せない
という部分のお話をさせていただきたいと思いま
す。まず労働力支援ですが、農業はその集落ごとに
助け合いの精神がこれまであったので、ＪＡが労働
力支援という仕組みをあまりに早くつくると、地域
のなかの助け合いというコミュニティーが崩れてし
まうところがありました。特に島しょ部は高齢化も
進んでいますので、タイミングを見計らって労働力
支援を行うようにしました。
支援のために、500 人の職員のなかから再戦力化
を願う 10 人を選考して心耕隊を結成しました。最
初は技術を持っていないので、３カ月間だけ組合員
の皆さんにメンバーを無料で使っていただくことに
しました。ただですから組合員さんは心耕隊の労働
力支援をなんぼでも使うわけです。そのうちに腕を
上げて、今では心耕隊がなくてはならない、困った
ときの心耕隊と言われるくらい、おちいまばり管内
ではさいさいきて屋の次くらいに有名な部隊になり
ました。
それから、これだけは外せない話ですが、役員も
職員もそうですが、しんどいこと、苦手なことから
逃げないことです。逃げていたら、いつまでたって
も新たな事業展開、活動は生まれてきません。
実践報告でお話しした歯科診療の開始のときも、
大型直売所さいさいきて屋をやるときにも、今回の
イオンモールへの出店も、かなり悩みました。いろ
いろ新しいことに取り組む場合、リスクが生じます。
リスクのことを考えれば、何もしない方が新たなリ
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スクが生まれませんから、やらない方がいいわけで
すが、10 年後、20 年後を見据えたとき、あのとき
にあれをやっておけばよかったと思うよりも、あの
ときにあの決断をしておいてよかったと思いたい、
というのが考え方の基準じゃないかと思います。
イオンモールへの出店は７億円近い投資ですか
ら、やはり将来を見据えたなかでの決断というのが
一番大切なところでした。10 年 20 年後に後輩たち
から、先輩たちはあのときにああいう決断をしてく
れてよかったと思ってもらえる事業展開ができれば
と思っています。
図司 神代先生、ここまでお話を聞いて何かありま
すか。
神代 関わる人数やビジネスサイズが拡大していけ
ば、自ずと新しいものがどんどん加わっていく。そ
のときに、基本的な理念は変えずに、組織なり事業
部分を組み替えて、アップデートしていくことが必
要になるんだと思います。
かといって、切り捨てはできないし無視もできな
いし、見捨てられないから皆さん工夫されて、内部
調整をされている。そのために熟議し、結果として
地域の皆さんが同じ方向に向かっていくのではない
かと思いました。
図司 的確なまとめをありがとうございます。
Ｉターン、Ｕターン者が地域の若い層を
刺激し、地域を磨くように人も磨き、
やる気を引き出し育てる
図司 では次のラウンドに進みたいと思いますが、
将来を見据えたときに、やはり次世代だったり若手
だったり、そこにまなざしが向いてくると思うんで
すね。現場の皆さんの取り組みのなかで、次の世代
に向けての動き、様子をお聞かせいただきたい思い
ます。居長原さん、いかがですか。
居長原 うちにとっても次の世代へというのは重要
な問題の１つです。ＪＡの女性部にフレッシュミズ
という組織があるんですが、そこを卒業したら女性
部に入るのではなく、入らない方が結構多いんです
よ。それが女性部の悩みの種になっていて、将来を
考えると悲観的にならざるを得ないのが１つの現状
です。
既成のグループになかなか若い人がすんなり入れ
ないというか、入ってこられないという事実がある
んです。おかみさん市も、そうなる可能性は否定で
きないと思います。そこで、若い人をターゲットに
した料理の講習教室や体験、例えばお豆腐づくり体
験やコンニャクづくり体験を 2017 年度の４月から
予定しています。
おかみさん市は、個々のグループの集まりなので、
今のおかみさん市のおばちゃんからしたら、孫嫁に
当たる 30 代の人たちをターゲットにしてグループ
をつくり、その人たちがおかみさん市のなかで活動
して、活動しながら他のおばちゃんたちとも交わり
合うことができないか。来年の４月から始めて、年
度末くらいにはそういう若い人のグループがいくつ

かできればいいなと思います。それが後継者づくり
の１つになると私は思います。
図司 四万十も結構Ｉターンの方が入っています
ね。
居長原 うんと若いお母さんたちがＩターンの方た
ちと子育てのグループをつくっていたりします。こ
の間もそこをターゲットに声掛けをしました。うま
いこといくかもしれないと密かに思っています。
図司 小田切先生が「ＩがＵを刺激する」という表
現をされますが、そういう動きもあるという感じで
すね。続いて玉井さん、秋津野の方はいかがでしょ
うか。
玉井 まさにコミュニティービジネスの一番難しい
ところを質問されているわけですが、どう次へつな
いでいくか。これは早くからわれわれの課題でもあ
りました。
きてらは役員も若い 40 代、30 代を入れて経営し
ています。ガルテンはちょっと規模が大きく、少し
お金があって、時間にゆとりがある人でなかったら、
ここの交流事業は難しいこともあって年配層を役員
に入れていましたが、今は私が筆頭になって 50 代
後半、60 代が中心です。そして女性も入っています。
農家にも社長、専務くらいまでできる人材はいま
す。しかし、われわれの課題はいかにコーディネー
トができる人間をつくるかです。「事務局をやる人
間、中心になる人間がいないやないか」という指摘
から人材確保のために、せめて準公務員くらいの賃
金を出せる方法を考えようと、太陽光発電施設を３
カ所つくり、売電に乗り出しました。この売電によっ
て社会性とお金が残るから、それを活用して専従者
を育てるということで、2016 年度入社１人を採用
しました。このように人材を継続して確保すること
を、コミュニティービジネスのなかで必ず考えない
といけません。
図司 もう１つお伺いしたいのは、柑橘の農家さん
など、地元で農業をやられている方の世代交代です
が、若い世代にうまくバトンが渡っているんでしょ
うか。
玉井 新規就農者は、和歌山県のなかでも田辺市が
多く、そのなかでも当地域は一番多い方です。そ
れでも労働力不足は起こっています。収穫のときに
人が足りないとか、隣のおっちゃん、おばちゃんが
手伝ってくれたけど、もう高齢化で難しいとかで
す。うまく６次産業化に流れているんですが、根本
がストップする恐れが出てきました。そこで次のマ
スタープランづくりで、突っ込んだ話をしていかな
いと、地域の農業そのものが変わってしまうので、
多くの皆さんの意見を求め、どういう応援態勢をつ
くったらいいのか検討していきます。
図司 続いて渡部さん、いかがでしょうか。
渡部 これまでＪＡの方が、若い農業者への仕掛け
が十分できていなかったのではと思います。若い農
業者との意見交換をしておりましたら、もっとＪＡ
はわれわれに近い存在であってもらいたいと言われ
ました。

●秋津野の太陽光発電施設
「われわれもエネルギーをつく
らなければならない時代が来
た 」 と、 宿 泊 棟 に 太 陽 光 パ ネ
ルを設置した。2014 年度には
1700 万円を投資して隣の廃園
も借りて太陽光パネルを設置、
合わせておおよそ 300 万円を秋
津野ガルテンとして売電。直売
所の屋根に太陽光パネルを載せ
たきてらで 300 万円くらい売電
している。
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●サイクリングしまなみ
2 年に 1 度開催される日本最大
規模の国際サイクリング大会。
アメリカＣＮＮのトラベル情報
サイトで「世界７大サイクリン
グロード」に選ばれ、さらにフ
ランス・ミシュラン社のガイド
誌で１つ星を与えられた「サイ
クリストの聖地」しまなみ海道
に、国内外から 3500 人の参加
者を迎えて開催する大会。高速
道路を規制して行う日本唯一の
サイクリング大会でもある。

ただ、先ほども申しましたが、地域にＪＡが関
わっていくことは重要ですが、あまり関わり過ぎ
て、ＪＡがそこに入っていないと、集落も含めて地
域が機能しないとなると、またこれも自立していか
ない部分も多々出てきてしまいます。地域のコミュ
ニティーが守れるところでの関わり合い、「いいあ
んばい」という言葉にしたら一番いいのかもしれま
せんが、いい具合の状況をつくって、これからも続
けていきたいと思っております。
組織としては、地域のなかにＪＡおちいまばりが
あってよかったというよりも、もっと必要とされ続
けるような組織でありたいです。そうあるためには、
これからもいろいろな地域の声が出てくると思いま
すので、将来に向けて、あのときあれをやっておい
てよかったと思えるような仕掛けを続けたいと思っ
ております。
図司 若い職員が入ってくると思うのですが、理念
をどのように伝えていくのでしょうか。
渡部 職員に向けては、いろいろな形で人事教育的
なものを取り入れています。ＪＡ全中さんのＪＡ経
営マスターコースにも毎年職員を送り込み、常に研
さんを積んでいます。四国八十八カ所のなかの仙遊
寺というお寺が地元にあるんですが、３月中旬の１
週間、そこで新人職員の研修を実施します。私もお
しゃべりな方ですので、分かりすぎるくらい強烈に
職員に教育はしております。
時間とお金があったら人間教育をしなければいけ
ない。人づくりを私はテーマにしておりますので、
「渡部さん、今なんの仕事をしているんですか」と
聞かれたら、「人を育てる仕事をしています」と言
うくらい、その部分については重要視しています。
スポーツ支援戦略、お弁当の競争力……など、
会場からの質問に丁寧に答える
実践報告者たち
図司 ここから時間が許す限り、会場の皆さんから
質問をお受けしながら進めたいと思います。
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質問者Ａ サッカー日本代表元監督・岡田武史さん
がＦＣ今治のオーナーに就任して、今治自体を盛り
上げようとしていますね。また、しまなみ海道のサ
イクリストたちが、島の人たちを元気にしていると
テレビを見て知りました。今日さいさいきて屋の話
を聞き、今治自体が非常に元気だという感じがする
のですが、そういう元気な団体同士で横の連携はさ
れているのでしょうか。また、どのような異業種交
流をされていますか。
渡部 岡田監督が来られておちいまばり管内も非常
に元気になっております。ＦＣ今治へは、今まで商
品提供だけのスポンサーでしたが、2016 年からは
「ＪＡおちいまばり」とユニホームの左肩袖に入っ
ています。ＪＡとしてそういう地域貢献や横の連携
を取っています。
野球では四国アイランドリーグのマンダリンパイ
レーツの冠試合をしたり、しまなみ海道では「サイ
クリングしまなみ」など、サイクリングの大小さま
ざまな大会があるので、そのときに販売物や商品提
供など、できる限りのところで対応してまいりまし
た。これからもそういったスポーツなり文化的なと
ころで連携を図っていきたいと思います。
図司 ありがとうございます。他にございますか。
質問者Ｂ 居長原さんにお聞きしたいのですが、お
弁当も作られているとのことで、コンビニが遠くに
あるとおっしゃられていましたが、お弁当の競争力
がどれだけあるのかということと、十和おかみさん
市の売り上げのうち、町の中での売り上げと町の外
での売り上げの比率はどのくらいになっているか。
この２点を教え願います。
居長原 お弁当に関しては、2015 年５月１日に直
売所がオープンして、それからの取り組みです。そ
れまでは依頼を受けて年に何回か作る機会はありま
したが、今のように毎日の状況ではなかったので、
金額的には比較ができないと思います。
地域外にお弁当は出していません。地域にスー
パー１軒あるだけの、本当に小さな村ですので、
「コ
ンビニがないきい、助かっちょうね」
みたいな話をよく言われます。材料
のほとんどは自分たちの手持ちのお
野菜や卵で賄っていて、購入するの
は、油や調味料などだけです。だか
ら 350 円と安いのにすごく豪華なん
ですよ。「これで採算とれる？」と聞
かれるんですが、大丈夫ですと答え
ます。
質問者Ｂ 株式会社としての売り上
げのうち、地域外から稼いでいる部
分はどれくらいでしょうか。
居長原 売り上げとしてはほとんど
が地域内ですね。地域外の高知市周
辺のスーパーさんには月５回しか
行っていませんので、金額的にほと
んどが地域内です。
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ここにいる意味、その場所にいる意味、
そこに行く意味というふうに地域との
つながりを読み替えてみてほしい
図司 最後にパネリストの皆さん方から、今後に向
けてでも構いませんし、今日の全体を通じての感想
なり思われたことなり、ひと言ずついただいてパネ
ルディスカッションを締めたいと思います。
居長原 私たちの活動というのは、金額的には微々
たるもの、何とか運営ができる状態で、まだ利益に
つながらない状況にあると思うんです。でもお金に
代えられないものがあるから、私は今までやってこ
れたと思うし、これからもそういう状況でやってい
きたいと思います。数字だけを見て、これは駄目だ
ねというのではなくて、どれだけ地域に貢献できて
いるかを見ていただきたいですね。
例えば高齢者の方が、元気で畑を耕して、元気で
野菜を売れてというような状況をつくっていくた
めに、自分たちがどうしたらいいかというのを常に
思っています。そういう意味で、おかみさん市は、
なりわいプラスお金に代えられないものをこれから
も大事にして、ずっと続けていきたいし、後継者で
次の世代に回していきたいなと考えております。
玉井 コミュニティーづくりもコミュニティービジ
ネスも、いかに交流を強めていけるかです。小さな
きてらですが、顧客は９万人くらいいます。ネット
ワーク化はほとんど都市中心にやっておりまして、
やり方によってはいろいろなビジネスが生まれる可
能性を秘めていて、それが大きくても小さくても、
社会性をつかまえながら敏感に動こうと思っており
ます。
渡部 今日はいろいろな視点からものごとを見させ
ていただきました。また、研究者の先生方からも、
私たちが普段考えているところとは別の角度から見
ていただいて、私自身考えさせられました。ＪＡと
して、地域のなかで、もっともっとやっていかなけ
ればいけないことも見つけましたので、そういった
取り組みを進めたいなと思っております。
何はともあれ、まだ来られたことがない方もいる
かと思いますので、ぜひ一度今治へお越しください。
できれば１泊２日で。和歌山へ行って高知へ行って、
今治へ来ればちょうど１泊２日のコースになろうか
と思います（笑）。ぜひともお越しいただけたらと
思います。
神代 一番強く感じたのは、お金がないと駄目だと
いう時代ではなくなっていることです。労働力なり
関心なり、いろいろな形で農山村に関わる形が生ま
れ始めていて、それはある程度地域とビジネスのバ
ランスを取り始めている状況になっているんだとい
うことを学ばせていただきました。どうもありがと
うございました。
図司 パネリストの皆さん、神代先生、ありがとう
ございました。今回、全体を通して思ったのは、筒
井先生が語られた産業・なりわいの実相です。仕事
とライフスタイルと地域とのつながり。その地域と

のつながりの部分のかみしめ方。私はこれを、ここ
にいる意味、その場所にいる意味、あるいはそこに
行く意味、そういうふうに読み替えました。
先ほど玉井さんからお話をいただいたように、時
代の変化がこれだけ早くなっているなかで、そこに
いる意味を見いだすのはなかなか簡単ではなく、す
ぐにはかみしめにくい。そこで、女性を例にとるな
らば、居長原さんが言われたように、まずは同じ世
代同士、または同じ世代のＩターン者とＵターン者
が出会い、さらに料理のしつらえをおかみさんたち
に教わっていくところが「かすがい」になり、フレッ
シュミズに入って、女性部に入っていくことにもつ
ながるのではないかという気がするんです。
そのとき大事になってくるのは、玉井さんが何度
も言われていたような、上の世代の場の用意の仕方。
少し引いて下の世代に場を預けるとか、世代間のバ
トンの受け渡しの場づくりというものも、おそらく
大事なのかなと思いました。
もう１つは、渡部さんのお話にあった心耕隊が象
徴していたり、柑橘農家で次の世代が継いでいても
労働力補完に課題が残るという玉井さんのお話にも
あったように、継業として農業や産業そのもの、な
りわいそのものを継いだとしても、パーツパーツで
もう少し補完的な労働力の組み合わせを求めている
ところはかなり多いだろうと思うんです。
そうすると、若い世代には専業でそこに刺さって
いく者もいますが、他にいろいろな仕事をしながら、
必要なときは柑橘のもぎ手として関わって、労働力
補完のところでも稼ぎをうまく地域のなかで生み出
していくような発想も、結構大事だと思いました。
なりわいの議論はまだまだ始まったばかりです。
今回は、先発的に、実践的にやられていた皆さんの
お話を聞きましたが、若い世代の人たちのなかには、
なりわいづくりをどうするか、継業をどうするかと
いうところで実践されている方も出てきています。
今日お越しいただいた皆さん方も、現場でそういう
方々の動きをキャッチしていただきながら、コミュ
ニケーションを取っていただいたり、サポートもし
ていただければいいなと思います。
これでパネルディスカッションを終わらせていた
だきたいと思います。あらためてパネリストの皆さ
んに拍手をお願いします。どうもありがとうござい
ました。（拍手）
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宅老所に学ぶ古民家再生型デイの取り組み
ＪＡひがしうわ稔の郷「清沢」
～認知症対応を視野に入れた環境重視・本人主体のケアづくり～
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．はじめに〜今後、一層、高まる認知症対応ニーズ

こおり や ま

まさふみ

郡山 雅史

齢者の在宅生活を支える施設の新たな役割、を要素と
する「新しい介護サービス体系“地域包括ケアシステム”

厚生労働省が 2015 年に発表した「新オレンジプラン

の確立」
、③「サービスの質の確保と向上」、④「介護

（認知症施策推進総合戦略）」では 2025 年に認知症高

予防・リハビリテーションの充実」の４つが示された。

齢者が約 700 万人に達するとの推計が示された。65

なかでも「小規模多機能サービス拠点」は、2006

歳以上の５人に１人が認知症高齢者ということになる。

年の改正介護保険法で「地域密着型サービス」の中核

そして、
「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住

「小規模多機能型居宅介護」として導入され、
「地域包

み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ

括ケア」の切り札として注目されている。そして、その

とができる社会の実現を目指す」という目標のもと、12

モデルとされ、まだ、わが国の認知症ケアが「認知障

の関係府省庁による横断的な戦略が打ち出された。

害」注１）のみに注目していた時代に、認知症を「生活障

一方、現在、厚労省は 2025 年までに「地域包括ケ

害」注２）と捉え、
対人関係の支援、
環境変化によるダメー

アシステム」の構築を目指しているが、その契機となっ

ジに着眼してきた先駆的な取り組み「宅老所」に対し

た同省老健局長の私的研究会「高齢者介護研究会」

ても、近年、注目が集まっている。

（ 座長：堀田力さわやか福祉財団理事長）の報告書

現在、パラダイムシフトともいえる「地域包括ケアシ

「2015 年の高齢者介護〜高齢者の尊厳を支えるケアの

ステム」の構築が進むなか、介護事業の現場は、度

確立に向けて〜」
（2003 年）では、
「高齢者の尊厳を支

重なる法改正と介護報酬改定に振り回され、方向感を

えるケアの確立」を目標に、認知症高齢者に向けたケ
アを標準とし、それを追及することで、高齢者ケア全
体を底上げするビジョンが示された。
同報告書では、実現の方策として、①要介護高齢
者の約半数、施設入所者の８割を占める痴呆性（認知
症）高齢者を対象とする環境を重視した本人主体のケ
アを追及する「新しいケアモデルの確立」、②在宅で
365 日・24 時間の安心を提供する小規模多機能サービ
ス拠点の整備、民家など既存住宅資源を活用した民
家改造型デイ（デイサービス）やグループホームを含む
自宅・施設以外の新しい住まい、施設機能の地域展
開・ユニットケア（小規模単位型）の普及などによる高
26
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注１）認知障害（参考：『実用介護事典』講談社）
すでに獲得した知識に基づいてなされる情報の入・出力全般に関わ
る心の働きを指す「認知」の機能が以前に比べ、有意に低下した状
態
注２）生活障害（参考：『実用介護事典』講談社）
障害は身体そのものの障害とそれに伴う生活動作の不自由と考えら
れがちだが、実際には、身体の障害に起因した、諦めなどの意欲低
下、家族関係の喪失などが重なって、障害（寝たきり・認知症含む）
が起こっていることが多い。三好春樹は著書『生活障害論』で、利
用者のこれまでの生活習慣を無視した方法による介護（オムツの使
用や機械浴など）が生活障害を招いているとし、そうした介護は高
齢者の人間としての尊厳を傷つけ、身体機能、感覚機能の低下さえ
もたらすため、これまでの生活習慣に近い方法をつくり出して生活
障害の悪循環を断つことが重要であるとした

【食料・農業・農村】現地レポート／宅老所に学ぶ古民家再生型デイの取り組み ＪＡひがしうわ稔の郷「清沢」
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今回、ＪＡに

うわは、認知症高齢者を視

よる環境を重視した利用者主体の通所介護事業（デイ

野に入れた古民家再生型デ

サービス）を探った結果、ＪＡひがしうわによる古民家

イを清沢地区に開設するこ

再生型デイとそのモデルとなった託老所「あんき」の取

ととなった。

見失いつつあるのではないだろうか？

・

り組みにたどり着いた。本レポートでは、現在、わが

一方、ＪＡひがしうわで

国が進める介護福祉の取り組みの原点として、これら

は、現在、福祉課長の鈴

の事例を紹介したい。

木久仁翁さんが畜産部門か

く に お

ら異動となり、当時、ＪＡ

２

．ＪＡひがしうわ古民家再生型デイ稔の郷「清沢」
ＪＡひがしうわが運営す

のアドバイスを受けながら、

大竹所長

ほとんど一から立ち上げに着手した。鈴木さんは、
「清

沢」は、愛媛県の南西部に

沢」開設後、初代所長となり、現在は大竹さんが所長

位置する西予市にある。清

を務めている（開設前、
スタッフ全員が託老所「あんき」

沢地区の空き家となった古

で研修を受けた）
。

民家を借り、2011 年７月に

スタッフは、大竹所長の他、正（介護）職員１人、

開設した。古民 家の持 つ

非正規職員４人（看護師３人含む）で構成されている。

家庭的な雰囲気、定員 10

利用者の家庭での雰囲気を極力、変えないことを重視

人と小規模ならではの利用

する「清沢」は、日常風景に近づける意味で制服は設

者一人ひとりに寄り添った

けず、私服で利用者に接している。営業時間は、午前

ケアが稔の郷「清沢」の持

９時から午後４時 15 分まで（８時ごろから利用者を自

ち味である。

宅に迎えに行き、営業終了後、自宅に送り届ける）で、

訪ねて初めて分かったの

稔の郷「清沢」のコンセプト

敏正さん（現「清沢」所長）

るデイサービス稔の郷「清
せい よ

稔の郷「清沢」の看板

でケアマネをしていた大竹

日曜は定休日となっている。定員 10 人に対し、通常、

は、認知症高齢者を意識し

１日に付き７～８人が予約しているが、当日、直前にキャ

た施設だということ。2016

ンセルしたり、ショートステイに行く利用者もいるため、

年２月現在、同施設の利用

実際は５～６人の日が多い。入浴は基本的に好きなと

者の８割以上が 認知症高

きに入ることができる。浴槽は家庭用の１人槽で、銭

齢者であり、要介護度の平均も2.3 ～ 2.4 と高めである。

湯にあるような大浴槽や介護施設でよく見る機械浴で

また、松山市にある託老所「あんき」をモデルとしてい
るということも分かった。
そもそもの発端は、ＪＡ愛媛中央会で福祉アドバイ
ザーとして県内ＪＡを指導している松本栄さん。訪問看
護やケアマネジャー（以下ケアマネ）など、福祉専門職
の経験を持つ松本さんは、中央会に入会した 2006 年、
認知症対応ニーズが今後高まることを見越し、認知症
高齢者に対応する事業所づくりを県内のＪＡに働き掛
けた。その結果、手を挙げたＪＡの１つがひがしうわだっ
たのである。知り合いの託老所「あんき」の中矢暁美
代表に協力を依頼、そのアドバイスもあり、ＪＡひがし

古民家活用型デイ「清沢」の外観
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語り掛け、一人ひとりが気持ちよく過ごせるよう気を配
るスタッフ。奥の部屋のベッドで横になっている利用者
もいたが、ひと続きの空間で、孤立しないで過ごせて
いるようだった。
野良仕事もできる

認知症高齢者のリロケーションダメージ注３）を回避す
るため、利用者に馴染みのある古民家を活用した「清
沢」は、約 800 万円の費用を掛け、風呂やトイレの水
回りの整備や畳の張り替えをし、勝手口の外にスロー
プを設け、車椅子でも入れるよう改修を加えた。しか
しながら、それ以外の部分については、あえてバリア

家庭と変わらない

フリーにはしていない。むしろ、玄関などの段差は、

１人用浴槽

手すりを付け、段差昇降訓練などの場として活用して

はない。１人槽は転倒や溺れる危険がない上に、リラッ
クスして入浴できるメリットもある。

いる。
「清沢」がモデルとした宅老所は、デイサービスなど

折り紙や塗り絵、編み物、裁縫、風船バレー、カ

を行う日だけでなく、利用者が自宅にいるときの生活

ラオケといった準備したプログラムを行うこともあるが、

状況も把握し、それを踏まえた上でケアを行うケアマ

利用者は通常、自宅にいるときのように、それぞれが

ネジメント＆デイサービス +αが取り組みの特徴だと、

それぞれにやりたいことをやって過ごしている。施設は

後日、読んだ本で知った。
「清沢」はそうした考えに

集落のなかにあり、庭・畑も一緒に借りているため、デ

沿っているのか、バリアだらけの自宅に帰って、スムー

イに来ると畑仕事をしたり、散歩に出かける利用者もい

玄関の段差を使った身体

る。庭にあるお茶の木の葉でお茶を作ることもあると

訓練スペース

のこと。訪ねた日は、大きな木のテーブルを囲んでテレ
ビを見たり、読書や写経をする方、こたつの前のソファー
に腰かけて新聞広告のチラシでくず籠を折る方、台所
で食事の後片づけを手伝う方などを見掛けた。
土地の方言や冗談を交え、認知症の利用者でも特
別扱いはせず、親しい知り合いとおしゃべりするように

食器洗いを手伝う
利用者の方

後付けスロープ（屋根付き）

注３）リロケーションダメージ
別名トランスファーショック。認知症高齢者が子どもの家に引き取
られたり、病院や施設に入院（入所）し、症状が急に進行するケー
こたつ＆ソファー
コーナー
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スなど、環境が大きく変化することで、適応能力が低下した高齢者
が精神的に落ち込む現象。同じ場所で最後まで暮らし続けられるよ
う促すことが重要
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ズに利用者が生活することを意識し、あえて施設を非
バリアフリーとした。こうした昔ながらの古民家は、利

場所と感じられた。
ＪＡひがしうわの鈴木課長は、
「清沢」の所長時代、
はいかい

用者が輝いていた時代を振り返ることで脳や身体の活

認知症があり要介護度５の高齢者が、毎夜、徘 徊を

性化を図り、認知症予防に効果をもたらす「回想法」

繰り返し家族が困り果て、この施設に連れてこられ落

そのものだと、大竹所長は語る。

ち着いたこと、開所の際の内覧会で、地域の人からこ

冬は室内が寒く、床がミシミシいったり、走ると全

れまで空き家だったところに明かりがともり、地域が活

体が揺れるといった欠点もある古民家。柱と梁で骨組

気づいたと喜ばれたことが印象に残っていると話してい

みが構成される伝統的な民家は、壁や間仕切りが少な

た。

はり

く、建具を外すと結婚式やお葬式ができるオープンな

早い時期から「行動観察方式（ＡＯＳ）
」注４）を導入

空間である。
「清沢」もそうした空間で、建具がおおむ

するなど、認知症対応を視野に入れ、環境を重視した

ね外され、全体がほぼ１つとなっていた。こぢんまりと

本人主体のケアに開所時から取り組んできた「清沢」

した玄関、日当たりの良い縁側、農家風の台所など、

であるが、経営面など、課題も少なくない。認知症加

まるで知り合いの家に来ているようである。

算など、ほとんどの加算は取得したものの、西予市が

作業をしながら、スタッフがさりげなく利用者を見守

公募した地域密着型事業「認知症対応通所介護事業」

る事務スペースは、大きなテーブルがあるたまり場的な

の申請は採択とはならなかった。小規模多機能型居

スペースと大黒柱をはさんで反対側にある。大黒柱は、

宅介護も、地域密着型事業であるため市が公募すれ

利用者にとってスタッフが見え隠れするスクリーンの役

ば検討したいが、まだその動きはない。

割を果たし、スタッフと利用者を柔らかく仕切っていた。

また、今回の介護報酬改正は、小規模デイに対す

チラシで折ったくず籠、こたつ、年季の入ったソ

る切り下げが特に大きく、定員 18 人以下の通所介護

ファー、畳、引き戸の食器棚、あんか、農村の家庭に

事業は地域密着型サービスに移行する（通常規模・大

普通にありそうな家具や小物がある風景は、たとえ認
知症高齢者でなくても、心を和ませてくれる。
認知症高齢者が大半を占めるこの施設で、この日、
取り乱している人や孤立している感じの利用者はまった
くいなかった。また、
こうした種類の施設
にありがちな臭いも

稔の郷「清沢」の
間取り

せ ず、 気 持 ちよく、
落ち着いて過ごせる
チラシで折ったくず籠

注４）行動観察方式（ＡＯＳ：Action Observation Sheet）（参
考：『介護保険情報』2012年8月号）
敦賀温泉病院（福井県敦賀市）で開発された早期に認知症を発見・
診断する手法。別名Action Observation Sheet・生活支援アン
ケート。本人の認知機能を直接測定するのではなく、家族の主介護
者などにアンケートを行う。歩行など５項目の「日常生活の動作」
まるで、どこかのお宅？「清沢」内のたまり場

と、「よく知っている場所でも、道に迷うことがある」などの47項
目の「生活の様子」を確認し、数値化して状態を把握
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規模型および小規模多機能型のサテライト事業所を除

や「訪問（ホームヘル

く）。年数回、開かれる「地域ケア会議」においてプレ

プ）
」
「住まい
（グルー

ゼンを行う必要が生まれ、事務が一層煩雑となり、こ

プホーム）
」といった

れまで以上に地域とのつながりも求められる。定年退

さまざまなサービス

職した近所の人が来て、三味線の発表会をし、利用者

を組み合わせ提供し

に喜ばれたこともある「清沢」であるが、利用者は必ず

てきた。認知症高齢

しも近所の人ではなく、やや離れた地区からの利用も

者は環境変化により

多い。このため、今後、地域とのつながりをいかに強

症状が進むことが少

めていくかが課題となっている。

なくないため、民家
などを使った小規模

３

稔の郷「清沢」が参考にした託老所「あんき」
．
の取り組み

「あんき」中矢代表

で家庭的な雰囲気の
施設が多く、利用者一人ひとりに合わせたケアが行わ

「清沢」を訪れた翌日、
「清沢」のモデルとなった松

れている。このように、なじみのスタッフによる一体化

山市内にある託老所
「あんき」
を見学することができた。

したケアマネジメントと利用者ニーズに対応した柔軟で

そもそも宅老所（「あんき」は託老所としているが、一

多機能に展開するサービスが、宅老所の特徴である。

般には宅老所とされている）とは、一体どんな施設な

「どんなお年寄りも、当たり前に自分らしく、普通の

のだろうか？

今回の取材は、その問いを掘り下げる

ことにより、少しずつ理解が深まっていった。

生活を続けられる場所。そういう場所にしたい」と、
1997 年 3 月、代表の中矢暁美さんは、築 110 年の古

宅老所とは、大規模施設では落ち着けない、あるい

民家を借りて託老所「あんき」を立ち上げた。
「あんき」

は施設に入れてもらえない認知症高齢者に、少しでも

という施設名は、自分の家のように安らかで「あんき」

安心して過ごしてもらいたいと願う介護経験者や元看

（松山弁で気楽の意味）な所にしたいとの思いに由来す

護職員などによって、1980 年代から全国で取り組まれ

る。2008 年、旧施設の老朽化、スプリンクラー設置

てきた草の根的な取り組みである。利用者の自宅での

の必要性などもあり、知り合いの宮大工さんの協力を

生活状況やニーズを

得て、現場のノウハウを投入し、民家型施設を旧施設

把握し、ニーズに合

の近くに新築し、新たなスタートを切った。

託老所「あんき」の看板

にし は

ぶ

わせた「通い（デイサ

託老所「あんき」がある松山市西垣生地区は、松山

ービス）」を軸に、
「泊

空港の南、松山市の西部に位置し、海が近い。市内

（ショートステイ）
」
まり

からタクシーで向かったが、民家型施設が周囲のブド
ウ畑やイチジク畑の風景に溶け込み、看板らしい看板
もなく、たどり着くのにかなり手間取った。
中矢代表に案内してもらったのは、新築の民家型託
老所「あんき」
（本体）の他、歩いて行ける距離にある
泊まりのスペース「あんき二号館」
、やはり近くにあるグ
ループホーム「こんまいあんき」の３施設。本体では、
介護保険を使った通所事業（認知症対応通所介護事
業・予防認知症対応通所介護事業）
、訪問介護事業
（ホームヘルプ）、居宅介護支援（ケアマネジメント）
が行われ、さらには 2014 年 12 月から小規模多機能

民家型施設の外観

30

ＪＣ総研レポート／2016年 夏／VOL.38

型居宅介護事業（12 人登録、通い６人、泊まり＜あん
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当日、一緒にいただいた昼食
「あんき」のウリは中矢代表の下ネタ？

き二号館へ＞３人）もスタートした。
「あんき二号館」は
民家を使った自主事業による「泊まり」の施設（定員４
人）。デイの利用者、小規模多機能型居宅介護の利用
者は「あんき二号館」に泊まり、朝、出掛け、夜、帰る、
メリハリのある生活をしている（有料特別老人ホームと
して松山市に登録）。
「こんまいあんき」
（定員９人）は、
民家を使った認知症対応型共同生活介護施設（グルー
プホーム）だ。
「あんき」のスタッフは、中矢代表を入れ７人。ケア

キッチンにてお昼の準備

マネも１人いる。お昼どきだったため、一緒に同じ食

しいとお願いし、何人かが一緒にうたった。しばらくし

事をいただき、様子を見学させてもらった。目の前で、

て、かるたがテーブルに並べられ、かるた遊びが始まっ

時折、こっくりしながら食べていたおばあさん。90 歳

た。利用者とスタッフの距離が近い「あんき」
。松山弁

ぐらいだったろうか？

看取りを待っている方とのこと

の冗談が絶えないスタッフの声掛けは、利用者を特別

で、食事の介護を受けていたが、ほぼ自力で食べて

扱いせず、親しい知り合いとしゃべっているようだ。
「あ

いた。食事の前後に、多くの利用者が配膳や後片付

んき」
のウリは中矢代表がすぐするエッチな話だそうで、

けなど、ちょっとずつ手伝いをしていた。

かるたをだしにおしゃべりが盛り上がった。かしこまら

食後休みにテレビから歌番組が流れていたとき、中
矢代表が利用者の１人に得意な土佐の歌をうたってほ

ない居心地の良さが感じられた。
「本物の落ち着いた空間を」と、築 110 年の古民家
で旧「あんき」を開設した中矢代表。新「あんき」にも、
そのこだわりはふんだんに盛り込まれている。節のあ
む

く

る無 垢材を使った民家型の施設。新築とはいえ、伝
統的な民家が持つ温もりが漂う。デイサービスが行わ
れる大きな居間の一角にキッチンコーナーがある風景
は、住宅そのもの。シンクやコンロと食事をするテーブ
ルの動線が短いため、スタッフが作業しやすいことは
もとより、利用者にとっても食事の手伝いをしやすい。
スタッフが水仕事をしながら振り返るとそこには利用者
テレビの歌番組を一緒に見る

たちがおり、利用者たちからも大黒柱ごしにスタッフ
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が眺められ、安心感

れ縁が回され、トイ

が得られる。大黒柱

レで処理に使ったタ

は「清沢 」同様、利

オルなどは使うとすぐ

用者たちのスペース

外に出せる仕掛けに

とスタッフのスペース

なっている。積み重

を柔らかく隔ててお

ねてきた経験から編

り、視線の設計が巧

み出されたちょっとし

みだ。居間には、高

た空間。 こうした積

さの 違うテ ーブル、

み重ねで、施設内は

ソファー、さまざま

嫌な臭いがほとんど

な椅子があり、座る

こもらない。中矢 代

場所により、眺めが
変わる。また、
「あん

「ちょい手間はぶく？」
〜汚物をすぐ出せる外縁
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く」と呼び、重視して

的に車椅子を使わず、

のユニットバスである。
地域とのつながりを大切にする「あんき」にとって、

たまま、手と足を使っ

玄関まわりも重要な場所だ。グループホーム「こんま

て自力で動く「いざり

いあんき」の一角で近所の人や子どもたち、利用者の

動作」
で移動する。
「い

たまり場づくりを始めたことがきっかけで、
「あんき」の

ざり動 作」は身体 回

玄関脇に近所の子どもたちと一緒に運営する「駄菓子

復訓練にもなるとのこ

屋カメちゃん」が設けられた。また、玄関奥に設けら

と。

れたサブキッチンでは、月２回の頻度で地域の主婦ボ
ランティアが「おばさん料理」
（おばさんが集まって料

トイレや風呂などの水

理を作ることから命名）という野菜料理中心のコミュニ

回りが 配置されてい

ティーレストランをオープン。毎回、30 ～ 40 人の利用

る。その外側には濡

がある。地域に開かれた施設というより、すでに地域

「地域」とつながる「あんき」のエントランス
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技を「ちょい手間はぶ

いる。また、浴槽はすべて、一般の家庭にある１人用

施 設 の 北 側には、

駄菓子屋カメちゃん

グループホーム「こんまいあんき」

表はこうした空間の

き」の室内では基 本
利用者によっては座っ

子どもたちと一緒に運営：

「住まい」施設：

「泊まり」施設：「あんき二号館」
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所の取り組みを通じ、すでに実現していたことを知っ

が施設に入り込んできていた。
介護施設に多く見られる、どこにいても居心地が一

た。

定であり均質性が高い病院型の施設に対し、民家型の

現在、わが国の高齢者福祉は、2025 年までに、在宅

「あんき」の空間は、さまざまな質の場所がちりばめら

（地域）で重度な介護状態になっても、住み慣れた地

れた非均質的な空間だ。新建材を使い断熱効果や耐

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで

燃性を高めた現代の住宅は、病院型の非均質的空間

きるよう、医療・介護・予防・住まいが一体的に提供さ

に近づいている感もあるが、伝統的な木造工法や材料

れる仕組み、
「地域包括ケアシステム」の構築が目指さ

で作られた民家は、利用者の居住環境を変えないだけ

れており、その核（コア）として宅老所をモデルとした、

でなく、大きな「癒やし」をもたらしているように感じら

小規模多機能型居宅介護の導入がなされてきた。
しかしながら、介護保険発足以前から宅老所を担っ

れた。

てきたところが小規模多機能型居宅介護事業所に転

４

おわりに〜認知症対応ケアの獲得を通じ、高
．
齢者ケア全体をボトムアップする

今回の取材は、当初、ＪＡによる環境を重視した、

換しないところが少なくないこと、認知症高齢者ケア
について十分に理解していない新規の参入事業者が多
いこと、他事業所の介護保険サービスが使えなくなる、

本人主体のケアの取り組みをクローズアップする観点よ

「住まい」機能がないなど、本人のニーズに柔軟に対応

りＪＡひがしうわの古民家活用型小規模デイの取り組み

してきた宅老所の持ち味が生かせないといった状況や

に取材を申し入れ、そのモデルとなった託老所
「あんき」

課題も指摘されている。

の取り組みにたどり着いた。結果として、それらは認

民家などを活用、環境を重視した本人主体のケアに

知症高齢者を意識した取り組みであり、認知症ではな

取り組み、認知症高齢者へのケアに大きな効果を挙げ

い高齢者にとっても一人ひとりに寄り添った質の高い取

てきた宅老所の取り組み。小規模多機能型居宅介護

り組みと感じられた。図らずして、報告書「2015 年の

事業、認知症高齢者を対象とする介護事業はもとより、

高齢者介護」が提言する、認知症に向けた環境を重視

高齢者福祉全体があらためてそこから学ぶものは少な

した本人主体のケアを標準とすることで、高齢者ケア

くないように思われた。施策誘導を目的とした介護報

全体の底上げを図る実践を追体験することとなったの

酬の切り下げに対し加算を取得し経営の立て直しを図

である。

り、事業継続を図ることが不可欠なのは言うまでもな

介護保険がスタートした 2000 年の冬、筆者は地元

いが、同時に取り組みの本質を見通し、サービス基盤

行政が主催するホームヘルパー資格取得講座に申し込

となるケアの質を高め、利用者や家族の信頼を得てい

み、当時の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター

くことも重要である。ＪＡ愛媛中央会の松本栄さんに

にて実習を経験した。対象となった施設はどちらも病

電話しているとき、松本さんの口から聞いた「質の高

院的な造りの大型で近代的な建物だった。大ホールで

いケアを提供していれば、ゆっくりとではあるが経営

つけっぱなしのテレビを見るわけでもなく、ただじっと

はついてくる」という言葉。素敵な言葉だと思った。

している利用者たち、やらされている感が伝わってくる
集団レクリエーション。措置からサービス（契約）に切
り替わったばかりの時期だったからか、利用者が自ら
過ごしたい環境や生活というより、施設が管理しやす
い環境や生活といったものに感じられた。あれから 15
年。利用者がリラックスして、自分らしく過ごすことが
できる介護の場は実現したのだろうか？

※最後になりますが、本稿執筆にあたり、ＪＡひがしうわ
鈴木久仁翁福祉課長、同稔の郷「清沢」大竹正敏所長、託
老所「あんき」中矢暁美代表、JA 愛媛中央会 松本栄福祉ア

今回の取材

ドバイザー、首都大学東京都市環境学部 竹宮健司教授に協

を通じ、そうした場は実習を経験した 15 年前、宅老

力・アドバイスいただきましたことに心より感謝いたします。

【食料・農業・農村】現地レポート／宅老所に学ぶ古民家再生型デイの取り組み ＪＡひがしうわ稔の郷「清沢」
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Episode１：

農家の農家による農家のための
農業への転換
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

１

まさ

お

橘 昌男

ターの購入代金を３年間で支払う割賦販売（世界初 ）

．はじめに

を思いついた。農民はハーベスターを買い、農業生産

「次世代の農業の明と暗」というタイトルで、2015年

力が格段に向上するとともに、 アメリカの社会変化や

冬号（VOL.36）と2016年春号（VOL.37）に農業を取

生活の向上につながった。 マコーミック氏の起こした

り巻く環境変化と対応を連載した。 その続編として農

会社はインターナショナルハーベスター（ＩＨ）へと発

業生産現場の動向を、第２の「緑の革命」の視点で向

展し、 ゼネラルモーターズ（ＧＭ）
、 ゼネラルエレクト

こう１年間にわたり取材し「アグリテック見聞録」
（４回

リック（ＧＥ）と並ぶアメリカ企業の象徴と称されるよ

シリーズ）として連載する。また、アグリテックの抱え

うになった。

る課題と対応策も併せて考察する。

ＧＥを起こした発明王トーマス・エジソンにも、パン

「2014年度 食料・農業・農村白書」
（農林水産省）

焼き用のトースターの売れ行きが思わしくなかったと

は、生産・流通システムの革新のため、ロボット技術

き、１日２食であった習慣に対し「１日３食 」という宣

やＩＣ Ｔ（ I n for m at i o n a nd C o m mu n i c at i o n

伝をした逸話もある。このように、イノベーションは社

Technology= 情報 通 信 技 術 ）を導入したスマート農

会や生活を良くしたいという先人たちの苦労の賜物

業が重要であると伝えた。 農業がビジネスチャンスと

である。

一躍脚光を浴び、家電メーカーやＩＴ企業が農業分野

農業の機械化の歴史を振り返ると、イギリスで蒸気

に新規参入した。 農業に馴染みのない100社を超える

機関が発明され、馬に代わるトラクターを生んだ。ヨー

企業が参入した動きは驚きである。育種、化学肥料・

ロッパは畑作が主であり、トラクターは牽引力と、エン

農薬、農業機械の出現による「緑の革命」から50年以

ジン動力の取り出し（Power Take Off）を基本機能に

上が経過し、今の動きは第２の「緑の革命」、アグリカ

した。アメリカでは、これに軽土木作業の掘る・削る

ルチャーとＩＣＴなどのテクノロジーを融合したアグリ

が加わった。一方、日本の農業機械は水田、中山間地

テックと呼ばれている。アグリテックの目的は、①農

の小規模区画という特有条件への適応のため、欧米か

業生産コストの削減と、 ②農産物の品質と収量の

ら輸入した農業機械をメイド・イン・ジャパンに変換し、

向上、による農家手取りの最大化である。

世界最高水準まで発展した。しかし、日本の機械化の

な

じ

けんいんりょく

歩みは、慣行の人力作業を忠実に機械に置き換えた持

２

．アメリカのイノベーションの典型に学ぶ

34

たちばな

続的イノベーションの歴史である。 省力化、専用化の
優先が農機メーカーのプロダクトアウトで進み、機械化

1830年代、アメリカの起業家サイラス・マコーミック

貧乏を招いた。内閣府の規制改革会議の農業ワーキン

氏はコンバインハーベスター（刈り取り収穫機）を発明

ググループにおいても、出席した農家は、
「農家が求め

したが、農民には金がなく買えなかった。そこで、マ

る製品は、高いスペックや高付加価値機能とは限らな

コーミック氏は収穫物の販売代金でコンバインハーベス

い」と主張し、 農機メ ー カ ーが個々に進めるＩｏＴ
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（Internet of Things=モノのインターネット）農機は
ベンダーロックイン用語説明）であると痛烈に指摘した。
アグリテックを「革命」と位置付ける筆者の理由は、

３

．アグリテック見聞録 ①

長野県・飯綱町まち・ひと・しごと創生総合戦略

主役の交代を意味し、農家が欲しい製品やサービス
を手に入れることを可能にすることである。つまり、
アグリテックが果たす役割は破壊的なイノベーショ

石破 茂（いしばしげる）オフィシャルブログより抜粋
（2015年11月６日）

ンである。シンプルで使い勝手が良くて、 使えば使

「カネがない、時間がない、人がいない」とい

うほどありがた味がある製品やサービスの実現であ

う苦情を口にされる自治体もありますが、その中

る。リンカーン大統領が南北戦争のゲティスバーグの

で「産・官・学・金・労・言」の総参加を得て、

戦いに勝利した際の名言になぞらえるなら、 アグリ

手作りで内容の充実した素晴らしい計画を立案し

テックは、
「農家の農家による農家のための農業への

て頂いた自治体、 例えば長野県飯綱町の取り組

転換につながるＩＣＴ技術の活用」である。幸いなこ

みなどには本当に心が動かされます。

とに、過去に農機の世界からいったんは距離を置いた
メーカーのコマツやＩＨＩが農業ＩＣＴに積極的である
ことや、トヨタの動向などは農家にとって追い風にも感
じられる。

石破内閣府特命担当大臣記者会見より抜粋
（2015年11月10日）
よく金がない、時間がない、人がないというよ
うなことを言われる方があるやに聞いております

【用語説明】

が、 例えて言えば、 人口が１万人程度と比較的

ベンダーロックインとは、特定ベンダー（メーカー）の

規模が小さいのだけれども、 高校生や大学生、

独自技術に大きく依存した製品、サービス、システム

女性を含む幅広い層のまちの方々を巻き込み、

などを採用した際に、 他ベンダーの提供する同種の

手作りで地方版総合戦略を仕上げた、 役場の職

製品、サービス、システムなどへの乗り換えが困難に

員の皆様方の取組も以前とは全く変わってきたと

なる現象のこと。ベンダーロックインに陥った場合、

いうようなのがございます。これは長野県の飯綱

製品、 サービス、 システムなどを調達する際の選択

町というところであります。

肢が狭められる。価格が高騰してもユーザーはそれを
買わざるを得ないため、コスト
が増大するケースが多い。また、
市場の競争による恩恵を十分
に受けられない可能性もある。

【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録 Episode１：農家の農家による農家のための農業への転換
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《所 感》
地方創生で地方が主役になる
ため、仕事を作ることがスタート
である。 そのために、農業の現
場にセンサーが設置された。ま
さに、画期的な第一歩である。
インターネットに便乗し仕事・事
業を起こす動きは多いが、ネット
事業はグーグルやアマゾン、楽天
「最先端農業ＩＣＴ導入勉強会」にて、ウォーターセル（株）のクラウドサービスを利用した生産
管理システム「アグリノート」を研修する若手農家の皆さん

などの大企業が圧倒的に優位な
立場にいるので勝てない。 日本
のセンサ ー技術には、 アルプス
電気をはじめ世界に誇れるメ ー
カ ーが多い。2011年に世界に出
荷された日系メーカーのシェアは
数量ベースで54％である。 日本
は実に幅広い種類のセンサ ーを
そろ

取り揃えているし開発中でもある。
センサーを地方創生・農業再生
・ ・

のてこにしない手はない。 セン
サーをネットワークに持ち込めば、
可能性は大きく広がるはずであ
る。センサーネットで集めた利用
できる情報が増えれば増えるほ
ど、サービス価値を高める方策は
幾何級数的に増えるであろう。多
種多様なデ ー タが豊富に提供
されるようになれば、 そこに
データ分析と工夫が尽くされ夢
のようなサービスが実現するに
違いない。

36
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４

企業を支援する。 また、 農業生産現場・ 農業法

．アグリテック見聞録 ②

「植物医師 」の誕生

人・企業・研究所・行政機関などで、 コンサルタン

─植物病院を開き市民･農業法

トとしての活躍も期待される。 さらに、 輸出農産物
の「無病証明書」注５）を発行することにより、農産物

人･企業の農業生産をサポート─

輸出最大の課題とされる輸出対象国の植物防疫の
壁を突破し、競争力のある国内農産物の輸出による
海外市場の開拓を強力にサポートすることが期待さ
れる。
《所 感》
農業の長い歴史のなかで、植物医科学や植物病院、
植物医師の誕生は待望の領域である。今まで医師とい
うプロの処方箋なしに施肥や農薬を使用していたこと
が不思議である。 人の健康や医療の世界は、 科学技
「植物医師」誕生の経緯と役割

術の発達によるところが大きい。病気は外部環境、内

グローバル化に伴い、 安価な海外農産物に対抗

部環境、ストレスなどが原因で複雑であり、植物の環

し、 高品質な農産物を安定的に生産する必要があ

境をセンサーで測定しデータを分析、臨床データとの

るが、 膨大な種類の植物病が発生するため、 その

検索・照合によって診断され適切な対処療法が措置さ

対策は極めて重要である。 しかし、現場に対応で

れることが真の安心・安全な農産物づくりにつながる

きる植物病の専門家は減少する一方である。

であろう。このテーマについては、引き続きフォローす

植物保護関連５学会

注１）

では、 植物保護を担う

ることにしたい。

注２）

「技術士 」

の資格創設やその養成が進められて

きた。また、東京大学大学院農学生命科学研究科
植物医科学研究室では、 植物保護に関わる新たな
学術領域「植物医科学」注３）を提唱し、国内初の植
物病院（東京大学植物病院 ） 開設（2008年）、
（一
しげとう

社 ）日本植物医科学協会（難波成任理事長、 東京
大学総長特任補佐）設立（2011年）など、植物病注４）
診断ニーズに応える人材養成とその活躍の場創出に
向けた社会システム構築を進めてきた。
日本植物医科学協会では、2015年11月に全国５
都市で国家資格「技術士（農業部門･植物保護 ）
」
有資格者（現在全国で103人）を対象に植物医師認
定審査を行った結果、60人が合格し、
「植物医師」

注１）植物保護関連５学会：日本植物病理学会、日本応用動物昆虫
学会、日本雑草学会、日本農薬学会、植物化学調節学会からなる
注２）技術士（農業部門・植物保護）：当該部門で課題を発見し、そ
れを解決する能力を有することを国によって認定された技術者であ
り、科学技術者にとって最も権威のある国家資格である
注３）植物医科学： 植物病に関連する既存の諸分野（植物病理学、
害虫学、農薬学、雑草学、植物栄養学、土壌学、分子生物学など）
の知を構造化し、その成果を植物病の診断、治療、防除、予防など
のいわゆる臨床分野に応用するための新たな学術領域である

がこの４月に誕生した。合格者には企業・公務員・

注４）植物病：微生物や害虫、化学物質汚染、生理障害、雑草害、

公的試験研究機関・大学などの現役あるいは退職

称され、国内で発生する植物病の総数は２万種類を超える

した方々がおり、各地に植物病院を開設し、ネット
ワークを構築するとともに、植物の健康をまもるプロ
フェッショナルとして、市民や農業法人、農業関連

気象害などにより引き起こされる植物の生育障害は、
「植物病」と総
注５）海外に植物を輸出する場合、輸出相手国の指定する病原体に
汚染されていないことを示す公的機関の証明書が必要となる。植物
医師・植物病院による「無病証明書」はそのニーズを満たす公的文
書である

【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録 Episode１：農家の農家による農家のための農業への転換
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５

間分析すれば、良食味につながる栽培計画も可能

．アグリテック見聞録 ③

となることから、 意欲的な農家の導入が進みつつ

水稲160haの大規模経営体の水管理

ある。これに植物医師の適切なサポートを組み合

（１）アグリテックの目的が農業生産コストを30 ～ 50％

わせ、アグリテックを一気に進めるべきである。

削減することであり、 そのためには農作業の 「ム
ダとり」に徹底的に取り組むことである。大規模農
業になれば大型高性能な農業機械や施設が必要と
プロダクトアウトの発想で決めつければ、 農業生産
コストは現状より増大する。米の生産費が、作付面
積が20 ～ 30haを境にして低減から横ばいに変わる
といわれるゆえんである。農業生産コストの削減は、
農業のボトルネックを発見し解決することである。
米生産費調査によると2014年産の10ａ当たり作業
時間は23.54時間で、かん排水管理は6.14時間、実
に26％を占める。規模拡大すれば移動時間というム
ダが増え、人員増にもつながる。
ほ じょう

れん

（２）圃場は基盤整備された上に、隣同士の圃場は 連
たん

坦化され１区画が１ha程度のものもあれば、10ａ未
満のものなど点在している。筆者が自動車で実際に
圃場を走行したところ、移動距離と時間の長さに圧
倒された。農作業に占める「管理」は重要な行為で
あるが、 それ自体の付加価値は低い。 特に、 水管
理は毎日確認することもあり面倒な作業である。 そ

『PaddyWatch（パディウォッチ）』（PW-1300）

の解決策が水田センサーの設置（300区画以上）で
ある。
（３）水田センサーは実証段階から普及段階（革新的
稲作営農管理システム実証プロジェクト「『水田セン
サ』の活用に関するアンケート調査結果」参照 ）へ
の移行期にある。
（株）ＮＴＴドコモの通信モジュー
ルを内蔵したべジタリア（株 ）が提供する水稲向け
水管理支援システム『PaddyWatch（パディウォッ
チ）』は、水田センサー本体が9万9800円（税別）
、
設置用ステンレスポールが5700円（税別）、サービ
ス利用料が月額1980円（税別）である。規模拡大に
よる移動時間の増加（人件費と車両費）を考慮すれ

データを確認するタブレットの画面

ば、価格設定は妥当なコストの範囲といえる。導入
に迷っている農家には、 大和リース（株）の水田セ
ンサーのレンタルを活用する方法も用意されている。
水管理データと生育状況、米の品質データを数年
38
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《所 感》
●水田センサーの普及に始まるアグリテックの幕開
けのカギは、農家が握っている。
「ムーアの法則」用語
説明 ）

を適用すれば、年々センサーの性能は向上するし

測定対象も拡大し食味値や農産物の機能性評価の向
上にもつながるであろう。農家のためのアグリテックを
自らで育てるか否か、そのカギは農家が水田センサー
を導入する行動によるところが大きい。
●農業経営の効率化、経営規模の拡大の面から、鉄
たんすいちょく は

コーティング種子による湛水直播水稲用語説明）の面積が
拡大（２万ha）している。 鉄コーティング種子の表面
は しゅ

播種では、 播種時の土壌をほどよい硬さになるように
するのがポイントである。代かき後に水を落とすタイミ
ングによって、 土の硬さが変わり、 また、 地域や圃場
によっても異なるので、初めの２～３年はベストタイミン
グを模索する必要がある。 また、 注意すべきは「倒
伏 」 である。 湛水直播は、 移植栽培と比べて倒伏し
【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録 Episode１：農家の農家による農家のための農業への転換
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やすく、特に、表面播種では倒伏リスクが高いので、

● 鉄コーティング種子による「湛水直播水稲」栽培は、

稲１葉期までにしっかりとした水管理を行って、根を十

田植え機で移植する作業と比べて、10ａ当たりの栽培

分に張らせておくことが肝要である。 育苗や移植の手

別労働時間が約60％短縮され、生産コストも36％削

間が省ける長所の一方で、ミリ単位の水管理と除草

減できると農機メーカーは普及を薦めている。

剤の使用にノウハウが必要であり、水田センサーは
必需品である。

６

．まとめ

（１）アグリテックは着眼大局・着手小局、誰でも、

【用語説明】
●「ムーアの法則」は、
「半導体集積回路のトランジス

どこでも、小さな投資で、研究を行い、小さな成

タ数は２年ごとに２倍になる」というもので、インテル

功体験（スモ ールビジネス）の積み重ねである。

創業者の１人であるゴードン・ムーア氏がフェアチャイ

化学者のルイ・パスツールは、
「偶然は準備のない

ルドセミコンダクタ ー社（Fairchild Semiconductor

者に微笑まない」という名言を残している。 夢や目

Inter-national, Inc .）に在籍していた1965年に出した

標に向かって、常に最高の準備を続けている人だけ

論文のなかで初めて提唱された。ムーアの法則自体は

が、 偶然に巡ってくる運や縁、 そして勘を確実に活

半導体業界の技術を観測したムーア氏が経験則に基

かせる。 また、 東京大学名誉教授である和田昭充

づく予測として提唱したものであるが、その後、半導

氏は『日経産業新聞 』
（2016年３月29日付）にて、

体の技術革新はほぼムーアの法則どおりに進化したこ

「戦史から学べる『人間の欠点』を、ひとつだけあげ

とから、 半導体産業では「法則」と呼ぶにふさわしい

ろと言われたら、それは『おごり』だ」
、と答えてい

絶対的な指標として取り扱われてきた。なお、トラン

る。第１次世界大戦当時の最高幹部クラスの将軍た

ジスタ数は「性能 」に置き換えられ、 ムーアの法則は

ちが、飛行機やマシンガン、戦車をおもちゃ扱いし

「コンピューターの性能は18カ月で２倍になる」と表現

て一笑に付したが、
「言うまでもなく戦車も飛行機も

されることもある。

き すう

マシンガンも、第２次世界大戦の勝敗の帰趨を決し

水田センサー普及後の田園風景

センサーネットワークとの
連動や情報の集約管理イメージ
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た主役に他ならない。一流と言われた専門家たちの

年後、水田センサーの本体価格は１万円（税別）を

この体たらくは、われわれの反省のまたとない糧だ」

切り、水利費の一部とみなされる。
仮説２：５年後、水田センサーを導入した法人経営体

と述べている。
（２）ビッグデータの活用とは、各種のセンサーで測定
した「１」 と「１」 を持ち寄り、 未知の「３」 や
「４」を導く試行錯誤である。ビッグデータの成功

は５万社を超える。
仮説３：水田センサーの普及が、農機メーカーのベン
ダーロックインの解決につながる。

事例がまだまだ少ない今こそ、われわれは新たな挑

水田センサーは農機メーカー各社のＩｏＴ必須アイテ

戦に躊躇なく踏み出す勇気が求められている。

ムとなる。

ちゅうちょ

（３）筆者の描く仮説

同様に、クラウドサービスを利用した生産管理シス

仮説１：今後５年間で、 水田センサ ーは120万個（累

テムも、各種センサーネットワークとの連動や情報の

計）が設置される。

集約管理などの新サービス、新料金プランを間断な

2017年産米用に４万個が設置され、 それ以降は毎

く提供する「アグリノート」などが主流となる。

年、新たに設置される個数は倍増する。そして、５

次世代を担うリーダー育成研修会がスタート 〜我々はどこから来て、何者で、どこへ行くのか〜
全農農機部門が重点を置く「次世代を担うリー ダー育成

がとう」から、心を込めた「ありがとう」への転換を陣

研修会」の第１回研修が６月１〜２日、当研究所でスター

頭指揮された。

トした。全国から16人（平均年齢38歳）が集まった。11

日本になくてはならないＪＡであるという思い、地域

月まで、次世代を勝ち抜くリーダーの資質を身に付ける。

に根差した生き方をしないと、 ＪＡは生き残れない。
国鉄と今のＪＡが同じ状況にある。 会社のなかに生き

キックオフのスピーカーは、

様がある。まず、考え方を変える。そして、一人ひとり

『日本でいちばん幸せな社員

がつながることを強調された。

をつくる』
（ＳＢクリエイティ

有馬さんはホテルのリ

ブ）の著者である（一社）ア

ストラ第１段で撤退する

ソシア志友館の柴田秋雄理

ブライダルの担当であり、

事長と有馬節子副理事長 。

人員整理に最初に応じた。

柴田氏はホテルに転じる

現在は、ジェイアール名

前、 国鉄がＪＲ東海に分割

古屋タカシマヤのブライ

民営化される動きのなかで

柴田秋雄理事長と

ダル部門のマネジャーを

労働組合の委員長であった。

有馬節子副理事長

されている。柴田氏がホ

無くならないと思っていた国鉄が民営化され、
「銭を稼ぐ

テルを去る人にも残る人

大切さを知った」という語りから始まった。 人員整理がク

と同様に研修を受けさせ

ローズアップされると周囲の人は手のひらを返し、商店が

てくれたこと。 そのため

意喪失である。それは、問題の原因

国鉄職員やその家族には物を売ってくれなかったり、医院

に、 経営トップと研修費

題の真因は自分自身にある。解決策

が診察を拒否する目に遭ったからだ。 会社を自分たちで

用の獲得で闘ったことな

は自分で考える。それが、自発・自

守っていこうと決め、労組の胸のプレートを「大幅賃上げ」

ど、 著書にはないことを

色や表情が明るくなってきた。変化

から「ありがとう」に変更し、国鉄職員の口先だけの「あり

語ってくれた。

【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録 Episode１：農家の農家による農家のための農業への転換

今、ＪＡ職員には「あきらめ」が漂っ
ている。表情は暗く、不機嫌で、戦
を他人のせいにしているからだ。問

主・自律である。受講生みんなの顔
の兆候であり、成長が楽しみだ。
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東日本大震災の復興から農学部設置へ
〜福島大学と福島県農業の未来〜
ＪＣ総研 協同組合研究部 副主任研究員

あ

阿高（千葉）あや

福島大学 経済経営学類 教授

１

こ

や ま りょう た

小山 良太（監修）

系の高等教育・研究機関（学部・研究科等）が存在し

．はじめに

ていない」と指摘を受けたこともある。

東日本大震災から 5 年と１カ月が経過した３日後の

2016 年には、福島大学は「食農学類（仮）を、最速

2016 年４月 14 日、熊本県に激震が走り、その２日後

で平成 30 年４月に開設する」ことを目標として設定し、

16 日の大分県中部を含め連続地震の被害が九州に広

それに向け、このたび新規に招聘した青柳斉教授（元

がっている。熊本県南阿蘇村の東海大学農学部の学

新潟大学教授）と、実質的な中心となる小山良太教授

生 1000 人も被災し、16 日未明の本震で 3 人の若い命

（経済経営学類）を軸として、
「農学系教育研究組織設

しょうへい

がアパートのがれきの下敷きとなった。日本の基幹産

置準備室」を５月に設置し、具体的な検討を開始した。

業を学ぶべく親元を離れ、地域や農家に支えられなが

本稿では、東日本大震災以後に福島で興った農学

らムラと一体となって農学を志していたであろう若者の

部設置に対する動きと今後の発展について、同大学農

死は、農業に関係している人々の胸をさらに痛めたの

学系教育研究組織設置準備室へ行った取材を中心に

ではないだろうか。

報告する。

2011 年３月に東日本大震災によって被災した福島県
は、地震・津波による損害からの復旧は進んでいるが、
今なお東京電力福島第一原子力発電所事故による風
ふっしょく

評被害は払拭できたとは言い切れない状況にある。と

２

．農学部なき農業立県

（１）地理的概況

りわけ、長い避難期間を経過した後の帰町・帰村とそ

福島県は、北海道、岩手県に次いで全国３位の都

こでの営農・営林・営漁の再開や、風評被害対策と新

道府県面積を有している。県内は、太平洋と阿武隈高

たな産地形成などという課題に対しては、自治体とＪＡ、

地に挟まれた浜通り、阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれ

漁協、森林組合を中心とした関係者の闘いが今なお続

た中通り、奥羽山脈と越後山脈に挟まれた会津地方と

いている。

２つの山脈によって３地域に分かれている。地形的な

2015 年３月には県内の経済人や農業関係者が「福

隔たりにより、古くより東西方向の地域間の交流は浅

島大に農学部を誘致する県民会議」を発足させ、11 月

く、気候や文化にも差があり、同一県としての帰属意

24 日には福島大学の中井勝己学長によって 2018 年を

識は低い。浜通りは黒潮の影響により夏は涼しく冬は

めどに農学系人材養成機関の設置が宣言された。背

暖かい海洋性気候、中通りは冬型の気圧配置が強まる

景には、2013 年に日本学術会議によって発表された

と日本海側気候の影響を受け降雪するが、福島盆地

「原子力災害に伴う食と農の『風評』問題対策としての

は夏は酷暑となることが多い、会津地方は全域が豪雪

検査態勢の体系化に関する緊急提言」のなかで「原発

地帯に属するが内陸部はやませの影響を受けることも

事故の主たる被災地である福島県には、東北６県で唯

少なくフェーン現象により高温となる。

一、作物学、栽培学、土壌学などをカバーする農学
42

たか

ＪＣ総研レポート／2016年 夏／VOL.38

【食料・農業・農村】
トピック／東日本大震災の復興から農学部設置へ

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

（２）農学教育

内に農学部がないことは直接的には無関係かもしれな

震災以前までは農業産出額・農業就業人口ランキ

い。しかし、農学部設置に対し、県議会・県内協同

ングで常に上位にランクインする福島県に農学部がな

組合陣営をはじめとする地域住民に「100 年の悲願」

かったというのは、住民にとっても意外な盲点であった

と言わしめ、熱い要望を受けたことは、声高に物言わ

といえよう。農学部がないという事実は「農学を学ぶ

ぬ福島県民の内に秘めた県民性との結び付きかもしれ

機関がない」ことに留まらず、
「農学を研究する機関が

ない。

ない」という両面がある。無論、1935（昭和 10）年ご
ろより福島県は果樹・養蚕・畜産をはじめとする種々
の農業試験場（旧修練場）を設け、県内の基幹産業た
る農業生産物の品種改良や福島の風土に合った栽培・

４

. 復興の大きな一助となった福島大学３組織

（１）協同組合ネットワーク研究所

育成方法に精を出し成果を蓄積してきた。しかし、県

2009 年、国立大学として唯一協同組合を研究する

の試験場と大学における農学部とは、達成目標や背負

組織である「福島大学協同組合ネットワーク研究所」

うミッションが違うことは否めないだろう。

が設置された。発端は、2008 年に誕生した「地産地
消運動促進ふくしま協同組合協議会（以下、地産地消

３

. 協同運動の盛んな県民性

ふくしまネット）
」が「生産物のみならず、地元大学の
知的資源も『地産地消』してしまおう」と着想を得たこ

かつての福島県立農業短期大学校には全国的にも

とにある。これは、すでにＪＡと福島大学との間で交

珍しい協同組合学科が存在し、現在、県内の農協・

わされていた産学連携協定が発展したものだ。恒例行

生協の役員など、たくさんの協同組合人を輩出してい

事となったのは「絆で創る ! !（震災後は、絆で復興 ! ! ）

る。さらに、相馬市では二宮尊徳の娘婿である相馬中

ふくしま STYLE」という掛け声とともに毎年開催され

村藩士・冨田高慶が『報徳論』を記したことによる「相

ている「絆シンポジウム」がある。

馬仕法」が広がったこと、伊達市霊山小国地区では
1898（明治 31 ）年に篤志家・佐藤忠望によって「無限

（2）うつくしまふくしま未来支援センター（FURE）

責任上小国信用組合」が設立されたことにより農協発

2011 年には、未曽有の原子力災害の現状把握を第

祥の地となったこと、福島市では昭和初期に福島高等

一に、国内の災害復興関連の若手研究者を中心とした

商業学校（福島大学の前身）の教員と学生らによって

産官学連携による全学組織「福島大学うつくしまふくし

神戸・灘・江東に続き全国で４番目に消
費組合が誕生したこと、喜多方市では中
江藤樹の「藤 樹学」に基づき心学が発
展し、1882（ 明治 15 ）年に「喜多方事
件」が発生して以後は自由民権運動発祥
の地として知られていることなど、地域
住民による協同の精神がさまざまな形で
現れてきた。また、1934（昭和９）年から
『家の光』で連載が開始された賀川豊彦
著『乳と蜜の流るヽ郷』の舞台となったの
は、裏磐梯こと現在の北塩原村である。
このように、協同の精神が県内各地の
生産者や消費者の根底にあることと県
【食料・農業・農村】
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る。また、同プログラムは年間 15 回の市
民向け公開講座も開講しており、県内在
住の生産者や都合により入学はかなわな
いＪＡ役職員・自治体職員らが、自らの
興味関心事に合わせて講義を受けてい
る。

５

．

福島大学農学系人材養成機能
調査室の活動と見えてきた方
向性

福島大学では、2015 年、学内に「福
島大学農学系人材養成機能調査室」
（以
下、調査室）を設置した。また、農学系
教育・研究機能のニーズなどの調査を行
うとともに、農学系人材養成機能の検討
にあたり地元自治体や農業関連団体の意
ま未来支援センター（以下、FURE）」を設置した（図

見を踏まえる必要があるとの考えのもと、
「福島大学農

１・２）。農地の除染、吸収抑制対策、農地土壌成

学系人材養成機能のあり方に関する協議会」
および
「福

分マップの作成など、放射能汚染対策の一翼を担った

島大学農学系人材養成機能のあり方に関する検討会」

のは「ベラルーシ視察団」に参加した若手研究者であ

を設置し、検討を重ねてきた（構成は表を参照）。こ

る。彼らは帰国後に、生協とＪＡが実施した土壌スク

こには、ＪＡグループを代表し県中央会が参画してい

リーニングプロジェクトなど重要な役割を果たした。先

ることが特徴といえよう。

述の地産地消ふくしまネットから研究委託を受けること
によって、ＪＡや生協の資金面での支援もなされている。
また、震災後の福島県には県外から多数の“通い調
査”をする研究者が訪れた。研究者の大半は地域住
しん し

民の声を真 摯 に聴き、具体的な策を提案し、県内産
業の復興に貢献したであろう。しかし、なかには農地
に無断で入ってデータを取り、地権者の許諾なく論文
をまとめ学会発表をする者も少なからずいた。FURE
は、こうした域外研究者らが、疲弊しきった地域住民
をさらに困らせることがないよう、研究者のハブ（＝門
番）的機能も発揮したのだ。
（３）大学院「ふくしま未来食・農教育プログラム」
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農学系人材養成機能調査の基本的な考え方は、福

2013 年には福島大学大学院経済学研究科地域産業

島大学が地域に開かれた大学として、農業が従来から

復興プログラム「ふくしま未来食・農教育プログラム」

抱えてきた課題への対処とともに、原発災害の最前線

が夜間を主に開講され、ＪＡや自治体の農政職員など

にある高等教育機関として、その使命と課題に対応し

が組織の推薦を受けて入学し、各自研究を進めてい

た特色ある教育・研究拠点の拡充を果たすというもの
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で、その観点から、次の４つの調査が実施された。

回答を合わせると、全体で 88.9％が必要性を感じてい

①県内に求められる農学系教育・研究機能のニーズ

る結果となった。また、
「必要ないと思う」との回答が

調査

全区分においてゼロとなっており、県内および県外か

②県内の青少年の農学系進学意向調査（学校調査）

らもその設置に対する期待の高さがうかがえる。

③農林水産業や食品産業など関連業界の就業調査

⑤自由記述欄について

④国内の教育・研究機関の調査など
（新設校、既存校）

最も多く見られたのは福島大学における人材育成の
方向性（どのようなポリシーで人材育成を行うべきか、

（１）高校進路指導者向けアンケート調査結果

高校や地域が望む人材育成像）について、地域で活躍

対象：福島県内の公立および私立高校全校、福島大学

できる人材の育成や総合科学の農学として、地域経済

に過去５年以内に１人以上の志願実績のある東北・北

やアグリビジネス、育種や放射線対策といった複数の

関東地域の高校

知識を有した人材の育成を期待する声が寄せられた。

方法：県内公立校については福島県教育委員会を通じ

次に多く見られたのは、福島県に設置する意義につ

た配布、県内私立校および県外校については郵送実

いてである。福島県に設置することにより、地域にとっ

施

て有益な知識を持つ人材が地域に供給されることを期

総発送数：443 通

待する意見や、隣県に設置されている農学部ではなく

回収率：59.4％（県内公立校：76.3％）

福島県に設置する意義を提案（放射線と植物・動物の

①福島大学に農学系学部が設置された際の進学意

関係、避難などによる地域へのダメージとその復興、海・

向について

山など豊富なフィールドを活かした教育など）する意見

「10 名以上はいると思う」の回答は少ないものの、
「数
名程度はいると思う」
および
「１名いるかどうかだと思う」

が多く寄せられた。
その他、放射線・放射性物質に対する研究、市民

の回答を合わせると約 80％と高くなっており、設置さ

への情報提供を期待する意見、総合科学という仮のコ

れた際の関心の高さがうかがえる。

ンセプトに対する賛成や反対、また、主に農業高校か

②福島大学に農学部などが設置された際に進学を

らは、学力試験だけではなく志の強い学生を受け入れ

薦めるか

る仕組みの整備に対する要望、工学や商学など農学系

本学農学部などの設置コンセプトが十分に決定され

ではない分野から安心して志望することができ、入学

ていないなか、全体で 47.3%、県内公立では 59.4％が

後のフォロー体制の整備を希望する意見などが寄せら

進学を薦めると回答しており、期待の高さがうかがえ

れた。

る。
③福島大学の農学部などで核とすべき分野について
「食品に関わる学問」の比率が 55 〜 70％と他よりも

（２）福島県内の企業・団体・自治体など向けアン
ケート調査結果

高くなっている。次いで、県内私立を中心に比率が高

対象：県内の企業・団体（ＪＡなどの農業団体、食品

い「生命の原理を探求する学問」や、県内校が 40%

製造業者の協議会など）・自治体

強と高い「作物を育てるための学問」、僅差で「経済・

※県内ＪＡ＝単協、中央会、全農、全共連、市町村

経営の観点から農業を支える学問」
「動物に関わる学

＝被災地域含む県内全市町村、福島県食品産業協

問」などが 30% を超えている。

議会＝全会員、福島県工業クラブ（主に大企業）は

④福島県に農学部などは必要か

食品・医療系の業種対象、生協は購買事業を行っ

「必要だと思う」との回答は全体で 62.7％、県内公

ている５生協、就職先上位＝直近５年間で 10 人以

立校は 66.2％、同私立校は 77.8％と高く、期待が寄

上の就職実績がある企業、地域金融機関＝福島県

せられている。
「どちらかというと必要だと思う」との

に本部を置く金融機関、福島県ものづくり企業デー
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タベース＝県商工労働部商工総務課が管理してい

上位・地域金融機関は
「作物を育てるための学問」と
「経

る県内の製造業者の基礎情報を集めたデータベー

済・経営の観点から農業を支える学問」への期待が最

スで食料品・飲料で抽出した上で重複を除いた企

も大きく、食品産業協議会、工業クラブ、ものづくり

業、うつくしまふくしま農業法人協会＝農業者の団

企業データベースは「食品に関わる学問」
「作物を育て

体で全会員

るための学問」
「経済・経営の観点から農業を支える

回答：支社採用であれば支社の、一括採用であれば

学問」という順であった。生協は「食品に関わる学問」

本社の考え方を記述するよう依頼

と「地域・社会の観点から農業・農村を支える学問」

総発送数：353 通

に対する期待が大きい。農業法人協会の回答は分散

回収数：169 通

しており、全体で見ると「作物を育てるための学問」が

回収率：47.9%

最多で、次いで「経済・経営の観点から農業を支える

①業種・本社所在地・職員数について

学問」
「食品に関わる学問」となっている。

回答があった団体について、業種は「食品製造業」
が最多の 35.2％であり、次いで「市町村・県（自治

③採用意向・インターンシップ受け入れについて
全体では「採用したい」が 52％と最多になっており、

体）」
「その他（食品以外の製造業、小売・卸売・物

「採用したいと思わない」は３％と少ない。
「どちらとも

流）」となっている。また、本社所在地は、福島県が

言えない」との回答も 45% と大きく、農学部設置のプ

90.3% と高い結果となった。

ランニングのなかでも、とりわけ養成する人材像につい

②福島県に農学部などが必要とされているか、お

ての詳細が検討段階であり、十分に説明できていない

よび専門分野について

ことが要因と考えられる。ＪＡに関しては 90% 以上が

「必要だと思う」との回答が 69％、
「どちらかという
と必要だと思う」との回答と合わせると、89% が必要
性を認めており、
「どちらかというと必要ないと思う」

採用したいと回答しており、潜在的な需要が見込まれ
る。
また、学生のインターンシップ（就業体験・実施研修）

「必要ないと思う」を大きく引き離している（図３）
。分

の受け入れについての意向では、カテゴリごとにばら

野別重点措置項目については、ＪＡと市町村、就職先

つきはあるが、
「積極的に受け入れたい」および「受け
入れても良い」との回答が 30 〜 50％となっており、一
定数が受け入れを表明している。
④自由記述欄について
最も多かったのは、福島大学において具体的にどの
ような研究を行ってほしいかという意見・要望である。
また、若者の県外流出を抑えるとともに、農業・農村・
食品・流通などをより深く理解し、地域のことを考え、
地域と共に復興に向けて活動できる人材を求めてい
る。
（３）先行大学農学部調査
調査室では、2015 年度に先行大学農学部調査とし
て、①龍谷大学農学部（2015 年４月開設）
、②徳島大
学生物資源産業学部（2016 年４月開設）
、③高知大学
地域協働学部（2015 年４月開設）の３つの新設学部
へのヒアリング調査を実施した。
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いずれの大学も志願倍率は５倍程度となっており、

の卒業生の採用について一定程度以上の期待があり、

十分な社会的ニーズを確認する上での根拠となってい

また、福島県内の農業問題に対応するために必要と考

る。また、学生教育についても、養成すべき明確な人

える教育および研究分野は、６次産業化などによる農

材像を示した上で、農学基礎教育とともに現場を学ぶ

家・農村の活性化、食品を取り巻く科学や産業といっ

実習の充実、リメディアル教育、農業経営・農村振興

た既存の農学部では取り組みがやや遅れている分野を

などの地域課題に関する学習といった新しい取り組み

含め、多岐にわたっていることが示された。

を中心に、充実した教育が行われていることを把握し

福島県における農業問題は、農業・農村を取り巻く

た上で、とりわけ国立大学においては、新たな農学系

放射能問題に代表される「特殊性」かつ「緊急性」、

学部の運営のために自治体や関連団体との密接な連

また過疎化・高齢化、農業を取り巻く環境の厳しさと

携が行われていることも確認している。

いった「普遍性」の両面を有するものである。その解
決のために、福島県内において、生産環境・作物・農

（４）農業高校ヒアリング調査結果

業経営という農学の根幹を習得し、農業・農村振興を

福島県内の農業高校関係者に対し、福島大学農学

考える上で重要となる６次産業化や食品科学などの社

系人材養成組織の設置に関してヒアリング調査を実施

会的に求められている新たな研究分野を体系的に学ぶ

するため、2015 年８月 10 日に福島県立明成高等学校

ことにより、いわば「総合科学としての農学」を修め、

にて「福島大学農学系人材養成組織設置に関する懇

農業を取り巻く広範囲な場面で活躍できる農学系人材

談会」を実施した。調査室によると、
「設置に対する

が求められている。

期待は大きく、
『100 年の悲願だ』との声も上がるほど

震災からの復興、さらには今後のわが国の農業の

であった。農業高校にとって、農業高校から大学への

振興のために必要な人材を養成する機能を果たすの

進学ルートが開かれることは大きなメリットであると考

は、県内に存する唯一の国立大学として福島大学が最

えられる。意欲の高い志願者を安定的に確保するため

も適切である。その上で、
「総合科学としての農学」を

の高大接続（高校と大学の交流・連携）の工夫が必要」

学ぶ人材養成を担う組織のあり方としては、特定の活

との報告がなされた。また、本ヒアリング調査では、

動に特化した組織（研究所やセンターなど）において

現状では地元である福島県内で農業高校の教員養成

行うのは適切でないことはもとより、現在の学類・大

ができていないため、福島大学における農業高校の教

学院におけるコースに設置する方法も、既存の教育研

員養成に期待していることも示された。

究分野の応用により行わざるを得ないこととなるため、
十分に目的を果たすことは難しい。このため、早期に

（５）小括

学士課程レベルの教育研究組織を新設することによ

2015 年度は、高等学校における農学系の認知や進
学意向、食品・農業生産・流通関連企業および農業

り、農業分野においても教育・研究・社会貢献の役割
を果たしていくことが福島大学の使命と考える。

生産法人などの就業動向、地域振興・農村再生に関

さらに、調査結果において示されたように、新たな

わるコーディネート機能調査、既存・新設大学農学部

学士課程レベルの教育研究組織の設置のためには、

における農学教育の実態などの基礎調査を実施した。

農業高校、自治体、関連団体などとの連携が必要不

高校進路指導者向けアンケートにおいては、福島県内

可欠であることも付言する。

における学部レベルでの農学系人材養成機能を持つ

2016 年度は福島の農業の復興・産地再生に欠かせ

組織の必要性と、その学部レベルの組織への進学意

ない人材養成に関わる組織体制、カリキュラム、教育・

向が高いことが示された。

研究施設、福島県内外の連携組織などを具体的に提

次に、福島県内の企業向けアンケートにおいては、
農学系の人材養成機能を持つ組織の必要性およびそ

示し、原子力災害を経験した福島県における農学系人
材養成組織の設置ビジョンの策定を進めている。
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６

農業が営まれており、人材育成の場にふさわしい」と

. 新たな展開へ

福島市への誘致に意気込みを見せ、既存の学類や機

2015 年６月 11 日付『福島民報』の論説には「ワイン
の産地化／やはり農学部が必要」という見出しが躍っ
た。記事では、
「東京電力福島第一原発事故に伴い避

の設置を求め決議した。

とみつかゆうけい

３月 17 日には、冨塚宥暻田村市長と長谷川元行田

難区域が設定された浜通りを中心とする 12 市町村で、

村市議会議長（当時）らが、田村市へ福島大学農学

ブドウ栽培とワイン醸造が始まることになった。被災

部を新設するよう要望した。冨塚市長は、
「田村市は、

地の復興にとって農業の再生は最も重要な要素の一

原発事故からの再生が大きな課題となっている双葉地

つ。ワインの産地化への挑戦を、県を挙げて応援した

方の結節点である阿武隈地域の中央に位置しており、

い」と述べられている。

福島県が設置した『福島県環境創造センター』との連

今般のブドウ栽培とワイン醸造は、復興庁の「新し

携により研究が行われ、福島県の最大の課題である

い東北」事業に採択され、
（一社）日本葡萄酒革進協

農業の再生を担うにふさわしい場所であること。また、

会と福島大学、山梨大学が名乗りを挙げている。2015

市内には、平成 18 年に廃止された福島県たばこ試験

年度は試験 栽培を行う農地を選び、2017 年度から、

場が在り、当該跡地は田村市の中心部に近く、その立

本格的な栽培が始まる。順調に進めば、2020 年の東

地環境や面積は新学部の学校用地として適地であるこ

京オリンピックまでにワインを製造できる。

と」を根拠に説明した。

しながわまさ と

いまむらたけ し

福島大学は放射性物質の果実への移行の調査研究

続く 29 日には、品川萬里郡山市長と今村剛司郡山

などで連携する予定で、福島・国際研究産業都市（イ

市議会議長が福島大学を訪れ、農学系学部を郡山市

ノベーション・コースト）構想の拠点施設として、福島

に設置するよう要望した。要望書には、同市に学部を

第一原発周辺に整備予定の「国際産学連携拠点」を活

設置する利点として、
「本県のほぼ中央に位置する立

用していく計画だ。

地の良さや、産業技術総合研究所福島再生可能エネ

近年都内では、東京オリンピックのための食材調達

ルギー研究所や県農業総合センターなどとの連携が容

に関するシンポジウムや学会などが増えてきており、そ

易であること」を挙げた。要望活動にはＪＡ福島さくら

こに参加する福島県の農業団体や県議会議員などのな

の赤塚誠代表理事専務と宗形義久郡山地区本部長理

かには、風評被害の払拭の一区切りとして、オリンピッ

事、橋本剛一営農担当常務理事、郡山商工会議所の

クの公式食材に福島県産材が選定されることを望む者

内藤清吾副会頭、郡山地区商工会広域協議会の渋谷

も少なくない。賛否両論あるかもしれないが、各国の

重二会長が訪れ郡山市への設置を要望した。同市の

アスリートや来日する人々に食べてもらうというのは、

要望書には、隣接する猪苗代町、三春町他、平田村、

やはり大いなる励みとなることは間違いないだろう。

浅川町、小野町、富岡町、川内村が賛同を表明している。
まき ば

この他、岩瀬農業高校や童謡「牧場の朝」のモデル

７

として有名な岩瀬牧場のある鏡石町が隣接する天栄村

. おわりに

の協力を得て名乗りを挙げている。

2016 年２月 17 日、福島市をはじめとする県北地方・

農学系人材養成組織の設置場所を巡っては、一部

相馬地域の市町村と農業・経済団体らによって農学系

の報道機関ではこれを市町村間の「誘致合戦」とはや

人材養成組織（農学類）を福島市に誘致する期成同盟

し立てる傾向にある。しかし、事態を好意的に受け止

会が結成され、福島大学に要望書が提出された。同

めるとするならば、県保有の施設や農業高校、各単位

会には市町村やＪＡ、商工会議所、商工会など 24 団

農協の協力態勢など、これほどまでに農学部設置のポ

体が賛同し、発起人代表の小林香福島市長が「県北

テンシャルが県内各地にあるということは、立地をい

や相馬は米や果物、花卉、酪農などバランスの取れた

ずれの場所にするとしても、喜ばしいことといえるので

か

48

能、福島明成高との連携などを利点に挙げ、福島市へ

き
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【食料・農業・農村】
トピック／東日本大震災の復興から農学部設置へ

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

はないだろうか。現在、農学系教育研究組
織設置準備室は具体的なカリキュラムの素案
作りの段階に入り、座学を中心とした基礎
的農学の他“地域にとびだしたプロジェクト
ひょうぼう

による課題解決型教育”を標 榜 する種々の
フィールド農学の構想などが協議されている
（図４）。
震災から営みを再建することを「復旧」や
「復興」などさまざまに呼び分けるが、福島
県が受けたダメージとそれに立ち向かった県
りょう が

民のレジリエンスはそれを凌駕するものであ
ろう。悲観するだけに留まらず、
「やるなら楽
しく」という県民性が、そこかしこで感じら
れる。そこには、震災前の在りし日を忍びつ
つ、震災以前より良くしたいという気概と覚悟がうかが
える。一度は農業界の第一線から退かされそうになっ
た危機を越え、今、福島県の農業は新境地を迎えてい
る。その扇の要に、福島大学農学系人材養成組織が
据えられること、また、それが今後 50 年、100 年の後、
日本の農学史上においても重要な役割を担う学府とな
ることを願ってやまない。

ＪＡふくしま未来の厨さんと筆者

３年目の田植えを迎えた小山ゼミ
「おかわり農園」の皆さんと小山先生（右端）

（いずれも福島大学出身）

【食料・農業・農村】
トピック／東日本大震災の復興から農学部設置へ
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食育ソムリエＮＯＷ

手仕事を軸にした食育活動で
食と農をつなぐ
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

１．はじめに

み や ざ わ

な

つ

こ

宮澤 奈津子

２．丁寧な食に対するニーズ

「和食 」 のユネスコ無形文化遺産登録などをきっか

食育ソムリエが講師となった食育講座は「食を楽し

けに、 国内でも日本食・食文化を見直す動きが見られ

む」
「農を知る」
「昔の暮らしの知恵を学ぶ」を大きな

るようになりました。 地域の食やそれを生み出す農業

柱に行っています。 特に人気のある講座は「梅干し作

を知りたいという消費者ニーズも高まっています。

り講座」や「味噌づくり講座」など、普段スーパーな

当総研では、
「食と農をつなぐ」 食育活動として都

どで出来上がっているものを購入している食材を手作

市で働く人や住民を対象とした食育活動を行っていま

りするというものです。参加者の声として「前からやっ

す。こうした活動から、国産農産物志向を高め、需要

てみたかった」
「初めて挑戦してみたが楽しかった」

拡大につながる行動変容に効果的な食育活動の要点

「自分で作ったものだから出来上がりが楽しみ」 と

を整理しました。

いったものが多く寄せられます。 普段なかなかできな
い手仕事を体験したいと思っている人がいかに多いか
が分かります。
忙しい忙しいといわれる現代の私たちの暮らしのな
かには、時短料理や中食、半調理品など、なるべく手
間を掛けずに健康的な食生活を実現しようとする流れ
がある一方で、忙しいなかでも手間暇を掛け、季節を
感じ、
「食 」 に丁寧に向き合う時間を持ちたいと考え
る人は増えています。 原料の素性が分かり、 加工、
消費まで自分が関わることができる食材。食の外部化

共同作業の楽しみ
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【食育ソムリエNOW】手仕事を軸にした食育活動で食と農をつなぐ

食育ソムリエＮＯＷ

により便利さと引き換えにしてしまったことに気付き、

ます。
「農産物は自然が育ててくれるもの、私たちは育

よい食を実践するきっかけとして、 食育活動が効果的

ちやすい環境を整えてあげるだけ」 という心の持ち方

であることが分かります。

や、 レシピどおりに正確に作ろうとする参加者に、
「ちょっとくらい違ってもそれが手作りの良さなのよ」と

３．緩やかなコミュニティーの共同作業

いうアドバイス、 機械を使わず手作業にこだわる理由

また、講座では「みんなで一緒にする」作業がとて

を「手の温かさが食材に伝わり、おいしくなる。一人ひ

も盛り上がります。 例えば、 大きなたるに入ったぬか

とり手の温度が違うから出来上がりもそれぞれ違う」

味噌をみんなでかき混ぜる、 芋から加工して作ったこ

と語るお話は、 大量生産に慣れてしまった私たちにあ

んにゃくを力を合わせて練る、 などです。 講座では、

らためて手作りの良さを感じさせてくれます。

初めて会った人同士が共同で「おいしいものを作る」

生産者の人柄に触れられる講座は貴重なのか、 受

目的に向かって作業します。 そうこうするうちにおしゃ

講生からは必ずといっていいほど「生産者の方のお話

べりも弾み、楽しい空間が出来上がります。他人同士

を聞くことができてよかった」という感想をいただきま

が家族のように、 一緒に苦しいことや楽しいことを共

す。 成熟した現代社会、 都市生活者が自然相手に仕

に感じて過ごすという意味の「同じ釜の飯を食う」とい

事をする生産者から学ぶことがたくさんあるように思い

うことわざがありますが、 食の持つ価値に人と人とを

ます。

つなぐ働きがあることが分かります。 核家族化が進み、
地域のつながりも薄くなりがちで、 生活の知恵や伝統

５．まとめ

を伝える場が少なくなった今、 みんなでおしゃべりし

機能性や栄養を学ぶことも食育として大切ですが、

ながら季節の手仕事をすることに、特別な価値を感じ

バランス良く健康的に食べて暮らすというだけでなく、

るのでしょう。

自分の口に入るものを丁寧に作り、
「食」と向き合う楽
しい時間を持つことは、生活の基礎である部分を大切
にしていると実感でき、 活力の源になるのではないで
しょうか。
手仕事を盛り込んだ食育講座は、こうした消費者の
ニーズに合致した魅力が詰まっているように思います。
食と農をつなぎ、地場食材の需要創出につながる食育
活動が全国に広がることを期待しています。

人気の手仕事の講座

４．生産者の人柄に触れる
食育講座には、 生産者を講師に招いたものもたくさ
んあります。生産の現場の苦労話、昔はこんなふうに

生産者のお話に耳を傾ける

食べていたという思い出話、心温まるエピソードもあり
【食育ソムリエNOW】手仕事を軸にした食育活動で食と農をつなぐ
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『協同組合研究誌 にじ』
2016年夏号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2016年夏号の特集テーマ

（略称：職員役割研究会）は、職員の地位と役割を

は、
「協同組合における職員の地位と役割」である。

明確にし、協同組合の理念と日常業務をつなげ、組

この研究テ ー マの座長である山梨学院大学の堀

合員と職員との関係性を高めていくための「協同組

越芳昭元教授より、次のとおり特集解題を寄せてい

合職員論」について、理論的かつ実態に即した研究

ただいた。

を行うことを目的として2015年３月に発足した。本特

各論題テーマと執筆者は表のとおりである。
『ＪＣ

集は、同研究会の最初の中間的報告である。

総研レポート』と併せ、
『協同組合研究誌 にじ』の

論考編

ご愛読をお願いしたい。
特集「協同組合における職員の地位と役割」

協同組合職員の役割研究において、協同組合理念
をどのように把握するか、理念と日常業務とのギャッ
プをどう捉えるかが重要な論点となる。

特集解題
ほりこしよしあき

山梨学院大学 元教授 堀 越芳昭
「協同組合における職員の地位と役割研究会 」
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論考編１：明治大学 教授 中川雄一郎「持続可能
なイニシアティヴ ―協同組合アイデン

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年夏号の概要紹介

れを踏まえた在籍年数別分析を通じて協同組合理

●堀越芳昭氏プロフィール
1944 年愛知県生まれ。商学

念の浸透方策のあり方を提起する。

博士（早稲田大学）。山梨学院
大学元教授・同大学院元教授。
日本協同組合学会元会長。現在、

実践編

日本大学経済学部 非常勤講師、
ＪＣ総研 特別研究員。
主な著書として、『協同組合資

実践編１：福島大学 教授 青柳 斉「協同組合連合

本学説の研究』日本経済評論社

会における理念教育の課題と新展開―

（1989 年）、『近代日本の経済
官僚』同社（2000 年）、『協

ＪＡ共済連の『理念・使命 』 実践化運

同組合の社会経済制度』同社（2011 年）、『協同組合研究の成果

動について― 」

と課題 1980-2012』家の光協会（2014 年）、『協同組合の独禁
法適用除外の今日的意義』ＪＣ総研（2015 年）などがある。

ティティと職員の役割―」
本論考は協同組合理念に関わって、1992年ＩＣＡ
大会における『ベーク報告』の「職員の参加」に関す
る問題提起を受け、①協同組合はシチズンシップを
普遍化する、②協同組合は民主主義を普遍化する、
③協同組合はコミュニケーションコミュニティーであ
る、 の３つのコンセプトから、
「多元的アイデンティ
ティ」を持つ人間としての職員の責任の主要な目的は
ちゅうたい

「個々の人たちを結びつける紐帯を強固にすること」

本論考は、協同組合理念教育における連合会の
固有の問題を踏まえて、 連合会における人材育成の
現状と課題について、ＪＡ共済連がまとめた「私たち
の道しるべ」
（
「理念 」
「使命」と日常業務との架け
橋）の策定過程および活動過程の考察を通じて明ら
かにしていく。 そして協同組合理念・ＪＡ共済事業
の使命に加えて「事業理念」あるいは事業論的具体
化（ＪＡ共済事業方式の特徴化）が求められるとす
る。
実践編２：ＪＡ全中 教育部 教育企画課長 小林康
幸「『理念を日常業務に活かす』観点

であるとする。
論考編２：龍谷大学 教授 石田正昭「協同組合理
念に基づく『全員経営』展開の課題と
方向―ＪＡ職員アンケート調査にみる
ミドル職員の地位と役割―」
本論考は、
「協同組合理念に基づく『全員経営』
の展開」が今ＪＡに求められるとして、重要な役割を
演じるのは組合と組合員との連結者としての「職員」
であり、役員と職員をつなぐ「管理職」のリーディン

からの中央会階層別教育の試み」
本論考は、 協同組合理念を日常業務に活かすた
めに中央会の階層別教育のあり方を検討する。この
階層別教育の狙いは「職場マネジメントの刷新」
、自
律創造型人材の育成に向けた「仕事を通じて自ら育
つ」職場づくりにあるとし、 理念教育との関連を論
ずる。
実践編３：ＪＡあつぎ 代表理事組合長 大貫盛雄
「ＪＡあつぎの組織・ 事業展開と人材

グ機能であるとする。また理念とそのギャップおよび

育成―組合理念とともに50年先を見

協同組合理念の浸透状況について論じ、ＪＡの「全
員経営」のあり方、人材育成のあり方について論究
する。
論考編３：ＪＣ総研 主任研究員 西井賢悟「JA職
員における『協同組合理念 』の浸透構
造と浸透促進策」
本論考は、ＪＡのアンケート調査に基づいて、協
同組合理念の職員への浸透状況、 協同組合理念の
浸透者の行動傾向、協同組合理念の浸透要因、そ

つめて― 」
当ＪＡのあらゆる場面に貫かれているのは、 組合
理念「夢ある未来へ、 人とともに、 街とともに、 大
地とともに」であり、
「組合員・先輩諸氏が築き上げ
た大切な財産を守り発展させ、 役職員一人一人が一
丸となって、農業を通して、水の大切さ、緑の大切
さを次の世代に伝えていくこと」という組合長の言葉
にある。

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年夏号の概要紹介
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実践編４：ＪＡ京都にのくに 代表理事専務 迫沼
満寿「わがＪＡにおける協同組合らし
い『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―」
当ＪＡでは、 協同組合理念が失われてきたなかで、

まえ だ けん き

ＪＣ総研 協同組合研究部 部長・主任研究員 前田健喜

近年それを克服すべき原点回帰、すなわち「協同活
動の実践を通じた事業運営」に重点を置いてきた。

ＪＣ総研がＪＪＣ、ＩＹＣ記念全国協議会の事務局

最後に強調されたのは、 協同組合の「運動面 」と

業務を受託

「事業面」の２つの関係性について、自転車の「前輪

ＪＣ総研は2016年４月より、 ＪＡ全中から委託を

と後輪の関係」に例え、
「運動面」が機能して「事業

受け、 日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）と国際協

面」につながるということであった。

同組合年記念協同組合全国協議会（ＩＹＣ記念全

実践編５：ＪＡ兵庫六甲 代表理事専務 山脇利文

国協議会）の事務局業務を担うことになりました。

「ＪＡ兵庫六甲の人材育成の取り組み
について」

ＪＪＣは、 日本の国際協同組合同盟（ＩＣＡ ）加
盟団体であるＪＡ全中、日本生協連、ＪＦ全漁連、

当ＪＡは「大地のめぐみ、 豊かなくらし、 夢ある

JForest全森連、ＪＡ全農、ＪＡ共済連、農林中央

地域……私のＪＡから」を合言葉に、あるべき姿とし

金庫、家の光協会、日本農業新聞、全労済、全国

て「農と地域に根ざした活動を通じて地域社会に貢

大学生協連、医療福祉生協連、日本労協連、全国

献するＪＡ」を目指し、 経営理念として「人・感動・

労働金庫協会、日本共済協会の15団体で構成され、

緑のまちづくり」を掲げて、 協同組合理念を日頃の

わが国の各種協同組合運動の相互の連携、 海外協

活動に活かすために種々の試みを行っている。

同組合運動との連携強化を目的に、ＩＣＡ総会・理

実践編６：エフコープ生活協同組合 常勤理事 島

事会など諸会議や世界共通の運動への参加・貢献、

崎安史「『65歳までの定年延長 』と
『同一労働同一賃金』への試み」
当生協では、
「65歳までの定年延長 」と「同一労

海外の協同組合情報の国内への提供、わが国の協
同組合運動についての海外への発信などを行ってい
ます。

働同一賃金 」を意図した人事制度を計画しており、

また、 ＩＹＣ記念全国協議会は、2012国際協同

その取り組みにおいて協同組合の理念と職員の役割

組合年（ＩＹＣ）全国実行委員会を引き継ぎ、2013

について解説する。

年５月に設立された協同組合全国組織による協議会

実践編７：福井県民生活協同組合 管理部長 内麻

です。基本的な目標として、①協同組合の社会・経

良恵「ＥＳ満足度の高い組織づくり―

済への貢献への認知向上、②協同組合の発展、③

福井県民生協・ 男女共同参画の視点

協同組合政策・制度の整備、 ④東日本大震災から

から―」

の復旧・復興を掲げ、情報発信、学習・交流活動、

本論考は、 職員満足度の高い組織づくりに向け
た取り組みの実践報告である。職員の満足度を高め
ることによって職員がイキイキと能力を発揮し、やり
がいを感じながら仕事に向き合えるようになるとする。

子どもや若者に協同組合を伝える取り組み、東日本
大震災からの復興支援などに取り組んでいます。
これら協議会の事務局業務はこれまでＪＡ全中が
担ってきましたが、今後は協同組合全体に関わる調
査・研究を行い、知見とネットワークを持つＪＣ総研
が担うことにより、 会員の協力を得つつ現状を超え
た事務局体制強化を図っていくことを目指しています。
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【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年夏号の概要紹介

メーデー中央大会へのブース出展

携を深めるための日本・韓

ＩＹＣ記念全国協議会は2016年度からの３年間

国・中国への歴訪の一環と

において４つの基本的目標のうち「協同組合の社会

して、５月15 ～16日に来日し

的貢献に対する認知向上」を重点とすることを定め、

ました。バル・アイヤーＩＣＡ

ブースの前で来場者にアンケートを
実施

アンケートをきっかけに来場者とや
り取り

会員有志による「情報

アジア太平洋地域事務局長

発信チーム」を設け、

も同行しました。

協同組合に関する情

ＪＪＣでは、 ルルー会長来

報発信の企画・ 実践

日の機 会を活かし、15日に

を行うこととしました。

東京において日本協同組合

ＩＣＡ連携セミナーで
講演するルルー会長

情報発信チ ー ムに

学会との共催で会長の講演会「ＩＣＡ連携セミナー」

よる最初の企画が４

を開催（約70人参加 ）
。16日午前には会長を福島に

月29日のメ ー デ ー中

お連れし、 ＪＡふくしま未来の取り組み視察、 ＪＡ

央大会（東京・代々木

および「地産地消ふくしまネット」
（福島県の協同組

公園）へのブース出展

合連携組織 ）との懇談会を行いました。

です。 協同組合の震

16日午後には東京でルル ー会長とＪＪＣの懇談会

災復興をテーマとする

を実施、さらに同日夕方、会長はアイヤー事務局長、

パネル展示、 協同組

奥野長衛ＪＡ全中会長、浅田克己日本生協連会長と

合の取り組みを紹 介

ともに森山

するタペストリー展示

した。

農林水産大臣への表敬訪問を行いま

やチラシ配布を行いま

ルルー会長は、視察した福島をはじめ日本の協同

した。また、パネル状

組合の取り組みに感銘を受け「こうした素晴らしい

のアンケートを用意し、

取り組みを世界に発信すべき」と述べ、 さらに、 Ｂ

「協同組合を知っていますか」
「この団体（ＪＡ、 生

20（Ｇ20各国の民間企業代表による会議）など重要

協など各種協同組合を列挙 ）を知っていますか」と

な国際会議へ

いう設問を提示し、 来場者にシールを貼って答えて

の協同組合の

もらい、いろいろなやり取りをしました。

積極的な参加

短期間の準備のなか協力して出展を実施し、来場

やソーシャル

者に協同組合について訴えることができました。 ま

メディ アを活

た、 来場者に対して何を求めるか（協同組合を知っ

用した情報発

てください、 応援してください、 利用してください、

信について、

など ）を明確にしておくことの必要性、 来場者（今

その重要性を

回の場合は、 労働組合の組合員が中心 ）に合わせ

繰り返し強調

た説明の必要性など、来場者とのやり取りを通じて、

しました。

JA ふくしま未来および地産地消ふくしま
ネットとの懇談会

協同組合についての情報発信の課題が認識されたこ
とも大きな成果でした。
ＩＣＡルルー会長来日への対応
2015年11月の総会でＩＣＡ会長に選出されたモニ
ク・ルルー会長（カナダ出身）が、ＩＣＡ会員との連

森山

農林水産大臣 ( 中央 ) への表敬訪問

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年夏号の概要紹介
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“目標管理”再考 その３
〜コンプライアンスと企 業 ・ 組 織の存 在 意 義 〜
ＪＣ総研 経営相談部 人事コンサルチーム 主任研究員

こう

だ

りょう す け

幸田 亮介

“目標管理”再考の最終回として、本号ではコンプラ

いるが、そのためにコンプライアンスには“負”のイメー

イアンスの観点から“目標”
（objectives）についての再

ジが伴いがちである。企業・組織のコンプライアンス担

考を試みたい。

当者は、一般社員・職員からは風紀係のイメージで見
られるようになった。また、
「法令遵守」を意識し過ぎる

１．一連の企業不祥事とコンプライアンスの流行が

ゆえに、役職員・社員が、後ろ向き・思考停止・無難な

もたらしたもの

対応になる傾向が強くなった、ともいわれている。

コンプライアンスという言葉が使われるようになった

しかし、法律家や研究者の意見を総合すれば、
「コ

のは、おおむね 2000（平成 12 ）年以降、企業不祥事

ンプライアンス＝法令遵守」は極めて狭義の解釈でしか

が相次いで発覚し、社会問題化してからのことである。

なく、本来の意味はかなり広範な概念を含むものと考え

同年の雪印乳業脱脂粉乳食中毒、三菱自動車リコール

られる。コンプライアンスは、広義には、企業・組織の

隠し、翌年の雪印食品牛肉偽装などの事件が初期の発
生例として挙げられ、その後も、賞味・消費期限偽装、
保険金不払い、偽装請負などの企業不祥事が続発した。
コンプライアンスという言葉はマスコミによって「法令遵
守」として流布され、企業もコンプライアンス対策に取
り組むようになり、その結果、コンプライアンスは日本
語として完全に定着することとなった。
コンプライアンスという言葉が流行し「法令遵守」とし
て市民権を得たことで、企業活動を中心に以下のような
変化が生じ、現在に至っている。
○“企業・業界の常識”が通じなくなった（食品偽装、
賞味・消費期限偽装など）
○「バレなければ問題ない」が通じなくなった（内部告
発、公益通報者保護法）
○「法令を知らない」では済まされなくなった（法的無
知＝罪）
○経営者が、本来言うべきことを言わない、すべきこと
をしないことが許されなくなった（善管注意義務違反）
２．コンプライアンスの本来の意味
コンプライアンスは一般に「法令遵守」と翻訳されて
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【人事管理】“目標管理”再考 その３
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社会的存在意義の証明であり、図のような構造を持つ概

●●●●●

人 事 管 理

３．変わりつつある株式会社

念である。まず、Ａ：法令遵守（狭義のコンプライア

コンプライアンス意識の高まりとともに、株式会社の目

ンス）とＢ：企業（業界）内ルール遵守は当然のことと

的や利害関係者も変化しつつある（表）。協同組合陣営

される。しかし、これだけでは不十分であり、ＡとＢで

から株式会社の目的を語る場合、一般に営利目的（利潤

はカバーしきれないＣ：モラル（倫理）
・社会規範遵守、

の追求）とのみ表現され、
（協同組合が株式会社よりも

さらには、ピラミッドの最上階にある、Ｄ：経営理念の

高尚であるかのような響きも込めて）協同組合の非営利

追求・実現ができて初めて、当該企業・組織がその存

目的と対比されることが多い。しかし、コンプライアンス

在意義を証明できる（コンプライアンスを全うする）とさ

の本来の意味を踏まえれば、株式会社もその社会的存

れる。

在意義の証明が強く求められており、この点で、農協が

このうち、ＣとＤの境界はやや不透明であるが、Ｃ

置かれた状況（私益・共益の共助組織から公益・他助に

は世間一般の常識・良識に外れないことに近く、Ｄは

一歩踏み出した：前号＜ VOL.37 ＞参照 ）と大きな相違

企業として積極的に経営理念を追求・実現する、という

は見いだせなくなっている。株式会社の営利目的を根拠

文脈で語られることが多い。ＣとＤの事例としては、船

に、株式会社が農業に直接参入する場合のデメリット（採

場吉兆食べ残し使い回し事件（2008 年）が挙げられる。

算が取れなくなると農地を荒廃させて撤退するなど）を

これは、同店がお客さまの食べ残し（お手つかず）の

強調した“株式会社悪玉論”が語られることが多いが、

料理を使いまわしたことが発覚し、社会的な糾弾を受

（少なくとも）上場している株式会社の場合、営利追求の

けた後、廃業に追い込まれた事件である。お客さまの

ためだけに企業活動をすることは今日では考えられない。

食べ残しの料理を別のお客さまに出すことを禁じる法令

なぜならば、常識・良識、あるいは当該企業の社会的

も業界ルールもないのでＡ・Ｂ違反ではないが、そもそ

存在意義に照らして明らかに相反する企業活動は、自

もそのような規範がないということはそういうことをする

らを否定し、存在そのものを揺るがすことになることを、

はずがないという常識・良識で判断できる事象である

株式会社は十分に認識するようになったからである。こ

から、Ｃ違反は間違いない。さらに、高級料亭という、

のような株式会社の変化を無視することはできない。

洗練された内外装・雰囲気・従業員教育・料理によって
お客さまをもてなす、
“ハレ”の場を提供することを経営

４．農協にとってコンプライアンスを全うすること

理念として掲げる飲食店が、経営理念に反する、その

農協にとってコンプライアンスを全うすることとは、第

存在意義を自ら否定するような行為を行ったため糾弾さ

一義的には、組合員への最大奉仕という農協の目的を

れた、すなわちＤを全うできなかったと解釈することが

追求・実践することである（前号参照）。農協は、株式

可能であろう。

会社を批判する前に、自らの存在目的をあらためて確
認し、目的に沿った事業活動を実践しなければならな
い。そうでなけれ
ば、 その 社 会 的
な存在意義を失う
ことになるのであ
る。これこそが、
現在取り組み中の
「農協改革」の核
心的関心事項とい
えよう。

【人事管理】“目標管理”再考 その３
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ＪＣ総研 2015年度
「労働法務に関する相談」結果のまとめ
ＪＣ総研 経営相談部

労働法務チーム

ＪＣ総研では、法務問題と人事管理の実務に関する

年度 58 件）
、賃金・退職金関係が 55 件（前年度 53

各種相談事業の１つとして、人事・労務にかかる「労

件）
、パート労働関係 48 件（前年度 68 件）が続いて

働法務に関する相談」でＪＡやＪＡ中央会などからの

います。

電話などによる相談に対応していますが、このたび、

相談内容を分析すると、労働時間適正管理対応、

2015 年度「労働法務に関する相談」の受け付け概要

時間外労働や休日労働の割増賃金支払上の留意事項、

を取りまとめました（図）。

未払い残業代対応など、厚生労働省労働局・労働基

2015 年度（2015 年４月～ 2016 年３月）の総受け付
け件数は 553 件で、前年度 470 件に比べ大幅に増加

準監督署が重点課題として取り組んでいる事項につい
ては、引き続き相談が寄せられている状況にあります。

しました。これは、2015 年 12 月施行の改正労働安全

また、パート労働関係の相談は 48 件で、前年度（68

衛生法対応のストレスチェック制度の実施があることか

件）に比べると減少していますが、ＪＡの職場における

ら、メンタルヘルス関係の相談件数が大幅に増加した

パートタイマーなどの有期契約労働者の雇用管理は引

他、労働時間管理関係、賃金などに関する相談件数

き続き大きな問題であると想定されます。内容は、パー

も増加したためです。

トタイマーなど有期契約労働者の無期転換対応や雇止

相談項目別では、メンタルヘルス関係が 98 件（前年
度 22 件）で、次いで、労働時間管理関係が 88 件（前

めの際の使用者としての法的留意点などの相談が中心
となっています。
この他、就業規則の変更の対応
方法、高年齢者再雇用への対応な
どの相談が寄せられています。
ＪＡ合併に伴う賃金・退職金制
度の変更などの相談も例年どおり
寄せられています。
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◆

「2016 年度労働問題弁護士相談」の実施について

ＪＡ、ＪＡ中央会・連合会およびＪＡ関連団体では、

労働条件の変更、パートタイマーなどの有期契約労働

組織変革や事業体制の整備、再編成が進められてお

者の処遇問題、出向・転籍などの雇用調整対策、組

り、組織の変貌が続いています。これらに応じて、人

織改編に伴う人事管理・処遇問題など、人事管理制度

事管理制度も変革が進展しつつあります。このような

をめぐる根幹の問題、また日常的に生じる賃金・労働

状況のなかで労使間・職場にはさまざまな問題が生じ

時間、メンタルヘルス・労災問題、懲戒処分、雇止め・

ており、当総研においては、これらの懸案事項の解決

解雇など個別的な労働関係事項、さらには労働組合と

策の一環として、労働問題専門の弁護士である中山慈

の団体交渉、労働協約など集団的労使関係から生じる

夫氏による相談の機会を「弁護士相談」として設置し、

問題など、幅広い事項について応じることが可能です。

相談業務を実施しております。

このような弁護士相談制度をご活用いただき、迅速・

ご相談いただく内容としては、正職員の賃金などの

適切な対応に取り組まれますようご案内申し上げます。

「2016 年度労働問題弁護士相談」の相談をご担当していただく
● 中山慈夫

《経

《役

おとこざわ

弁護士（中山・男澤法律事務所所長）の略歴

歴》 1975 年３月

早稲田大学法学部卒業

1978 年４月

弁護士登録（第一東京弁護士会）

1987 年４月

中山慈夫法律事務所開設

2005 年４月

中山・男澤法律事務所に改称

職》 1993 年〜

経営法曹会議常任幹事

1997 年４月～ 1999 年３月

法政大学社会学部非常勤講師（労使関係法）

2000 年４月～ 2003 年１月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2004 年４月～ 2007 年３月

東京大学法科大学院客員教授（労働法 実務家教員）

2009 年７月～ 2013 年７月

経営法曹会議事務局長

《主な著書》
    『労働法実務ハンドブック
（第３版）
』
（編著）中央経済社、2006 年／『Ｑ＆Ａ 解雇・退職
トラブル対応の実務と書式』
（編著）新日本法規出版、2010 年／『就業規則モデル条文
（第３版）―上手なつくり方、運用の仕方』経団連出版、2013 年 ／『 ジ ュ リ ス ト 増 刊
実 務に効く 労 働判例精選』( 共編著）有 斐閣、2014 年／『2015 年改正派遣法解 説』
( 監修）経 団連出版、2015 年／など多数
【ご相談を希望される方は、電話またはＦＡＸにてお申し込みください】
電話：03―6280―7253
FAX：03―3268―8761
担当：ＪＣ総研 経営相談部

渡邊、川島、高林

【労働法務】ＪＣ総研 2015年度「労働法務に関する相談」結果のまとめ

ＪＣ総研レポート／2016年 夏／VOL.38

59

ファーマーズマーケット戦略研究会
現地研究会報告「香川・愛媛編」
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

あ

だち

ひで

や

安達 秀哉

ファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ戦略研）で

愛媛県内には全国有数の大型直売所が多数ありま

は、2016 年３月７日にＪＡ香川県のファーマーズマー

す。
「周ちゃん広場」は、2006 年３月にオープン。2013

ケット「讃さん広場」、翌８日にＪＡ周桑の「周ちゃん

年には増築し、売り場面積を 1607㎡（本体部分＋花卉

広場」とＪＡおちいまばりの「さいさいきて屋」を視察

売り場）に拡大しました。伸び伸びと広くて、品揃えも

しました。

豊富、品数も多くて買い物しやすい、という印象を受

か

き

かんきつ

けました。季節柄贈答用の柑橘類がたくさん並んでい
香川県内には、大小 30 前後の産直市がありますが、

ます。いくつか試食してみましたが、どれを買ったらい

「讃さん広場」は、県内初の本格的なファーマーズマー

いのか本当に迷ってしまいました。ＪＡのオリジナルブ

ケットとして、2014 年 10 月にオープンしました。讃さ

ランドや提携ファーマーズマーケットで共同開発したＰ

ん広場の入り口に試食コーナーがあります。試食コー

Ｂ商品もたくさん並んでいました。

ナーを囲むテーブルの上には試食用のプレートが並び、
プレートごとに出荷者の名前が書いてあります。同じミ
カンでも、酸味が強かったり弱かったり、また、買う
人によって好みが分かれることはよくあることですが、
試食をすれば、これだ、という商品に確実に巡り合う
ことができます。ところが、生産者の名前が分かっても、
その品物が売り場のどこにあるのか、すぐには分かり
ません。讃さん広場では、風船の色でどこにあるのか
を調理スタッフが教えてくれます。実は、売り台ごとに
色違いの風船を掲げてあるので、一目瞭然なのです
（写
真をご覧ください）。

周ちゃん広場

ＪＡおちいまばり「さいさいきて屋」のユニークな取
り組みは、常日ごろマスコミにも大々的に取り上げられ
るので、買い物客だけではなく、全国からの視察希望
者も引きも切らないとのことです。
直売所の売り場面積は約 1858㎡で、地元今治産の
野菜・果物の他に、牛肉・豚肉・鶏肉、おちいまばり米、
それと瀬戸内海で捕れる鮮魚と、商品構成は多彩です
が、なかでも、魚の品揃えが豊富で、活気があります。
讃さん広場
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新技術・新品種の実証農園である「さいさい農園」、
【ＦＭ】
ファーマーズマーケット戦略研究会 現地研究会報告「香川・愛媛編」

体験型市民農園、学童農園（学童水田）、地消レスト
ラン「彩菜食堂」、クッキングスタジオの他、加工施設
やカフェの「ＳＡＩＳＡＩＣＡＦＥ」と、たくさんの施設
があります。
ＪＡおちいまばりは、３月７日今治市の下朝倉支店
に、カフェ、食堂、生活店舗機能を備えた複合型新店
さいさい

舗「彩咲あさくら」をオープンしました。直売所にコン
ビニ、金融窓口、カフェがあり、農産物だけではなく、
魚介類、精肉類、酒類・飲み物、お菓子、生活用品
も販売しています。下朝倉支店管内では、スーパーな
ど小売店舗が撤退し、ＪＡの小さな購買店舗だけとい

ＦＭいよっこらの焼き鳥売り場

う状態だったので、地区住民の利便性を高めるため、
複合店舗の新設に踏み切ったとのことでした。

ＦＭいよっこらの 100 円野菜コーナー

ＪＡ愛媛たいきのファーマーズマーケット「たいき産

ＳＡＩＳＡＩＣＡＦＥ

あい

今回の現地研究会では、特別にオプション企画を組
みました。

な

直市 愛たい菜」は、松山自動車道の大洲ＩＣを降りて
すぐのところにあります。温泉入浴施設を含めＪＡの関
連施設が１カ所に集まり、さながらアウトレットモール

おひさまいち

ＪＡえひめ中央の「太 陽市」は、ＪＲ松山駅から

の様相を呈していました。お客さまのなかには、この

600 ｍくらい離れた街中に立地する典型的な都市型店

施設内で１日過ごされる方もいらっしゃるとのことでし

舗です。精肉・鮮魚の取り扱いもあるので、夕方になっ

た。

てもお客さまが途切れることがないそうです。
ＪＡ全農えひめの子会社ＪＡえひめアイパックス（株）
のファーマーズマーケット「ＦＭいよっこら」は、伊予
市近郊の住宅地のなかにありました。愛媛県の名産品
の「じゃこ天」やイカナゴがたくさん並んでいましたが、
ここの本業はお肉屋さんです。おいしそうな焼き鳥の
ばんかん

種類も格段に豊富でした。折しも晩 柑類の最盛期で
したが、ご当地名産の伊予柑がビニール袋にいっぱい
入って、たったの 100 ～ 200 円。果物だけではなく野
菜の 100 円コーナーもあります。
「ＦＭいよっこら」で
は、とにかくなんでも値段が安いことに驚きました。

たいき産直市 愛たい菜

【ＦＭ】
ファーマーズマーケット戦略研究会 現地研究会報告「香川・愛媛編」 ＪＣ総研レポート／2016年 夏／VOL.38
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

2015年12月1日より、 改正労働

部下のストレス対応のために「職

つかり合いもあり、 ストレスに

安全衛生法により、従業員50人以

場でのメンタルマネジメント＆ス

どっぷり浸かり切り離せない状況

上を有する事業所は、全員に対し

キルアップ」をテーマにしていま

です。しかし、人々は、そんな環

て「ストレスチェック」の義務化

す。時代の微妙な変化や要望に適

境をよそに、逞しく力強く今を活

を実行することになりました。

応して毎年企画の見直しを図った

き活きと生きているのです。そこ

り、加筆修正もしています。

にストレス克服の知恵があるので

たくま

全国各地のＪＡも例外なく対象

ストレス源は職場ばかりとは限

になると思います。50人に満た

りません。私生活でもあり得るも

ない事業所は、当面は努力義務と

のです。しかし、ストレス源は分

ＫＡＳＨＭＩＲ（カシミール）の

なります。また、主に産業医によ

からなくても、職場ではストレス

７つの知恵で職場文化を築き上げ

る実施となります。

にむしばまれてくると決まった兆

ていきましょう。

この制度を、ただ単に受け入れ
て実施だけしていればよし！

と

す！

候が現れてきます。それに気が付
けば素早い対応ができるはずです。

Ｋ:

する企業姿勢では、時間と費用そ

職場の仲間全員が、 お互いの

ストレスやメンタルについての

して労力を無駄にしているとしか

「心の健康と兆候 」 に関心を抱く

きちんと整った基礎知識が必要で

思えません。せっかくなら積極的

ことが重要です。そうすれば職場

す。思い込みや何となく……では

な取り組みによってＪＡ好転と躍

が思いやりの雰囲気で満たされる

なく、分かっていることが重要で

進のきっかけにしたいものです！

でしょう。

す！

ＪＡ神奈川県中央会では、ＪＡ

「ＫＡＳＨＭＩＲ（カシミ ー ル ）

職場と家庭では本人の責任も自

の活性化を目指して、いち早い取

の知恵」が、職場からストレスを

覚も異なります。病院内での指導

り組みをしています。マネジメン

取り除きます。

をそのまま職場に持ち込んだとし

ト研修として上級管理職に「部下
を育て、部下を本気にさせ、部下

て、果たして有効でしょうか？
カシミール地方はインド、中国、

病院では自己のみの回復第一です。

を活かす」実践企画の講座があり

パキスタンの国境問題の紛争地帯

職場では、仕事成果が加わります。

ます！

であり、ストレスが渦巻き状態に

状況が違えば同じ刺激でも心理影

なっているところです。宗教のぶ

響は異なります。基礎知識の原理

管理職自身はもちろんのこと、
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KNOWLEDGE（知識）
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【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（18）】新制度ストレスチェック-Ⅱ

原則が基本となり自分を活かす応
用範囲が拡大するのです。
Ａ:

像さえつかない高嶺の内容でも、

いなど、さまざまにより良い当た

目指せば近づいていくもの。その

り前を職場に定着させてしまえば

時、意欲は湧いてくるのです。

ATTITUDE（心的態度）

よいのです。あなた１人から始め

積極的、自発的な取り組みへの

たら必ず２人目が現れてきます。

姿勢です。
「頑張ります」 ではな
く、
「成し遂げます！」 という力
強い自覚です。
心の態度は周囲の影響を受けま
す。それを自分のチャンスやアド

たか ね

支え合い、認め合い、分かち合

Ｒ:

RAPPORT（心的交流）

相手との絆です。どのような関
Ｍ:

MAIN（主要）

係を相互につくり出していくか。

得意な技を持つことです。個性

職場は１つの目標達成のために各

を象徴するNo.1だと誇れる専門的

部署各人に課題を与え、積み重ね

分野を持つことです。

て統合してこそ成果を得ることが

バイスとして受け止めること、そ

趣味でも構いません。仕事上の

できます。その絆を確固たるもの

れを行動に切り替えることです。

ものならなおさらよいでしょう。

にすることで「共に生きる」こと

肯定的な行動力がなければ生み出

自分を支える力強い裏付けになり

になります。

される成果もありません。

ます。
ストレスチェック制度をきっか

Ｓ:

Ｉ:

SKILL（技術）

IDEAL（理想）

やり方であり方法論です。努力

今、頑張っていることで得られ

と成果の因果関係をきちんと計画

る未来の姿です。自分と共に生き

的に成すためのやり方です。種々

ている方々と職場、地域、家庭、

の事例から改善し、模倣から改良

生活様式などの自分のなりたい生

し、協力者と共に補い合う手段を

き様を描くことです。現状では想

けにして「心の真実」を職場に満
ちあふれさせていく好機にしま
しょう。

磨くことです。個性
ある技術力は固定し
停滞することなく柔
軟に進化発展し続け
るものです。ストレ
スをパワーに転換す
るスキルを、職場で
も私生活でも活用す
ればできるものです。
Ｈ:

HABIT（習慣）

すべてを１人でや
り切るのは、経験的
にも難しさがありま
す。だからチームで
やっていくことを日
常で当たり前のこと
にしてしまえばよい
のです。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（18）】新制度ストレスチェック-Ⅱ
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企

画

総

ＪＣ総研の業務遂行力の強化に向けて
〜「中期三か年計画（平成28 〜 30年度）」を決定〜
ＪＣ総研 企画総務部

ＪＣ総研では、平成 28 年３月 24 日に開催した

業務受託で対応、今後を見据えたニーズ先取

平成 27 年度第３回臨時総会において、
「中期三か

り的課題については基礎的調査・研究を継続・

年計画（平成 28 ～ 30 年度）」
（以下、中期計画）

深化。
④調査・研究機能とセミナー・コンサル機能を

を決定いたしました。
情勢認識と当総研の使命達成に向けた方向性を
整理した上で、今後３カ年の重点実施事項などを

併せ持つという特性を生かした総合的機能の
発揮による業務展開。

定めた中期計画の概要について、ご紹介いたしま
２．３カ年の重点実施事項

す。

上記を踏まえ、次の５項目を重点実施事項として
１．情勢認識と使命達成に向けた方向性
中期計画の対象期間である平成 28 年度からの

①農協法改正などを踏まえた調査・研究と発信。

３カ年は、
「農協改革」の議論を踏まえたＪＡグルー

特に総合事業性と准組合員制度の確保のため

プの自己改革の具体的実践が展開されること、ま

の実態調査と組合論・制度論などの研究。

た、第 27 回ＪＡ全国大会決議あるいはＴＰＰ（環

②ＪＡ全国大会決議を踏まえた、農業・地域づ

太平洋パートナーシップ協定）による影響など、今

くり・農協のあり方などに関する調査・研究。

後の農協など、協同組合の基本的あり方や農林水

農業者の生産・所得拡大に資するファーマー

産業の維持・拡大と地域社会の活性化に関して、

ズマーケットの、運営改善支援や食育を通じ

極めて重大な転換期になると考えられます。

た農協の地域貢献策への支援。

そのようななか、当総研としては、ＪＡグループ

③協同組合にふさわしい職員のあり方とそれを

と各種協同組合のシンクタンクとして、農林水産業・

踏まえた人材育成などの検討。農協のニーズ

地域社会・協同組合などの調査・研究およびセミ

を踏まえた人事労務管理の運営改善支援。

ナー・コンサルの実施と、それら成果の内外への

④新たな全中の機能・組織・財政にかかる今後

発信により、農協など、協同組合組織の健全な発

の議論を踏まえた、当総研の機能・組織・財

展に資するという目的意識に立脚し、これら諸課

政のあり方の検討。

題に対応していくことが基本的使命であると考えて

⑤以上の計画を実施していくための、収支基盤
と業務遂行体制の強化。

います。
そのため、次のような当総研の特性（強み）を最

これらの重点実施事項について、当総研の各部

大限に発揮する方向で、その達成を図っていくこと

門が一丸となって取り組むとともに、外部研究者と

といたします。

のネットワークの拡充、他の協同組合系シンクタン

①組合員・単協や地域社会など、現場主義に基
づく課題設定・研究手法などによる業務展開。
②会員のニーズと情勢の変化を見通したテーマ
③会員の業務に直結した個別ニーズについては
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クなどとの連携強化により、業務遂行力を強化して
いきます。
なお、期間途中で著しい情勢の変化があった場
合などは、的確にその状況に対応するため、必要

設定。
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実施していきます。

に応じた見直しを行います。

【企画総務】ＪＣ総研の業務遂行力の強化に向けて

務

編 集 後 記

「世界的なスポーツイベント」。今夏、南アメリカで行われるスポーツ大会の名称をオフィシャルスポンサーではない企業が広
報誌などで表現するときに使った言葉です。奥歯にものが挟まったような歯がゆい表現ですが、多額の契約金を支払ったオフィ
シャルスポンサーの権利を守るべく該当イベントの組織委員会がお目こぼししてくれた表現だったので従わざるを得ません。
テレビや新聞ではそんなまだるっこい表現をしていないよといわれるでしょう。それは「報道」だから許されるのであっ
て、例えば、以前関わっていた趣味系雑誌ではカタカナ表現したらアウト、漢字なら大丈夫と都市伝説のようにいわれていま
したが、それも 10 年以上前から基本アウトに。
今号（VOL.38）の特集撮影のためにキヤノンＭＪ（株）から望遠ズームレンズ『EF70-200mm F4L IS USM』をお借りしまし
た。空気感も表現する切れのよい写真が撮れた好印象はさておき、同社に 1970 年代半ばに開催された「世界的なスポーツイ
ベント」の公式カメラ認定取得にまつわる経緯を伺ったことがあります。勝因の１つは取得活動をしていたアメリカ支社に権
限が与えられていて、逐一本社にお伺いを立てる必要もなく、スピーディーに交渉を行えたことがライバルとの差になったと
聞きました。図らずも特集の実践報告でＪＡおちいまばりの渡部浩忠さんが語られた「意思決定のスピードアップ」とつな
がったのです。ビジネスでは最前線でスピーディーに解決していくことによって成功につながった事例が数多くあります。
見習うべきことは多い。そう思って身近なところから素早く対応し、やれることはちゅうちょなく素早くやる……と心に
誓ってランチメニューを即決！ ……オレって脳みそ筋肉系!?

（編集スタッフ 加藤文英）

子どものころ、私の一番の好物は「マカロニグラタン」だった。ファミリーレストランなどはまだなかった時代、外食とい
えば月に１度連れていってもらう、都心のデパートの最上階にある大食堂だ。ガラス張りの棚に並べられた、ロウでできた本
物そっくりのメニュー見本のなかに、独特の形をしたグラタン皿を見つけたときのあの嬉しさ。王道のお子様ランチにする
か、大好物のグラタンを選ぶかは、幼い私にとって大問題で、なかなか決められずに、食券売り場の列に並ぶ母から「早くし
なさい」と叱られたのも懐かしい思い出だ。最近はあまりお目にかからなくなったが、たまさかあのグラタン皿を見かける
と、当時のわくわくした気持ちがよみがえる。
大好きなグラタンだが、１つだけ不満があった。それは「なぜグラタンにはご飯が入っていないのか」ということ。エビと
チーズの旨みがたっぷり染み込んだ、濃厚なホワイトソースをご飯にかけて食べたらさぞかしおいしいだろう。私は「ご飯入
よだれ

りグラタン」という幻のメニューを想像しては涎をたらしていたものだ。だから「ドリア」なる料理の存在を知ったときは、
まさに驚天動地！ 世の中には、私と同じことを考えてくれる人がいるんだ〜、といたく感激したことを覚えている。
「自分は知らなかったが、実はずっと前から存在していた」ということを、よちよち歩きの研究者である私は、仕事上でも
年中経験する。例えばある「仮説」を思い付くとする。我ながらこれはすごい発見だと興奮するが、ちょっと調べるとなんの
ことはない。とうの昔から「常識」として存在していることだったりして、単なる自分の勉強不足だということが判明する。
「誰にも話さないでおいてよかった〜」と、独り顔を赤らめながら、ほっと胸をなで下ろす。いつか誰かの役に立つ研究がで
きればいいなと密かに願いながら……。
ちなみに、料理がらみではもう１つ思い出がある。少し硬くなった食パンに卵を浸してバターで焼いてみたところ、美味な
ことこの上ない。この「発明」を早く誰かに伝えなければと息巻いていると、台所をのぞきに来た母がこともなげに言った。
「あら、フレンチトースト作ってたの？ どうりでいい匂いがしてると思ったわ」̶̶ 世界は私の知らないことで満ちあふ
れている。

（ 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。
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No.1

企業の農業参入

地域と結ぶ様々なかたち

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

No.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

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

榊田 みどり・和泉 真理 著 鈴木 宣弘 監修

地域サポート人材による農山村再生

No.3

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

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

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

シャルビジネス」による農山村再生を展望する。

No.14

水田利用の実態

移住者の地域起業による農山村再生

No.5

筒井 一伸・嵩 和雄・佐久間 康富 著 小田切 徳美 監修

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

No.6

「食」と「農」を結ぶ

系」の可能性を検討する。

心を育む食農教育

森 久美子 著

No.15

ヨーロッパ農業の多角化

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

それを支える地域と制度

和泉 真理 著 市田 知子 監修

ＥＵの直接支払制度と日本への示唆

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

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著 星 勉 監修

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

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

No.9

廃校利活用による農山村再生

や制度を紹介する。

最 新 刊

No.16

中山間直接支払制度と農山村再生
橋口卓也 著 小田切徳美 監修

岸上 光克 著 小田切 徳美 監修

No.10

農村女性と再生可能エネルギー

「中山間直接支払制度」が開始され
た当時、この制度がいろいろな画期
的な仕組みを持っていたこともあり、

榊田 みどり・和泉 真理 著 岸 康彦 監修

注目され期待が集まった。同制度の
実施に至る経過を振り返りつつ、実績

No.11

農業収入保険を巡る議論

の推移について確認する。その上で、
制度実施を期に活性化活動に本格的

我が国の水田農業を考える

に取り組んできた３つの地区を事例

星 勉・吉井 邦恒・鈴木 宣弘・姜 薈・石井 圭一・安藤 光義 著

として紹介し、いかなる教訓が得られ

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

るのかを検討する。

であろう
「収入保険制度」について検証する。
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