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表紙デザイン・イラスト／ 室井

秀則

2016 年４月から改正農協法が施行さ
れたが、引き続き「農協改革」の名のも

（２）なぜ法人税は株式会社より軽減さ
れるのか

とにさまざまな攻撃が仕掛けられてい

法人税の軽減は「規模の小ささ」
「公

る。政府側の考えの背景には、協同組

益性」
「共益性」などの考え方によるが、

合と株式会社、他業態とのイコールフッ

協同組合の場合は、組合員中心の事業

ティング、協同組合に対する優遇措置は

展開という「事業機会の制約」による共

廃止しなければならないということがあ

益性に基づくものと考えられる。

る。そして、協同組合の特質を無視し

また、協同組合は個人経営の延長とし

ようとする意図的な無理解、社会運動

て捉え、組合員への配当は組合の費用

にも取り組む協同組合に対する嫌悪感、

と見なされ、組合員個人の収益に対し所

利益を追求する株式会社優位論が根底

得税が課せられるという世界が基本で、

にある。

配当して残ったものへの法人税は軽減す

われわれ協同組合の仲間は、こうした
今の日本の政治状況における、協同組
合に対する攻撃という危機認識を共有し
て闘っていかなければならない。
以下の３点について協同組合の持って
いる性質、原則から導き出された、他業

るという論理に基づくものと考えられる。
（３）なぜ員外利用は認められるのか
協同組合は組合員が「出資」
「事業利
用」
「運営参画」する、三位一体が基本
である。ではなぜ、員外者が事業利用
してもかまわないのか？

態や株式会社と違って当たり前の考え方

員外利用が「組合員の利用に支障を

を、しっかり論証していくことが重要で

及ぼさない」と考えられる事業、つまり

ある。協同組合の持っている特質を組

利用する組合員を限定することに意味の

合員みんなで共有し、外の世界にも発信

ない業態においては、員外利用規制は

していかなければ、意図的な無理解の

措置されない。この場合、法人税の軽

壁に基づく協同組合に対する攻撃を破る

減措置もない、というのがＥＵなどの協

ことはできない。

同組合の実態であり考え方である。

（１）なぜ独禁法の適用除外なのか

組合員の利用に支障を及ぼす可能性

協同組合における共同購入や共同販

があると考えられる事業、つまり利用す

売などの共同経済行為は、市場経済に

る組合員を限定することに意味がある業

おける独占を排除することを本旨とする

態については、員外利用規制が措置さ

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に

れ、この場合には法人税の軽減が措置

関する法律（独禁法）
」の適用除外であ

される。

る。共同経済行為の適用除外は、適用

こうした協同組合にとって基本的な問

除外法や個別法によるものではなく、独禁

題に対する具体的な現場の検証や、株

法本体によるものである。独禁法の「事

式会社と異なることに対する論証、数値

業者間の公正かつ自由な競争を維持・促

による分析評価などを通じて協同組合

進する」という目的との共通性によるもの

組織の内外へ理解を広げる取り組みを

ＪＣ総研

であり、独禁法にとって協同組合の適用

行うことが、協同組合への攻撃を跳ね返

代表理事理事長

除外は付随的なものではなく、必要不可

すために極めて重要である。

ふ

じ

し げ

お

冨士 重夫

欠な規定となっているのである。
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組合員の願いと農協経済事業
〜課題解決検討モデル・プロセスの提示（私論）〜
ＪＣ総研 経営相談部 主任研究員

１

だ

りょう す け

幸田 亮介

「農協改革」は、農業の成長産業化は６次産業化や海

．はじめに

外輸出、農地集積などを通して図られるとし、自由な

「農協改革」が動き出しています。
「農協改革」の目

経済活動を行う農協と担い手である農業生産法人など

的は農業の成長産業化を図るための環境整備とされ、

を主役として議論を展開しています。しかし、
「農協改

その実現のためとして、
「農業協同組合法」と「農業委

革」が担い手農家や法人組織以外の組合員をほとんど

員会等に関する法律」の改正法が2016年４月に施行さ

蚊帳の外に置いていること、６次産業化・輸出・農地

れました。 このうち「農業協同組合法」の改正は、 中

集積といった言葉が先行し現場が取り残されているよ

央会の位置付け、 中央会監査のあり方、 農協理事会

うな状況があること、 それらに対して農協役職員から

の理事構成の変更などを柱とし、 農協や全農が株式

戸惑いの声が聞かれることも事実です。

会社に組織変更できるとする規定も盛り込まれました。

本稿においては、協同組合の本来の趣旨にのっとっ

これらによって地域農協の自由な経済活動が担保され、

て、農協組合員の一部ではなく全組合員の願いを出発

担い手の意向を農協経営に反映させるということです。

点とし、 農協において経済事業の課題解決策を検討

以上のような法改正の内容が農業の成長産業化にどの

する際のモデルとそのプロセスを提示します。

ように関連するかについては全国的にも議論を生みま
した。しかし、現在では既定路線化され、ＪＡグルー
プは第27回全国ＪＡ大会決議に基づき経済事業中心
の自己改革に取り組んでいます。
「農協改革 」の是非や真の狙いは別としても、 農協
の経済事業が課題を抱えていることは間違いありませ
ん。 課題には大きく２つあります。 １つは、
「農協改
革」が提起した「農協経済事業は組合員のための事業
になっているか」という、いわば機能論といえるもの。
もう１つは事業収支の赤字です。これら２つの課題は、

2

こう

なお、本稿では農業協同組合（総合農協としての単
位組合）を“農協”と表記します。

２

．いくつかの前提

議論を展開するに当たって、いくつかの点を前提とし
て確認しておきます。
（１）農協は何のために存在するか
日本の農協は、ＪＡグループが加盟している国際協
同組合同盟（ＩＣＡ ）の「協同組合のアイデンティティ

「農協改革」の有無にかかわらず、 農協や地域の今後

に関するＩＣＡ声明」
（一般にいう「協同組合原則」、以

に大きな影響を与えると考えられるため、 放置するわ

下同じ）にのっとった活動を行っていることをもって、

けにはいきません。

協同組合の一員ということができます。
「協同組合原

本稿においては、 農協経済事業の課題解決に向け

則」の定義にあるように、人々（組合員）の共通の経済

て、 そこに至る道筋をできるだけ分かりやすく、 具体

的・社会的・文化的なニーズと願いを事業を通して実

的に導き出してみたいと思います。 ただし、 そのアプ

現することが農協の最大の使命です（本稿ではこれを

ロ ー チは「農協改革 」のそれとは大きく異なります。

“第一義的使命”と呼称します）
。事業を通した組合員
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のニーズ・願いの実現ができなければ農協の存在意義

ることを知らない（あるいは知らないふりをしている）

はありません。 この“組合員”について、
「農協改革」

ことに起因する明らかな間違いです。

では統計上の主業農家や専業農家注１）にほぼ限定して

（３）なぜ事業収支均衡が必要なのか

定義していますが、 本稿では、 統計上のすべての農
家・非農家を含む全組合員と定義します。

協同組合の本質的特性

注２）

として、 一般に、 二面

性・非営利性・三位一体性・公益性配慮などが挙げら

農協にとっては組合員のための事業を行うことが最

れます。このうち、農協経済事業の事業収支に関して

大の使命ですが、 それだけではありません。
「ＪＡ綱

たびたび引き合いに出されるのが“非営利性 ”という

領 」は、
「協同組合原則 」第７原則の「地域社会への

言葉です。 農協役職員との会話のなかで「
“協同組合

配慮」に準拠して地域への配慮をうたっており、多くの

の非営利性”ゆえに経済事業は赤字でも仕方ない」と

農協の経営理念にもそれが反映されています。それは、

いった趣旨の発言を聞く機会がありますが、 これは明

地域の維持と組合員以外の地域住民の生活への貢献

らかに誤りです。

であり、本稿ではこれを便宜上、農協の“第二義的使

“協同組合の非営利性”とは、
「利潤（剰余金）を上

命”と呼称します。この第二義的な使命には、安定的

げることを否定しているのではなく、 獲得された利潤

な農畜産物生産と国民への供給、 農地の多面的機能

（剰余金）を資本（出資金）に分配することを否定」注３）

および景観の保全（国土の保全 ）も含まれると解釈す

することです。事業収支の赤字は、結果的に組合員の

ることができます。
（２）農協事業運営の当事者は誰か

注1）統計上の農家の定義（出典：「2015年農林業センサス」農林

協同組合とはそもそも経済的弱者の自主的な組織で
あり、 自らの問題を解決するために自ら考え行動する
“ボトムアップの組織”です。ところが日本の場合、戦

水産省ホームページ）
◎農家

＝経営耕地面積10a以上、年間農産物販売額15万円
以上（総農家数215万5千戸）
○販売農家

＝経営耕地面積30a以上、年間農
産物販売額50万円以上(130万

後の食糧調達や農基法農政の推進に際し、行政と共に

戸、61.7%）

“国⇒都道府県⇒市町村 ”という上位下達の命令系統

□兼業従事者の有無による分類：
専業農家(44万3千戸）
・兼業農家

によって活動した期間が長かったこともあって、
“トップ

（88万7千戸）

ダウンの組織”と誤解され、その誤解はいまだに関係

□農業依存度と担い手確保の程度
による分類：

者に根強いようです。 農協は協同組合であり、 まぎれ

主業農家（29万4千戸）
・准主業農

もなく“ボトムアップの組織”です。特に経済事業は当
該地域の気候・風土・地理などの環境によって事業内
容が大きく異なるため、その環境と事業内容に精通し
た当該農協の役職員こそが事業運営の当事者であるこ
とに間違いありません。 事業運営の当事者であるとい
うことは農協の経営に対しての責任を持つということで
もあり、 経営に失敗したら他の誰かが救済してくれる
といった甘えはもちろん許されません。
関連して、連合会（経済事業を担う全農・経済連）
は“農協の上部団体 ”ではなく、 あくまで農協の補助
的組織にしかすぎないことを確認しておきたいと思いま
す。
「農協改革」の議論の際に“高価格の資材の上から
の押し付け”といわれましたが、農協はボトムアップの
組織であること、事業主体は連合会ではなく農協であ

家（25万7千戸）・副業的農家
（77万9千戸）
＝販売農家要件未満の経営耕地面

○自給的農家

積・年間農産物販売額（82万5千
戸、38.3%）
◎土地持ち非農家＝農家以外で耕地および耕作放棄地を5a以上所
有している世帯（141万4千戸）
○第１種兼業：兼業従事者が１人以上で農業所得が主
業： 兼業従事者が１人以上で農業所得が従

○第２種兼

○主業農家： 農業所

得が主で年間60日以上従事の65歳未満世帯員あり

○准主業農

家： 農業所得が従で年間60日以上従事の65歳未満世帯員あり
○副業農家：年間60日以上従事の65歳未満世帯員なし
■1990年を100とする2015年の指数は総農家58・販売農家
45・ 自給的農家96・ 土地持ち非農家182であり、 この25年間
で、統計上の農家とその内数の販売農家がほぼ半減し、自給的農家
は横ばい、土地持ち非農家がほぼ倍増していることが分かる
注2）幸田亮介「“目標管理”再考

その２－農協にとっての“目標”

とは何か－」
『ＪＣ総研レポート』
（2016年春 ＶＯＬ.37）ＪＣ総
研、52ページ
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き そん

出資金を毀損することになるため、 組合員の利益に反

比してきたことと無関係ではないようです。この傾向は、

することになります。 協同組合は、 その機能に応じた

昨今の“株式会社悪玉論”に受け継がれ、株式会社の

“手数料実費主義”の精神に合致する水準の手数料収

農業参入に反対する論調には根強いものがあります。

入を得ることによって事業収支均衡を確保し、 事業と

しかし、株式会社は変わりつつあります。
（広義の）

運動を同時に行う組織です。本稿では、農協５事業注

コンプライアンス意識の高まり注８）とともに、 株式会社

４）

のうちの農業関連・生活その他・営農指導の３つの

は営利追求以外の企業目標を掲げた企業活動を余儀

事業を包括する概念として経済事業を定義し、併せて、

なくされるようになりました。 そして、 企業目標（企業

経済事業トータルとしての収支均衡を目標

注５）

とします。

（４）事業収支均衡と平等・公平

最悪の場合は廃業となるような事例も出てきたのです。

農協経済事業、 特に購買事業に関しては、 平等と
公平

の社会的存在意義 ）に反するような行為は糾弾され、

注６）

がしばしば問題になります。

地方人口の減少、 経済の停滞、 耕作放棄地の増加、
農村の疲弊などの流れを、行政や農協の力だけで変え

例えば、ある農協が、幹線道路に面したセルフＳＳ

ることは不可能です。組合員の願いがこれらの流れを

店と中山間地に位置した給油所を運営しているとします。

食い止めることと密接に関連しているのであれば、 組

セルフ店は黒字経営ですが、 給油所は赤字経営であ

合員の願いを実現することこそが農協の第一義的使命

りながらも地区住民のために閉鎖することができない

であるのですから、 その手段に関してあらゆる可能性

状況です。 この場合の価格設定について、 ①協同組

を否定しないことが必要でしょう。 その意味で、 株式

合だから同一料金（例：１ℓ＝120円）、 ②セルフ店と

会社や地元業者といった他業種・業態との連携などに

給油所はコストが違うのだから料金を変える（例：セル

は柔軟に対応したいものです。 また、 よそ者を入れる

フ店＝110円、給油所＝130円）のうち、どちらを選択

ことをはっきりした理由もなくいやがる“ムラの論理”が

するのか。 ①は、 同一農協なので価格設定は平等、

仮にあるとすれば、それを封印し、万人に門戸を開く

給油所の赤字を全組合員で負担するという考え方です。

べきでしょう。

②は、 情報開示し組織合意を得た上で、 受益者負担
という考え方を導入し、 一律平等ではなく組合員間の
公平を図るという考え方です。

農協改革の課題：制度的農協から自主的

農協へ」、 生源寺眞一・ 農協共済総合研究所編『これからの農協－
発展のための複眼的アプローチ－』農林統計協会、2007年、38

２つの選択肢については、農協としていずれを選択
するのも自由です。 筆者の見聞では、 ①にすべきと
思っている役職員が多いようですが、 ①は情報開示・

ページ
「協同組合原則」の第３原則（組合員による財産の形成と管理）の「組
合財産の少なくとも一部は通常、組合の共有財産であり、組合員が
拠出する出資金に対して配当が支払われる場合でも、通例それは制

組織合意の手間が不要な“楽な”方法であるため、お

限されたものとします」の“出資配当制限”に該当する

そらく多くの農協が採用しているのではないでしょうか。

業（信用・共済・農業関連・生活その他・営農指導）に統一されて

平等と公平は経済事業について回る問題であり、事業
収支均衡を目指すのであれば②を選択し、情報開示・
説明・組織合意のための労力を惜しまないことが必要
です。

であったものの、 民間事業者と連携した事例は多くは
なかったように思われます。 これは、 協同組合と株式
会社の対比において、非営利目的の協同組合の方が、
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いる
注5）部門単独事業利益（共管配賦前）、共管配賦後事業利益、営農
配賦前当期利益と段階を踏んで２部門（農業関連、生活その他）の
収支均衡を目指し、最終的には営農費用の全額を２部門で吸収でき
る損益構造を目指す。営農指導は、本来、直接的な対価を生まない
あり得ないことに留意すべきである

ＪＡグループは、歴史的に行政との結び付きは強固

営利目的の株式会社よりも高尚な存在

注4）農協の部門別損益計算書の部門は、2004年から現在の５事

サービス業的な事業であり、農業関連事業は営農指導事業なしでは

（５）あらゆる可能性を否定しないこと

4

注3） 石田正昭「第１章

注７）

かのように対

注6）公平＝かたよらず、えこひいきのないこと。平等＝かたより
や差別がなく、すべてのものが一様で等しいこと
（新村出編『広辞苑』岩波書店、2011年、第６版第２刷）
注7） 幸田亮介「“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総研レポート』（2016年夏 ＶＯ
Ｌ.38）ＪＣ総研、56ページ
注８）同注７
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３

．農協経済事業の現状と課題

（１）事業収支

「経済事業
「経済事業改革」注10）が取り組まれました。
改革」は一定の成果を上げましたが、全国的に見て必
ずしも十分でなく、 前述のように、 経済事業は赤字状

総合農協の経済事業部門の収支状況を概観するに

態です。加えて、
「農協改革」の先に、巷間いわれるよ

は、
「総合農協統計表 」の総合農協部門別損益 注９）が

うな“信共分離論 ”が待ち受けているとすれば、 経済

便利です。2013年度の総合農協の税引前当期利益全

事業の赤字は将来的に農協に致命的影響を与える可

国合計（共管・ 営農指導費配賦後、 農協数712）は

能性があります。

2636億円（2004年度を100とした指数で127、 以下同

経済事業赤字の原因については、 一般に、 農協の

じ）で、事業部門別には、信用部門2363億円（168）
、

手数料率が低い、 全国連・県連からの農協渡し価格

共済部門1226億円（64）、 農業関連部門▲588億円

が高い（だから商系に比して小売価格が高い）、 農協

（75）、 生活その他部門▲364億円（78）となっていま

経済事業は赤字でも仕方ないと認識されている、など

す。 営農指導部門の共管配賦後経常利益は▲10 9 9

が指摘されています。 経済事業の具体的事業内容は

億円（97）です。農業関連・生活その他・営農指導の

当該農協の環境などによって大きく左右されるため、

経済事業３部門の損益は、10年前の2004年度に比べ

農協によって赤字の原因はまちまちであり、 また、 共

赤字幅は減少しているとはいえ、すべて赤字で、まさ

管・営農指導費配賦基準も統一されていないため、全

に、経済事業の赤字を信用・共済で賄っている構図が

国共通の赤字の原因を特定することは困難です。本稿

見て取れます（図１）
（農業関連・生活その他事業の部

においては、 赤字の原因探しではなく、 赤字を出さな

門単独損益は黒字）。

い事業構築について考えてみます。

そもそも、なぜ、経済事業の赤字が問題であり、赤
字の原因は何なのでしょうか？

（２）機能論
筆者が、 岡山県の農協職員との間で行った経済事

赤字の問題点は、 前述のように組合員の出資金（資

業勉強会（2013 〜 2014年）などを通じて聞き取った、

本）を毀損するということです。かつては信用・共済事

経済事業の機能論に関する意見・感想は以下のような

業が大きな収益源であったため、 経済事業の赤字は

ものでした。

取り立てて問題視されることはありませんでした。しか
し、金融ビッグバンといわれる金融自由化で信用事業

◎既存事業のなかで不要と思う事業と理由：

も自由競争にさらされるようになると、 経済事業の赤

○宝飾・ 着物・ 家電・ 健康器具など＝農業に

字が農協経営の重荷として認識され、 その対策として

直接関係ない、農協以外で売っているところ
がある、目標未達だと自分で買うことになる
（組合員のなかには、 このような買い物を楽
しみにしている方もいる）

注９）事業部門の区分はＪＡ全中『「部門別損益計算書」作成の手引
き』
（2004年2月）により全国的に統一されており、共通管理費は
全部門に、営農指導事業費は営農部門を除く４部門に全額配賦すべ
きとされている。一方、全国共通の合理的配賦基準は存在せず配賦
基準は農協任意となっているため（基準の表示義務はある）、 農協
ごとの部門別損益を比較することは意味をなさない
注10）
「経済事業改革 」：2004 ～ 2009年にかけて取り組まれ
た一連の農協経済事業部門の経営改善の取り組み。物流拠点の統廃
合、石油・ガス事業やAコープﾟの別会社化・広域会社化などによ
り事業収支均衡化が図られた
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◎今はないがあった方がよいと思う事業と理由：
○福祉・介護・買い物支援・弁当宅配など＝
自分自身の老後も含めこれから間違いなく需
要が増える

していく必要があります。

４

．課題解決検討モデル

○農作業受託・農業生産など＝高齢化で農家

ここでは、 課題解決のモデルとして、 組合員の願い

が農作業できなくなるが、農地は手放したく

についての仮説の設定例、 仮説に基づく具体的事業

ない（受け手がいない、 農協がやらなけれ

の洗い出し例を提示します。
（１）農協職員・県域連合会職員アンケートで明ら

ば誰もやらない）
◎農家組合員が農協を利用しない理由：

かになったこと（仮説設定のヒント）

○店舗購買事業：品揃えが少ない、価格が高

最初に、組合員の願いを把握するためのヒントを

い、営業時間が短い、接客・サービスが悪い

得るために、筆者が実施した、農家組合員を兼ねる

○販売事業：価格・販売先などが市場任せ（市

農協職員・県域連合会職員対象のアンケート調査結

場委託販売 ）、精算価格が安い、精算に時

果注11）から関連する事項を抜粋して紹介します。

間がかかる
ア．兼業農家としての関心事項
聞き取りを行った農協職員の多くが、具体的な事業

（15の事項について、大いに関心がある＜5点＞～関

に疑問を感じながらも、 自ら農協事業を利用するのは

心がある＜3点＞～まったく関心がない＜1点＞とし

当たり前と答えています。 このように“系統利用”の意

て点数を付けた平均値 ）

識が高いことに驚きましたが、一部に、農協職員割引

①農地を子孫に残す：3.3、 ②農地を高く売る：2.3、

があってもよいのでは、 という声もあったことが印象

③集落を維持する：3.5、④農地を荒らさない：4.0、

的でした。 聞き取りを行ったのは農村部の農協が多

⑤兼業農業収入を得る：3.5、⑥自給自足する：3.3、

かったため、 職員は自らも農家である正組合員の比率

⑦消費者に喜んでもらう：2.6、 ⑧今の勤務を継続

が高いという特徴がありました。 これはまさに三位一

する：3.1、 ⑨地元で転職する：1.9、 ⑩違う土地で

体そのものであり、 正組合員である自分のニーズを農

暮らす：1.4、 ⑪地元で平和に暮らす：4.1、 ⑫老後

協職員として事業展開に活かすことができるはずです。

に福祉・介護サービスを受ける：3.8、 ⑬老後に買

ところが実際はそういった意識はほとんどなく、 農協

い物・給食サービスを受ける：2.8、⑭新規就農者

職員というサラリーマンであって、事業構築に関与する

受け入れ：2.7、⑮子どもに農業を継がせる：2.2

ことはほとんどない、というのが実態でした。
以上は、限られた農協での事例ですが、こういった

イ． 稲作経営が赤字の場合にも稲作を継続す
る理由

類の話は全国のどこでも聞く話です。 もちろん、 買い

（有効回答数131人のうち120人が稲作経営。うち112

物困難者のための移動購買車、 お年寄りの組合員農

人＜93.3%＞が稲作経営は赤字と回答。赤字でも継

家を対象にした収穫支援、 農業収入を一定保障する

続する理由については複数回答）

契約栽培など、 組合員のために非常に役に立っている、

①農地を子孫に残す：23.8 ％、 ②耕作放棄すれば

組合員から喜ばれている経済事業の例も全国的に多く

害虫発生などで近隣に迷惑を掛ける：37.6％、③農

報告されています。しかし、ここで紹介したように十分

業が好き：8.9 ％、 ④家族が食べる分は自分で作り

な機能を果たしていないと考えられる事業実態がある
ことも確かでしょう。
農協経済事業の機能論に関しては、 組合員の願い
（ニーズ ）を出発点として、現場実態を踏まえて導き出
6
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注11） 岡山県下の農協職員および県域連合会職員（ともに農協組
合員を兼ねる）を対象にしたアンケート調査。実施期間は2015年
1 ～ 2月。有効回答数は131
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たい：29.7％、⑤農家に生まれた宿命：16.3％

と呼ばれる主業農家は農業に傾注する度合いがかなり

ウ．農地・資金・技術などの条件が揃った場合、

高くなるでしょう。その対極としての土地持ち非農家と

専業農家になるか否か（その理由）

呼ばれる（統計上は農家でないとされた）人たちは、

（なる・なりたい：37.4％、ならない・なりたくない：
62.6％。各々の理由については複数回答）

（ア）なる・なりたい理由：

（都市部における農地の資産的運用の他）主として家庭
菜園的な農業への関与となるでしょう。
アンケ ートでは、 農地・ 資金・ 技術などの条件が

①自分のペースで仕事ができる：31.0％、 ②組織に

揃った場合に専業農家になるか質問してみました。 結

束縛されない：14.9 ％、 ③農業に魅力を感じる：

果は、 回答者の３分の２が「否」と回答し、 その理由

24.1 ％、 ④消費者に農産物を喜んでもらいたい：

として７割近くは収入が安定しないこと、 ２割近くが

14.9％、⑤農業経営で儲けたい：14.9％

重労働と休みが取れないことを挙げました。これは、

（イ）ならない・なりたくない理由：

農家として、 農協職員として農業に密接に接している

①収入が安定しない：68.0％、②重労働がきつい：

が故に、 農業経営の厳しさを実感しているからでしょ

14.4％、③田舎の近所付き合いが煩わしい：1.0％、

う。 勉強会メンバ ーの新規就農者支援担当の農協職

④決まった休みがない：6.2 ％、 ⑤田舎暮らしは不

員が、 自分では専業農家になりたくないと発言した場

便：0.0％、⑥農業に魅力を感じない：10.3％

面を思い出します。 新規就農を推進する自分がなりた
くないとは説得力がない、と思いましたが、まさに、本

兼業農家としての関心事項のなかでは、
「地元で平

音なのでしょう。 このように、農業収入の安定や、 重

和に暮らす」が最大の願いでした。これは当たり前とい

労働・休みといった点が専業農家の課題であるとすれ

えば当たり前ですが、農家組合員の願い＝農業に関す

ば、 それに対して農協としていかに対応するかが農協

ること、 と思いがちであることからすれば、
“意外な発

経済事業の大きなヒントになりそうです。

見”といえるかもしれません。夏大根・白菜の産地とし

（２）組合員の願いに関する仮説の設定

ひるぜん

て有名な岡山県北の蒜山高原は、 昨今の温暖化で夏

経済事業の事業内容は、 当該地域の環境と組合員

野菜の栽培に適さなくなりつつあります。 この場合、

ニーズに大きく左右されることから、 本来であれば農

蒜山高原の農家が、 夏野菜栽培の適地を求めて他の

協ごと地域ごとに仮説を設定・検証し、おのおの事業

高原産地に移住することがあり得るか？

答えは「否」

構築・展開を図っていく必要があります。 本稿におい

でしょう。 農家は、 生まれた所・地元（在所という適

ては前記アンケ ート結果をヒントに、 組合員の願いに

切な日本語があります）に住み続けるのであり、 農業

関する仮説を１つの例として設定してみたいと考えます。

の継続のために移住することはありません。

なお、ここでは、組合員・地域住民だけでなく、都

また、
“美田を子孫に残す”ように自分の家のことだ

市部暮らしの組合員・地域住民の子弟や、
（当該農協

けを考えるのではなく、 農地を荒らさない（近隣に迷

に縁のない）都市生活者の関心も想定することにしま

惑を掛けない）
、集落を維持する、ことを強く願ってい

す。

ます。これは、稲作経営が赤字でも継続する理由とし
て「耕作放棄すれば害虫発生などで近隣に迷惑を掛け
る」が１位（37.6％）となったことと符合します。
地元に平和に住み続けるに際して、農業への関与度
合いは農家類型によって大きく異なります。アンケート
対象である兼業農家は、 農地の維持の他、 収入を得
る術の１つとして、生きがいとして、家族で食べるため、
農業に関与しています。一方、販売農家、特に担い手
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＜農協組合員の願い（仮説）＞

（検診・病院）
○ライフラインを維持・ 保全してほしい⇒＜行政等＞

○正組合員の願いは、農地の保全（あるいは資産

ＬＰガス・ＳＳ事業

保持）のため、集落の維持のため、自家消費のた

○買い物・給食サービスを受けたい⇒＜行政等＞ 移

め、 生きがいのため、 または（安定した）現金収

動販売（購買）車、給食サービス、コンビニの運営（「と

入を得るために、 あるいはビジネスとして、 農業

くし丸」＜移動販売＞・コンビニなどのフランチャイジー＜

所得が世帯総所得の主であるか従であるかを問わ

加盟者＞、地元商店・新聞・牛乳販売店などとの連携）

ず（あるいは農業収支が黒字であるか赤字である

○雇用の場がほしい⇒＜行政等＞ 農協直営・出資法

かを問わず）、 農業を継続しながら地域・集落を

（選果場、 農業経営、 農作業受託、 収
人による雇用創出

維持し、安寧（平穏無事）に地元に住み続けるこ

穫支援、農産物加工・販売、直売所など）

とである。

○子どもを安心して育てたい⇒＜行政等＞ 保育園・学

○准組合員（地域住民）の願いは、 仕事をしなが

童保育事業・塾の運営（農協遊休施設の有効活用、保育

ら地域・集落を維持し、安寧（平穏無事）に地域

園・塾のフランチャイジー、地元高齢者との触れ合い）

に住み続けることである。

○憩いの場・集いの場がほしい⇒＜行政等＞ 共同浴

あんねい

○組合員の子弟（都市部暮らし）の関心：田舎暮ら

場・食堂・カフェの運営など

しの親が心配。家屋・墓などの管理が心配。

イ．集落・地域を維持したい（対象：全組合員）

○都市生活者（当該農協に縁のない）の関心：田

○用水・道路・河川・入会地を維持したい⇒＜行政

舎暮らしがしたい（ＷＬＢ＜ワー クライフバラン

等＞ 用水など維持管理サービス、 草刈りなど作業受

ス＞に関心）。 自然のなかで子育てがしたい。 半

託、 放牧受託（牛・羊・ヤギ ）
、 草刈りツアーなど企

注12）

農半Ｘ

に取り組みたい。

画・運営（草刈り十字軍“草刈りボランティア”の募集など）
○鳥獣害を駆除してほしい⇒＜行政等＞ 駆除サービス、

（３）候補となる事業の洗い出し（例示）
次に、前記の仮説に基づく組合員の具体的な要望と、

営、森林組合・猟友会などとの連携）

それに対応する事業（⇒で示す）を洗い出してみます。

○人口減少を食い止めたい⇒＜行政等＞ 雇用創出（農

なお、 主として行政などが対応すべき事項を＜行政

協直営・出資法人による新規就農候補者の雇用と育成）
、半

等＞と表記し（電気・交通・医療など公共性の高い民

農半Ｘの提案

間企業含む）、 農協が関与できそうな事業を併記しま

○後継者・新規就農者を確保したい⇒＜行政等＞ 新

した。

規就農者育成・支援

ア． 地元に安寧（平穏無事 ） に住み続けたい（対

ウ．個人の農地を維持したい（対象：正組合員）

象：全組合員）

1）農地（生産手段）として維持したい

○治安を維持してほしい⇒＜行政等＞ 農産物盗難パ

○高齢で重労働が大変、農作業委託先がない、農地

トロール活動

賃貸先がない⇒農協直営または農協出資法人による農

○災害時の基点となる施設が近所にほしい⇒＜行政

業経営・作業受託

等＞ 農協支店・遊休施設活用

○鳥獣害に困っている⇒駆除サービス、 ジビエ

○火災・震災など緊急時の支援がほしい⇒＜行政等＞

2）資産として活用したい

ＢＣＰ（事業継続計画）、消防団活動
○福祉・ 介護サ ービスを受けたい⇒＜行政等＞ 福
祉・介護事業
○医療サービスを受けたい⇒＜行政等＞ 厚生連事業
8
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○草刈りなど管理が大変⇒草刈り受託、 放牧受託
注12）半農半Ｘ：農村に居住し農業を営みながら（半農）、芸術・
執筆など創作活動、ＩＴ関連事業、その他の仕事に従事する（半Ｘ）
ようなライフスタイルの総称
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○手取りを増やしたい⇒加工事業、買い取り販売、契

（牛・羊・ヤギ）
○大きなリスクを背負えない⇒資産管理事業（土地貸

約栽培

借、賃貸物件建設、賃貸斡旋、物件管理、融資部門

○販路を拡大したい⇒ビジネスパートナーの選定・契

との連携）

約（ビジネスパートナー：中食・外食事業者、量販店、生協、

エ．農業で（安定した）現金収入を得たい（対象：正

食品メーカーなど）

組合員のうち、自給的・副業的・兼業農家～販売・

カ． 自家消費・生きがいのための農業をしたい（対

主業農家、担い手、法人組織 ）

象：正組合員のうち、 主として兼業農家・副業的農

○米栽培をやりたい⇒契約栽培（業務用米など）・直

家、土地持ち非農家）

売、営農（経営）指導、資材供給

○できるだけ自給自足したい⇒資材店の充実

○野菜・果実栽培をやりたい⇒契約栽培・直売、営農

○直売所に出品したい⇒生産指導、 生産履歴管理

あっせん

（経営）指導、資材供給（契約栽培は主として業務用、直

○消費者・子どもたちと触れ合いたい⇒農業教室など

売はネット通販・直売所など）

の企画・募集・運営

○畜産・酪農をやりたい⇒営農（経営）指導、販売、

キ．田舎で暮らしている親が心配、家屋・墓などの

資材供給

管理に困っている（対象： 都市部暮らしの、 組合

○花き・工芸作物栽培をやりたい⇒営農（経営）指導、

員・ 地域住民の子ども）

販売、資材供給

○田舎暮らしの親が心配⇒＜行政等＞ 見回りサービス

○消費者との接点を持ちたい⇒直売所・ 農業テ ーマ

（給食宅配など兼任）

パーク（農業・加工体験など）の運営

○空屋管理に困っている⇒＜行政等＞ 借り手の斡旋、

○生産コストを削減したい⇒ＰＢ（プライベートブラン

施設管理サービス

ド）肥料農薬、農機バンク、作業受託

○墓の管理に困っている⇒＜行政等＞ 墓管理サービス

○手作り加工品を売りたい⇒加工指導、 表示管理指

（葬祭事業の一部）

導、販売斡旋

ク．豊かな暮らしを営みたい（対象：全組合員）

○農家食堂・民宿などを経営したい⇒経営・運営指導、

○ぜいたく品がほしい⇒宝飾・着物・高級家具など

グリーンツーリズム企画・運営

ケ． 田舎暮らしがしたい（対象：都市生活者＝潜在

○貸農園を経営したい⇒借り手の斡旋、経営指導（ク

的組合員候補者）

ラインガルテン：貸農園、ダーチャ：農園付き別荘）

○住居がほしい⇒＜行政等＞ 古民家など斡旋、農住

○資材の当用買いをしたい⇒資材店の充実、ＨＣ（ホ

事業、半農半Ｘの提案

ームセンター）のフランチャイジー

○雇用の場が欲しい⇒＜行政等＞ 農協直営・出資法

オ．ビジネスとしての農業を成功させたい（対象：正

人による雇用創出

組合員のうち専業・主業農家、担い手、法人組織）
○経営指導を受けたい⇒専門部署
○営農指導を受けたい⇒ＴＡＣ（チーム フォー アグリ
カルチュラル コーディネーション）チーム
○生産資材を有利購入したい⇒ＰＢ肥料農薬、 大口
ロット割引、直送割引（全農・メーカー交渉、奨励金の

５

．農協における課題解決プロセス

農協における課題解決のプロセスとしては、 以下の
ような要素が考えられます。
（１）事業検討プロジェクトの設置
農協役職員と組合員代表からなる“事業検討プロ

活用などを含む）

○農産物を有利販売したい⇒販路拡大、ビジネスパー

ジェクト”を結成し、既存事業の継続・廃止、新規事

トナーとの連携（中食・外食事業者、量販店、生協、食品

業の採用などについて検討します。

メーカーなどを想定。合弁会社の設立などを含む）

（２）組合員の現状把握、組合員台帳の作成・整備
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組合員台帳を整備・更新、 または、 新規作成し（以下
の区分で、 家族構成・農業従事状況・事業別農協利
用状況などを記入）、アンケートのデータベースにします。
○正組合員：農家類型別注13）、地区別

○准組合員・

地域住民（員外利用者）：土着者・移住者別、地区別
○組合員の子弟（都市部暮らし） ○その他都市生活
者など
（３）組合員の願いに関する仮説の設定
農協経済事業にかかる仮説を、 当該農協・地域の
環境や組合員ニーズに応じて、独自に設定します。
○正組合員の願いは、○○○○、○○○○、○
○○○である。
○准組合員（地域住民）の願いは、○○○○、
○○○○、○○○○である。
○組合員の子弟（都市部暮らし）の関心は、○○
○○、○○○○である。
○都市生活者（当該農協に縁のない）の関心は、
○○○○、○○○○である。
（４）候補となる事業の洗い出し
仮説をもとに、組合員の願いを具体的に洗い出します
（８〜９ページ参照）。
（５）経済事業部門の機構と経営管理手法の見直し
経済事業部門の収支均衡のため、 経営管理手法と
機能の見直しを行います。図２は見直しの一例です。
これは、従来の機能別機構を、育苗－田起こし－田植
え－施肥－防除－水管理－収穫－調整－保管－販売と
いった一連の農家の作業（水稲の場合）を想定した品

業を連結して収支管理を行います。これらの連結管理

目ごとの機構に再編するという例です。 その意味で、

はあくまでバーチャルなものですが、部門収支の“見え

農業者目線での機構配置であり、一連の作業（機能）

る化”として、また、組合員の視点に立った事業実態

を横串でまとめることで、 品目ごとの農業者の所得向

になっているかの検証にも役立ちます。

上を意識した事業運営が可能になります。一方で、営
農指導・生産資材購買・販売という機能ごとの縦串機

（６）組合員アンケート
既存事業・新規事業ごとに組合員アンケートを実施

構を別につくり、縦横のマトリックス管理を行うことで、

し、 ①既存事業について組合員の必要度・満足度を

経済事業の収支均衡に向けた経営管理を目指します。

測定し、必要度・満足度のマトリックスにプロット（分

生活その他事業に関しては、 Ａコープ・ＳＳ・葬祭
などを別会社・広域会社に移管している場合も多いこ
とから、 生活関連事業の農協本体内事業と外出し事
10
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注13）
「2015農林業センサス」の市町村別データによって、管内
市町村別の類型別農家数を把握する
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布図に印を付ける）します。 ②新規事業については、

方策を具体化しなければなりません。 カテゴリーⅢに

組合員の必要度を測定します。 組合員アンケートは、

ついては、 高級品など一部の組合員が満足するような

事業具体策検討などの聞き取りを行うため、また、回

事業・品目が考えられます。事業が赤字でなければ、

答者の属性を明らかにするため、 記名式を基本としま

継続することは可能でしょう。
カテゴリ ーⅣは必要度・ 満足度とも低いわけです

す。
（７）既存事業の評価、継続・廃止の決定

から継続する意味はないのですが、 当該事業が農協

既存事業は必要度・満足度のマトリックスによって、

の収益源になっている場合には、 経営上、 事業廃止

カテゴリーⅠ（必要度高・ 満足度高 ）、 カテゴリーⅡ

の判断は容易ではありません。 対象として想定される

（必要度高・満足度低）、カテゴリーⅢ（必要度低・満

事業・品目としては、 宝飾品・着物・家電など、 前述

足度高）、カテゴリーⅣ（必要度低・満足度低）の４つ

の３（２）機能論の不要と思うとされた事業が挙げられ

に分類できます（図３）。 このうちⅠ・Ⅱは必要度が高

ます。 これらの品目には職員ごとの推進目標があるこ

いわけですから、まさに組合員の願いを実現する事業

とが多く、目標未達の場合は身銭を切って目標達成す

として継続すべきですが、問題は損益状況です。前述

る場合もあることから、農協職員が不要と考える傾向

した中山間地の給油所など必要度・満足度ともに高い

が強いようです。 宝飾品などの事業を廃止することに

事業が赤字の場合、 収支均衡を図りながら事業を継

ついて、 ある農協の勉強会メンバーが上司に具申した

続するには、 全組合員への情報開示と受益者負担の

ところ、
「代わりに収益を上げられる品目を探してこい」

組織決定などが必要になります。Ⅱは満足度が低いの

と言われたとのことでした。

ですから、
（損益に目を配りながら）満足度を向上する

繰り返しになりますが、農協経済事業の目的は組合
員の願いをかなえることであり、 ただ単に収益を上げ
ることではありません。 同じ高級品でもカテゴリ ーⅢ
（必要度低・満足度高）のように喜んでくれる組合員が
いれば農協がやる事業として意味がある（機能がある）
ことでしょうが、職員の推進によって買いたくない人に
買わせるような事業・品目があったとすれば、 それが
いかに利益を上げていようが、
（機能がないとして）廃
止する方向で検討すべきでしょう。
（８）新規事業の評価、選択
組合員の必要度が高い事業から順に事業化の可能
性を探ります。この場合、当該事業を望む組合員数×
必要度平均値の積算値を大きい順に並べるという方法
が分かりやすいでしょう。

上位候補事業について組合員から直接聞き取りなど
を行い、具体的な事業をイメージします。農協役職員
自身にとってその事業が魅力的であるかを考えることも
【食料・農業・農村】研究ノート／組合員の願いと農協経済事業
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重要です。 採算性を検討し、 採算性が見込める事業

ことさら「農協改革」を強調するのは、農業そのもので

については実施時期を決定します（予算・事業計画が

なくその周辺事情に関心と利害があるからなのでしょ

必要なものは次年度事業計画に計上、そうでない事業

う。 そして、 彼らは、
「農協改革」がうまくいかなかっ

は即実施）。

たとしても、一切責任は取りません。

なお、 補助金の対象となる事業の場合には採算性

これに対し、農協の組合員と役職員は、まぎれもな

算出の根拠に入れることは可能ですが、
「最初に補助

く農業現場の当事者です。
「農協改革」の成否にかか

金ありき」という発想は避けるべきでしょう。

わらず、今後も農村に住み、農地を耕し、地域を守り

（９）組織決定

続けます。農業現場に何らかの改革が必要なことは間

集落座談会や支所（店 ）運営委員会などに付議し、

違いありませんが、真の当事者が責任を持って、将来

職務権限に応じて理事会・経営管理委員会・総代会な

に禍根を残さないためにも納得ずくで取り組むことこそ

どで組織決定します（農協広報誌などを通じて全役職

改革に必要なことです。 その際、 初めに６次産業化・

員・組合員への情報開示を同時に実施します）。

輸出・ 生産性向上といった言葉ありきの取り組みでは

（10）事業の検証（ＰＤＣＡ＜plan-do-check-act＞
サイクル）

なく、 本稿で論じてきたような組合員の願いと現場実
態を十分に踏まえた取り組みが必要です。それが、地

継続した既存事業、 新規採用した事業について、
半期または年度ごとに、組合員の満足度を調査します。

域主導の自発的地域づくり注15）につながり、地域再生
への第一歩にもなると考えられます。

事業別損益が赤字となっていれば赤字対策を講じます。
組合員の願いの仮説について大きな疑義が生じるよう

農協の第一義的な使命は組合員に奉仕することであり、

な事態となれば、仮説の再設定と検証および事業の見

国民への安定的な食糧供給や農地の多面的機能・景観

直しを行います。

の保全は第二義的な使命と考えられます。しかも、この
第二義的な使命は、
「ＪＡ綱領」や農協の経営理念にう

６

たうことはあっても、個々の農家組合員が特別に意識し

．おわりに

ていることではありません。農民作家の山下惣一氏がい

以上、 組合員の願いに関する仮説に基づいた、 事

う、 食糧・農業問題は農家の問題ではなく消費者の問

業具体策洗い出しという課題解決検討モデルと、農協

題だという指摘注16）がまさに現場の感覚であり、日本国

における課題解決プロセスを提示してみました。

民のために農業をやっていると自覚する農家はまれで

おわりに、これまでの議論に関連して、
「農協改革」

しょう。 しかし、 山下惣一氏のような個々の農家の営み

と農協経済事業に関する筆者の問題提起を列記するこ

の積み上げが、
（個々の農家はほとんど意識しなくとも）

とで、本稿の結びに代えたいと思います。

国民への安定的食糧供給と農地の多面的機能・景観の
保全をもたらしていることは事実です。 そういった意味

「農協改革 」を主導したとされる規制改革論者は、
「農業はおくれたもの」という意識のもと「農業を成長
産業にするため、 企業に農業をやらせるべきだ」と主
張します注14）。 彼らは、 ＴＰＰ（環太平洋パ ートナ ー

2015年、243ページ
注15） 佐無田光「経済教室

農業再生と地方経済： 上

国・ 大都

市依存から脱却を」
『日本経済新聞』
（2015年4月9日）

シップ協定）に象徴されるグローバル化を与件とし、

注16）
「オレはしつこく言うぞ！

農業の産業化の必要性をことさらに強調します。

も自分と家族が食べる分は作りつづけるわけで、人さまの分をやめ

しかし、 あらためて考えてみると、 彼らは農村に住
み農地を耕作しているわけではありません。 つまり、
農業と地域の当事者ではありません。にもかかわらず、
12

注14） 吉田忠則『コ メをやめる勇気 』 日本経済新聞出版社、
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そもそも、日本農業とやらが滅

びたとしても百姓は困りはしない。オレたちはどんな時代になって
るだけのことだ。したがって、食糧、農業問題は百姓の知ったこと
ではなく、かかって消費者の問題なのだ」
（出典：山下惣一
『農の時代がやってきた』 家の光協会、
1999年、
203ページ）
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で、 組合員への奉仕という農協の第一義的使命を着実

もよいから、 休みが取れ、 経営リスクもないような、

に果たすことが、組合員が農業に関与し続ける状況を将

（経営者としてではなく）サラリーマンとして農業に関与

来的にも担保し、そうやって維持される農村の日々の営

したいというニーズは必ず存在しますし、 新規就農者

みが重なり合って、 結果的には食糧供給や多面的機能

の訓練の場としての機能発揮も可能でしょう。

の保全といった第二義的使命を果たすことができると考

農協は農業経営や作業受託に力強く踏み出すべきで
す。その際、農協は一定のリスクを負うことになります

えられます。

が、 本稿で見てきたように、 リスクを避けていては農
組合員の願いに基づく農協経済事業において核にな

協の使命を果たせないことは明白です。 農協による農

ると思われる事業は、 農協（直営または出資法人によ

業経営は、組合員の願いをかなえ、農業振興につなが

る）による農業経営や作業受託であると考えます。 な

り、雇用創出を通して副業収入を農家にもたらし、さ

ぜなら、 農地を守りたい、 農地を荒らしたくない、 高

らに人口減少を食い止める可能性も秘めていると考え

齢のため自分ではできないが農業収入が欲しい、 と

ます。

いった組合員の願いに合致する上、耕作放棄地対策に
もなり、また地域の雇用の創出にもつながるからです。

以上は筆者の個人的な見解です。 本稿に関して、

戦後の農村は、 高度経済成長を背景とした兼業農

読者諸氏からの忌 憚 のないご意見をいただければ幸

家モデル（雇用創出、機械化、高米価）によって維持

き たん

いです。

されてきました。 しかし、 低成長・産業空洞化により
農村の雇用が減少し、米価も低迷した今、戦後の第２
世代まで持ちこたえた兼業農家モデルがついえようと
しています注17）。そういった今こそ、農村における雇用
創出は大きな意味を持つようになっています。
一方で、食管制度と無条件委託販売（市場販売）の
時代が長かったこともあって、 農協役職員に「整備促
進７原則注18）」についての固執がいまだに根強いように
見受けられます。 委託販売から買い取り販売への転換
の必要性がいわれていますが、買い取り販売の場合の
在庫リスク・債権管理リスクや、 集荷リスク（残り物が
農協に集まってくる）など、 農協が直接に抱えるリスク
を取りたがらない役職員も少なくありません。岡山での
勉強会において、
「農協が作業受託や農業経営をしよう
ほ じょう

とすれば、 中山間地などの圃場条件の悪いところばか
りが集まってくるため、 農協としてはやりたくない」と
いった意見があったことを思い出します。これは、受益
者負担の原則に基づいた組織合意を得ることができれ
ば、 圃場条件によって異なる受託料金を設定するなど
して解決が可能となります。さらに、前記のアンケート

注17）同注14、49 ～ 50ページ

結果にもあったように、 不安定な農業収入や重労働・

注18）整備促進（整促）７原則：①予約注文、②無条件委託販売、

休日といった個人経営のリスクを、 法人のリスクとして
コントロールすることが可能となります。 給料は安くて

③全利用、 ④計画取引、 ⑤共同計算、 ⑥原価主義、 ⑦現金決済の
７原則。1953（昭和28）年の「農林漁業組合連合会整備促進法」
を根拠とし、農林漁業組合連合会の救済を目的に導入された
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高年齢者の活躍の場を考える
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

ぎ

ひで

と

「シニア人材の新たな活躍に関する調査研究報告書 」

．高年齢者雇用について

（＜財＞企業活力研究所、2012年3月）によると、若手・ミ

政府は2016年6月2日に「ニッポン一億総活躍プラン」を

ドル層（企業で働く20代・30代・40代の正規社員 ）がシ

閣議決定し、そのなかには「高齢者の就労促進」の項目も

ニア（企業で働く50歳以上の正規社員・契約社員）と仕事

見られる。
「65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年

をすることでメリットに感じることは、
「高い技術、 ノウハ

延長を行う企業等に対する支援等の実施」が盛り込まれた。

ウなどを持ち、教えてもらえる」
（62.8％）、
「人生の相談相

背景には公的年金の受給年齢の引き上げ（例えば、アメリ

手として、経験を活かしたアドバイスがもらえる」
（59.9％）

ドイツ、オーストラリア、オランダ、スペイン、アイルランド
カ、

と技術と経験が高く評価されている。 逆にデメリットに感

などは67歳からの支給を実施中または検討中＜「主要各国

じることは「過去の経験に固執している」
（56.7％）、
「柔軟

の年金制度」日本年金機構ホームページより＞）も視野に

性に欠ける」
（49.4％）が５割前後で続き、次いで「事務的

入っているものと考えられるが、ＪＡを含め、日本企業では

な仕事を自分でやろうとしない」
（37.2％）となっている（図

高年齢者に対して60歳定年制から65歳までの定年延長や

１、２）。若手やミドル世代は、職場の50歳以上の高年齢

雇用延長に取り組んでいる。 しかし、 現場の仕事の見直

者に経験値に即した技術やメンタル面のサポートに大きな

しや人事制度の構築は十分対応できているのだろうか。こ

期待を寄せていることが分かる。若手・ミドル世代の期待

の状況において国は企業にさらなる雇用延長までも求めよ

に寄り添った職場運営、 高年齢者の適切な活用などは組

うとしている。

織のために有意義な取り組みだと考えられる。 ＪＡでも、

ＪＣ総研が2016年1月に実施した「広域ＪＡ人事・ 労務

職員の意欲、パフォーマンス、能力、パワーをさらに伸ば

対策研究会 臨時研究集会」でのＪＡの参加者から、
「役

し、活き活きと働ける職場づくりは求められるところであろ

職定年後などの高年齢者（50歳代以降）の処遇」に苦慮し

う。その視点で、高年齢者の働き方や処遇を考えていくこ

ているとの声が寄せられた。 そのＪＡの人事課長と話をし

ととする。

たが、 若手職員の育成に非常に力を入れているＪＡであっ

今や、顧客はプロの対応を期待する。ＪＡの組合員や利

た。しかし、高年齢者への新たな刺激の提供や学びの機

用者も同じであろう。家電業界や携帯電話業界など多くの

会についてはあまり答えがなかった。高年齢者の活用、活

会社では、 仕事を細分化・分業化し、 求められる知識や

躍の場を考えることは、 今までと大きく異なる職員活用制

スキルに応じた社員を育成・配置しようとしている。自社で

度の構築も潜んでいる課題である。 職場の仕事の進め方

対応できない場合は経済的コストをかけて専門の業者や派

の改革も必要になると思う。本稿では、若年者の育成と絡

遣社員も活用している。顧客が求めるニーズに応じて企業

め高年齢者の職員の働き方や処遇などを考えていきたい。

の資源を効果的に配分することで、効率化や他社との差別

２

化も狙おうとしている。

．高年齢者と若手職員の育成

14

くろ

黒木 秀人
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ＪＡにおいても、職員の専門能力をさらに高めるために、
経験値が高い高年齢層の職員が一層活躍できるステ ージ
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を考えるべきである。端的にいうと、高年齢者のコーチ化

し、置かれた立場で大きな認識ギャップが生まれていること

の促進である。

が、
「日本アンガーマネジメント協会」
（東京）の調査で改めて
浮き彫りになった。 しかも、 部下の５人に１人はパワハラを

部下育成に関しては、いろいろな話を目にする。以下は、
2016年６月10日の『YOMIURI ONLINE 』に掲載された
記事（一部抜粋）である。

受けたというマイナス感情を１年以上も引きずっているという。
同協会は、 怒りの感情をコントロールする重要性を啓発
する一般社団法人。今年３月11 ～14日、社員100人以上の

上司に怒られた部下の53.8％は「パワハラだ」と感じる一
方、怒った側の上司はほぼ無自覚――。

企業・団体に勤める正社員らを対象にインターネット調査を
実施し、
「怒った側」515人、
「怒られた側」774人から回答

多くの職場で日常茶飯事だろう上司から部下への叱責に関

を得た。
上司の怒り方をパワハラだと感じた理由について、
「（怒っ
た後 ）無視された」が84.6 ％と最も多
かった。 続いて「口汚くののしった」
「人
格まで攻撃した」
「どなるなど感情的に
なった」などが並び、感情にまかせて怒
りを爆発させる典型的なパワハラ上司の
姿が想像できる。
その結果、
「仕事のモチベー ションが
低下した」と答えた部下は40.6％。 この
ほか「相手を避けるようになる」
「精神的
に不安定になった」が続く。
ところが、上司の方を見ると、自分の怒
り方はパワハラだと感じているのはわずか
16.7 ％。 しかも「部下の様子に変化はな
かった」と思っている人が58.7％と圧倒的
に多い。
「部下の心、上司知らず」だ。
加えて問 題は、
「パ
ワハラを受けた 」とい
うマイナス 感 情 が 長
期化することだ。どの
ぐらい感情を引きずっ
たか の期 間を尋 ねた
質問では、
「１年以上」
と答えた部下が20.3％
なのに対し、上司の方
は「ほんの一瞬 」
「数
分程度 」が合わせて６
割を超えた。 怒っても
すぐに忘れてしまう上
司に対し、怒られた部
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下の５人に１人は感情的なしこりを残している。 そのしこり

いるのはコーチング能力で、
「いつもの彼と今日も同じか？」

がいつか爆発するようなことにならなければいいが……。

と気付くことである。そして選手に「今のスイングは自分と

同協会の安藤俊介代表理事は「モチベーションが低下し、

してはどうだった？」と質問できる「勇気」であり、相手が

上司を避けるようになれば、業務効率は著しく低下するだろ

プロフェッショナルであればあるほど、コーチに求められ

う。怒る側は、怒られる側の態度を敏感に反応できていな

るのは高い「観察力」だと考える。また、コーチングには、

いかもしれない。怒った後のケア、フォローを丁寧にするこ

相互の信頼関係や選手からの尊敬が不可欠である。

とで、 怒った後の生産性低下を防ぐことができるのではな

職場の上司は部下育成の仕事も求められている「はず」
であるが、 現状は、 管理職といえども今やプレイングマ

いか」と指摘している。

ネージャーの役割が多く、自分にも部下育成以外の処理す
つまり記事にあるような計画性のない感情に任せた「指
導」を行う上司は「育成の仕方を知らない人」で、このよう

てばかりもいられない実情があるのではないか。 このため、

な上司に若手を任せていたら百害あって一利なしである。

経験豊富な高年齢者がコーチとなる意義が出てくる。

しかし、世の中の企業が本当にこのような状態であれば、

若手に刷り込みたい意識は仕事に対する「覚悟」である。

ＪＡが素晴らしい育成・コーチができる職員を計画的につ

彼ら若手は宝石の原石の状態である。正しく磨いて光らせ

くり上げていく意義は大きい。

たい。 コー チは育成対象の若手職員の行動、 実績、 態

一方、昨日まで部長や支店長など肩書きで呼ばれていた

度・表情を日常的に観察し、声掛けをし、共に行動する。

人たちは、 何の準備もなく一兵卒のような状態になると、

若手の育成を手掛けるには、 コー チ側にも「緊張感 」と

「格下げ」された意識になりがちなのは当たり前であり、昨

「達成感」が求められる。人材育成に直接携わることによ

日まで部下だった人間を「上司」と呼ぶことや決裁権のな

り、コーチの「承認欲求」をも満たす制度であってほしい。

い仕事に変わるのは、容易なことではない。だからこそ、

しかし、コーチの仕事は、育成対象を管理する、指導す

組織も本人も一定の準備が必要である。 高年齢者の今後

るということではない。コーチは最終的に育成対象者の「自

の職場・組織での活躍の場について、
「将来はこうなる」と、

発的な行動を促す」ものであり、 そのプロセスには正しい

制度として確立しておくことである。 時間はもう待ってくれ

コーチングスキルが必須である。従って、コーチはトレーニ

ない。 １年でも早く取り掛かる必要がある。 ＪＡの自己改

ングを受け、コーチングスキルを体得する必要がある。「固

革はあらゆる仕事、あらゆる場面で求められている。

定観念に基づく指導」「個人の成功体験の押しつけ」は排除
したい。これらは「若さ」こそが持つ感性や才能の芽まで摘

３

．プロを育てるためのコーチ

顧客（組合員、 地域住民 ）に直接会う渉外担当者、 窓

み取ってしまう。育成対象者からも忌避されかねない。
望ましいコーチの適性は次のような視点から判断すべき
であろう。

口担当者は今後さらに高い専門性を期待されるだろう。顧

① 命令だけを出し、自分は動かず「やらせる」傾向の人

客側の環境は変化し続けており、 結果としてニーズや期待

はコーチには向かない。コーチも一緒に行動すること

が多様化・高度化しているからだ。ＪＡは総合事業を継続

で成長していくと理解・実践できる人

実施し続けるためにも、 今後も時間やコストを掛け、 各部

② じっくりと話を聞ける人。自分の考えばかり話したがり

門の職員のプロ化を丁寧に行っていくべきである。 そのた

相手の話を聞かないような人は、コミュニケーション

めにもコーチ職の構築を考えたい。

を阻害するため若手職員の気持ちに寄り添えない

コーチはそれぞれの仕事に対して、専門性だけが必須、
とは考えていない。例えば、ゴルフのトッププロ（例えばタ

16

べき仕事がたくさんある。 なかなか毎日部下のことだけ見

③ 職員育成の重要性をＪＡの経営の視点からも認識して
いる人

イガー・ウッズなど）のコーチは選手よりもゴルフがうまい

④ コンプライアンスを遵守してきた人

だろうか。 そうではないだろう。 彼らコーチに求められて

……などか。 また、 専門的な知識部分は育成対象職員
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の業務との関係により決定されるだろう。 人事担当部門は、
コーチに適した人材を役職定年のころまでに探しだすとい

４

．人材育成と感動体験

本来、人には成長の遺伝子が組み込まれているはずだ。

うことになる。
ひと昔ほど前、 筆者はトイレの洗面台の濡れたところを

しかし、
「怠け癖」が見られたり、
「がんばらない」職員はど

ペーパータオルで拭いていたある部長の姿を見た。海外生

うすべきか。彼らは「なぜやらないといけないのか」と自問

活の長い人ではあったが、この人はすごいと思った。また、

し、
「そんなことはやり続けたくない」と考える。自分のな

喫煙所では、 別な部長が吸い終わった後、 いつも灰皿の

かでの価値観との合致を基準に考えているのかもしれない。

中身を備え付けのバケツに捨てていた。後から来る人のた

すなわち「自分が納得できないことはやらない」。
「自分の

めだよ、 と言われた。 この人も尊敬できる人だと思った。

考えでは、この仕事は自分が行う意味合いも少なく、報酬

逆に別な部長はトイレの後、手も洗わずに出て行った。こ

も見合わない」などと考え、その結果、ある事柄に対して

の人の話は話半分に聞いておこうと思った。ささいなことか

動くこと、 取り組み、 努力し続けることを無意識に避ける

もしれないが、そのような仕事以外の部分の行動から「尊

傾向となるのかもしれない。 神戸女学院大学名誉教授の

敬できる、できない」とか「部下からの信用度」がまったく

内田樹氏は著書『下流志向 学ばない子どもたち 働か

異なっていく。 人が見ていなくてもちゃんとした行動が取

ない若者たち』
（講談社、2009年）のなかで「学びという

れる、むしろ人が見ていない状態でも恥ずかしくない行動

のは、自分が学んだことの意味や価値が理解できるような

が取れる人にこそ人は信頼する。

主体を構築してゆく生成的な行程です。学び終えた時点で

コーチ制度には、 人事考課制度の再構築も取り組み課

はじめて自分が何を学んだのかを理解するレベルに達す

題になろう。しかし、育成対象は人である。人はあるきっ

る」
（178ページ ）と述べられている。つまり、学ぶ前には

かけで急に伸びることがあり、その時がすぐ来るか、時間

自分が学んでいく意味や学びの効果は分かっていないとい

が掛かるかは、その人（若手職員）が持つバックグラウンド

うことである。よって、まず「正しく学ぶことは必ず自分の

であったり、 その人そのものに依存する要素が大きい。

ためになる」ことだけでも気付いてもらいたい。 気付かな

コー チの人事評価上の取り扱いには細心の注意が必要で

い彼らには自身の視野を広げ、成長への一歩を踏み出させ

ある。 人材の育成はものを売った結果などのように数値に

る経験、 感動体験が不足しているのかもしれない。
「ライ

連動する評価方法にはなじみにくい。期首に職場や上司と

ブ感＝生の感動 」の機会を与えることが「力を出させる」

合意した育成計画を策定し、 半年後、 １年後での当該職

チャンスになるのではないか。自分の価値観を覆す出来事

員の業務遂行能力の達成度合いに応じて評価する、 であ

や場の提供を「誰か」が行う必要がある。

れば検討の余地があるだろか。
「ここまで成長してほしい。この状態になってほしい」と
いう目標と当該職員の職場での成長度合いの評価と連動さ

５

．成長させる機会の提供

せるものである。これらのことから、コーチに対する新た

筆者は、子どものころの体験で大切なことを２つ得たこ

な給与体系の構築は慎重に検討すべき課題となる（ちなみ

とを思い出している。１つは「継続は力となる」こと、もう

に、 ＪＡの2015年の役割給＜職能給＞の採用ＪＡの割合

１つは「感動すること」の大切さである。

は1.3 ％だった。 ＜2016年１月「ＪＡの給与動向調査結果

小学生のころ、自分でも字が本当に下手でコンプレック

報告」ＪＣ総研＞より）。重要なことは当該職員について、

スだった。休みの日にも無為に過ごす私を、母は自身が若

期首に設定した育成目標に到達することである。コーチの

いころ師事した書道の先生の習字塾に強引に引きずって

関与度合いはそれこそ対象職員ごとに異なる、 ということ

いった。結果、翌週から日曜は習字の塾へ通うことになっ

を踏まえて人事考課制度を考える必要がある。

た。 初めて書いた半紙を父は「封筒に入れて取っておきな
さい。１年後に同じ字を書いて、上達していなかったら塾
をやめなさい」と言った。私は内心ほくそ笑んだ。１年くら
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いで自分が上達するわけがない。面倒な塾通いも１年で終

次のような内容の検討が必要だろう（内容により、 労働組

わりになると思った。 塾通い初日に「人形使い」と書いた

合などとの合意も必要になろう）。

半紙は１年間のタイムカプセル＝封筒に入れて仏壇の引き出

① コーチの仕事と人事評価項目、給与体系を決める

しに格納された。そして、１年後、約束どおり同じ文字を

② 職場の管理者との育成上の関係を明らかにする

書いてタイムカプセルのそれと比べた。自分でも驚くほど上

③ 育成対象者の現状と育成目標を明らかにする

手になっていた。
「人間は成長するんだな。自分みたいなダ

④ コーチの選定・配置場所などの決定

メ人間でも」と思った。以来、高校生の受験期を除いてそ

⑤ コーチへの仕事内容・評価方法の周知

の塾に通った。

⑥ コーチに必要な研修の実施

大学時代には書道部に所属したが、 当時の書の先生

そして、 コーチとして任命するときには、 辞令書だけで

（日展会員）に尋ねたことがある。
「先生、日展の入選とか

なく、コーチ自身のモチベーション構築のために彼らへの

特選の作品は本当にうまいのですか。 以前からの疑問で」。
まさに質問自体が無礼なのであるが、先生は穏やかに答え

「あなたは、○○歳から専門的な仕事のプレーヤーとして、

てくださった。
「黒木さんが、 自分でもこのくらい書ける、

あなたにも本ＪＡにとっても非常に重要な仕事に就いていた

と思えるか、 これはとても無理と思えるかということでは

だきます。 経験豊富なあなたにしかできない仕事です。 そ

ないかしら。 たくさんご覧になって」。それから間もなく、

れは、若手職員を育成するコーチです。なお、人事考課は

先生の言葉が衝撃的に現実のものとなった。ある年の「日

育成対象の職員の育成目標の達成度合いで判断します」

展 」の入選作品を上野の東京都美術館に見に行ったとき
だった。壁中に作品が掛けられていたが、それこそ生意気
盛りの私は「こんなものか」などと思いながら見ていった。

７

．職場の環境改善でプロ職員を育成する

しかし、ある作品の前で電撃を受けたように動けなくなっ

筆者が若手職員のころ勤務していたシステム開発部門で

た。
「かな」の作品で「石走る垂水の上のさわらびの萌え出

は、システム開発を行うＳＥ（システムエンジニア）やプロ

づる春になりにけるかも」と書いてあった。 私は、 本当に

グラマーが所属する部署とプログラム修正要望などを電話

感動して動けなくなった。
「ここには春の川がある。 水の

やファクシミリで受け付けする部署が分かれていた。プロ

流れが見えるようだ。この作品は本物だ。自分には絶対に

グラマーらの部門は外線の電話対応をしなかった。パソコ

書けない」先生のおっしゃったことは本当だった。 先生は

ンもメールもない時代だからこそ成立した制度かもしれな

勉強不足の大学生を育てるために「感動」による成長を期

いが、 実は仕事の効率性・正確性の担保と職員のプロ化

待されたのかもしれない、と今では思う。このような「ヒン

のためには、非常に素晴らしい分業制度だったと考える。

ト」で人は学んでいく。職場においても、上意下達で理屈

仕事の分業化は徹底的にやらないと効果が出てこない。

や“べき論 ”を説いても、 聞いている側にはなかなか響か

ＪＡの窓口で考えてみる。例えば、ハイカウンターとロー

ないことがある。受け取る側が理解するという点で期待さ

カウンターである。組織が窓口に対して、防犯を意識し、

れるレベルに達していないからかもしれない。

仕事として手続き的業務を担わせている場合はハイカウン
ターが望ましいだろうが、来店者との相談、提案・加入な

６

どを促す推進業務を想定するならばローカウンターが適し

．コーチ職構築のために

18

伝え方も考えなければならない。

ている。 過去、 筆者が話を聞いた共済部門のカウンター

組織として、 職場の50歳代～退職後から再雇用される

セールスの優績者は口をそろえて言う。
「数字を上げるには

職員はどんな職員であってほしいか、 職場にどんな貢献を

互いに座ってじっくり話せるローカウンター」。しかし、 自

してほしいのか、 考えられているだろうか。 また、 それに

分の店舗がハイカウンターだけの職員は「ローカウンターも

必要な環境や評価制度、研修プログラムを用意されている

作って」とは言いにくい。
「今まではみんなこれでやってき

か。検討すべき課題は多い。コーチ設置には、おおむね

た」と言われかねないから、改善提案のリスクを恐れる。
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コーチには「若手の話に耳を貸す」余裕も欲しい。ある企

と言ってくれる存在がいなかったのではないかと思われた。

業の社長は「部下の話を聞くときに効率化は考えない」と

つまり、彼女の不適切な言動は、彼女１人の問題ではない

語った。まさにコーチングの基本的なスタンスといえる。

ということになる。 育成には「責任 」が伴う。 日ごろの仕

ＬＡ（ライフアドバイザー）は訪問前に「訪問の準備」をす

事ぶりを見て、 指導や激励などをして将来は自立したプロ

るものだ。 窓口担当者はどうか。 窓口担当者向けのカウン

の職員に育て上げるという責任である。 育成は日常的にそ

ターセールス研修をあるＪＡで実施したときに、１人の職員

ばにいる存在にしかできるはずがない。だからこそ職場の

がロールプレイ後に「本当のお客さまのときも、普段から特

先輩＝高年齢者のコーチ化なのである。

に準備はしていません」と言った。しかし彼女の知識やスキ
ルはおぼつかない状態だった。「プロ」の窓口担当者に求め
たい知識や説明力、クロージングする力など、かなり首をか
しげざるを得ないものだった。講師だった筆者は「あなたは、

８

．ＣＳのためにもいつも新鮮に

「期待を上回る価値の提供」が利用者・顧客の満足（Ｃ

来店されたお客さまが最初に会う方です。 非常に重要な仕

Ｓ）につながるという考え方がある。 利用者・顧客の「期

事をされています。そんな立場の窓口職員として、今のあな

待を上回る」とは「感動する」ということと同義である。そ

たの仕事に対する取り組み姿勢は、 お客さまに対して失礼

して、利用者側が感動するためには提供者側（従業員）自

だと言わざるを得ません。 ご自身で何がいけないのか分か

身がいつもフレッシュな気持ちで仕事をすることが「あり

りますか」と伝えた。 うまくできる、できないではなく、 そ

き」だ。ここを飛ばしてＣＳを求められる職員はたまらない。

もそもの仕事への意識が間違っている、 このままではいけ

ＣＳの前にはＥＳ（従業員側の満足 ）が必要なのである。

ないと考えたのである。 一方、 県の表彰を受けるような優

従業員が光っていなければ、 利用者側へ満足を提供する

績の窓口担当者は「誰でも」「必ず」準備を怠らない。不確

ことは難しい。

かな知識や手続きなどはあらかじめマニュアルなどで調べよ

『９割がバイトでも最高のスタッフに育つ ディズニーの教

うとするし、 それでも分からないときに聞く相手を持ってい

え方』
（中経出版、2010年）などの著者である福島文二郎

る。正反対の職員は「読めない」し「聞くべき相手もそばに

氏が、ある講演で次のような話をされた。

いない」。放置すれば、この差は広がっていく一方だろう。

千葉県の有名なテーマパークのダンサーたちは当然プロ

数年前、ある県域で県下すべてのＬＡに対して、職場に

フェッショナルのダンサーであるが、３カ月に１度オーディ

関するアンケートを取ったことがある。そのなかで非常に驚

ションで選ばれるらしい。驚くべきは、すでにそのパーク

かされた項目があった。 ＬＡである彼らの「上司は誰か」

内のショーやパレードでダンスを踊っていた人でも落とされ

を問う質問に対して「分からない、決まっていない」と答え

ることがあるという。なぜかといえば、

た割合が75％ほどもあったのである。考えてみればこの結

「あなたのダンスは人を感動させない。 ゲスト（お客さ

果は正直だったのかもしれない。彼らにとって「上司」とは、

ま）は初めてあなたのダンスを見るのかもしれない。 その

部下の数字の実績管理と行動管理を共に行う人であって、

お客さまに素晴らしさや感動が伝わらなかったら、 ２度、

日々の声掛けなどもやってくれる人だと研修では学んでい

３度とパークに来てもらえない。 あなたのダンスは一定の

た。しかし、彼らにとってそのような「管理者」と呼べる人

水準を超えているが、 初めての人に感動を与えるものでは

は、組合長でもないし、支店長でもない。結果的に自分の

なかった。あなた自身が踊ることに『慣れてしまっている』」

周りにはいない、 ということなのだ。 他の企業ではあり得

人の行動を変えるには、感動体験が非常に大切である。

ない結果であり、職員育成の観点からすると非常に残念な

今まで持っていた小さな価値観を覆す力がある。新しい解

状態と言わざるを得ない。これではうまくいってほしいこと

決策を見いだすきっかけにもなるものだ。若いときにそのよ

もうまくいかない。

うな経験をさせたいものである。優秀な人材の陰には素晴

先ほどの「準備をしない」窓口担当の職員も日常的に話
ができる存在、おかしいことを「おかしいから直しなさい」

らしいコーチの存在があると考えている。それを誰が担う
のかである。
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わが国における農業生産の担い手と
ＪＡにおける担い手支援の取り組み
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

１

たかはし

よしはる

高橋 良晴

容や担い手に出向く支援体制などをとりまとめ、ＪＡグ

．はじめに

ループにおける取り組み課題や今後期待される役割機

ＪＡグループでは、第27回ＪＡ全国大会における決
議を踏まえて、創造的自己改革の実践・推進に取り組
んでおり、農業の担い手の支援についても、重点実施
分野のなかで、
「担い手経営体のニーズに応える個別
対応」や「営農・経済事業への経営資源のシフト」など

能などについて考察するものである。

２

．農林業センサスに見る担い手の状況

農業生産者の状況について2015年センサスを見ると、
農業経営体数（137万７千経営体 ）の大宗を占める、

を進めている。
本稿は、 多様化する担い手農業生産者の状況につ

法人化していない家族経営体（134万経営体、 以下、

注１）

いて、直近農林業センサス （以下、センサス）により

家族経営体）は、2010年センサス同様減少を続けてお

その進展を確認するとともに、 これまでの当総研にお

り、法人化していない組織経営体（１万経営体、以下、

ける担い手支援の実態調査から、ＪＡにおける支援内

組織経営体 ）も2015年には減少に転じている。 これ
に対して、 法人化している経営
体（２万７千経営体、 以下、 法
人経営体 ）は、2010年に続き
2015年も増加しており、全体に
占める割合は小さいものの、 農
業の担い手としてのウエ ートは
着実に増している（図１）。
担い手と目される法人経営体
と組織経営体の状況を見ると、
地域別には、東北をはじめ、関
東・東山、九州、北陸などで、経
が目立つ。
営体数の変動（増減）
東北や関東・東山では、任意
の生産組合などが法人化して組
注１）
「2015年農林業センサス結果の
概要（確定値 ）」農林水産省、2015年
２月１日現在
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織経営体が減少する一方で、 農事組合や会社といっ
た法人経営体が増加している。 北陸では、 農事組合
を中心に法人経営体が増加している。 経営体数が多
い九州では、各種団体や組織経営体が減少しており会

（図２）
。
社への法人化がうかがえる注２）

３

．ＪＡにおける担い手支援の取り組み事例
こうした状況の変化を踏まえて、 東北～
北陸を中心に現地調査を実施し、以下では、
全国Ⓐ～Ⓙの10ＪＡにおける担い手支援の
取り組み事例を取りまとめた。
まずＪＡの特徴について販売品取扱高を
見てみると、 管轄エリアや農業環境の違い
により取扱規模のばらつきは大きいが、 構
成比を比べると、 東北～北陸のⒶ～ⒺＪＡ
では、 米穀や畜産の割合が高く、 関東以
西のⒻ～ⒿＪＡでは、 米の取り扱いが少な
く野菜・果実などを中心に取扱品目が多岐
にわたっている（図３）
。
担い手支援の内容を見てみると、 東北～
北陸では、米価の下落が進むなかで、米単
作からの脱却が課題になっている（表１）。
ⒶＪＡでは、農業生産法人をサポートする一
方でハウス団地の形成などを進めている。
ⒷＪＡとⒸＪＡは、重要課題である集落営農
組織の組織化対応を中心に地域の農業振
興に取り組んでいる。 ⒹＪＡでは、 生産部
会とバッティングしない新規の園芸品目を奨
励しており、ⒺＪＡでも、米以外に６次産業
化に向けて新たな品目の栽培を進めている。
野菜・果実などのウエートが高い関東以
西の地域では、 集約化や組織化とは別に、
担い手の確保にもウエートが置かれている。
ⒻＪＡでは各直売所などの担当者を配置し
て会員生産者に対応している。 ⒼＪＡでは、
集落組織を中心に法人ネットワークの形成
や経営指導に取り組んでいる。ⒽＪＡでは、
独自の営農アドバイザー制度により多様化し
注 ２） 高 橋 良 晴「農 業 生 産 者 の 規 模 拡 大 と 経 営
ニーズへの対応」
『ＪＣ総研レポート』
（2014年秋
VOL.31）ＪＣ総研、20ページ参照
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ている生産者のニーズ把握に努めている。ⒾＪＡ
では、 営農センターを拠点として担い手先別に各
事業担当者が対応している。ⒿＪＡでは、地域農
業振興計画に即して園芸栽培の他、 特産品の加
工などに取り組んでいる。
ＪＡグループでは、担い手支援として「ＴＡＣな
どの担い手に出向く営農渉外」の担当者（以下、
ＴＡＣ）を中心に取り組んでおり、 今般の調査事
例でも、10ＪＡすべてにＴＡＣが配置されている。
しかし、 ＴＡＣによる取り組みにもいろいろな形
態があり、配置人数は１～ 51人と異なっている。
本稿では、 ＪＡにおける担い手支援の形態を、
その内容などから、 ①ＴＡＣが中心になっている
「ＴＡＣ型」の他、②営農指導や経営支援が中心
になっている「営農型 」
、 ③営農指導と渉外活動
が一体化している「地域渉外型」
、に大別した。
また、ＴＡＣの管理体制について見ると、所管
部署は支援内容に即して、 営農部などの担当部署に
配置される「部門配置型」の他、組合長や担当役員の
直属部署にする「役員直轄型」に分けられる注３）。
役員直轄の狙いとしては、部門間の調整を円滑に進
めるために、意思決定にかかる権限規定での配慮など
が背景として挙げられる（図４）
。
今般の調査では、
「役員直轄型 」として、 ⒶＪＡの
「担い手支援室」
、ⒹＪＡの担い手支援班の他、ⒻＪＡ
における副組合長直轄のＪＡ改革推進室への再編など
の事例が挙げられる。 ⒶＪＡ、 ⒹＪＡでは、 営農経済
だけでなく農業金融にも前広に対応すべく、 信用部門
からも担当者が配置されている。

注３）
「担い手経営体支援に向けたＪＡグループの事業間連携強化
の手引き」ＪＡグ ル ー プ全国連担い手対応連絡協議会、2013年
11月
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４

．担い手支援の内容～５つの分野における支援

担い手への支援内容は、 地域の農業事情に即して多
岐にわたっており、担い手経営体の課題やニーズは、事
業規模の拡大や経営形態の変化などに応じて高度化し
ている。本稿では、これまでの実態調査を踏まえて、Ｊ
Ａにおける支援内容を「技術・生産支援」
「政策対応支
援」
「販売支援」
「経営・管理支援」
、および「金融面の
支援」の５つの分野に取りまとめた（図５）
。
１つ目の「技術・生産支援」は農業生産にかかる支援
は しゅ

で、 内容としては、 栽培の指導や防除・ 播種の指示と
いったことから始まり、担い手に応じて、コスト削減・品
質向上や作目の拡大（園芸作物導入など ）などにシフト
している。
２つ目の「政策対応支援」は、農業施策にかかる支援
で、内容としては、経営安定対策への対応（組織・法人
の設立支援や補助金手続きの支援など）といったことか
ら、規模拡大に向けた農地の相談や、農機具・農業施
設などの効率運営の相談対応、などにシフトしている。
３つ目の「販売支援」は、所得向上に向けた支援で、
共販を中心とした有利販売の支援な
どが挙げられる。 これも、 担い手
の事業拡大などにより、共販をベー
スとしつつも独自販売先の確保や６
次化などの経営多角化の支援にシフ
トしている。
４つ目は、経営分析による経営改
善支援といった「経営・管理支援」
である。支援内容は、記帳・青色申
告支援や販売デ ー タを活用した経
営改善指導から、上記の「技術・生
産支援」
「政策対応支援」
「販売支
援 」などニーズの高度化に応じて、
事業計画の策定・ 実践支援などに
シフトしている。
５つ目は、これら支援を資金面か
ら支える、日常の設備投資・資材購
入などの資金提供や、 非常時にお
ける事業資金の提供といった「金融
【食料・農業・農村】研究ノート／わが国における農業生産の担い手とＪＡにおける担い手支援の取り組み
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渉外体制を大幅に見直して、独自の活動体系を構築し

面の支援」である。
担い手の事業形態の進展により、ＪＡの支援はさら

ている。営農指導や経済渉外といった区分ではなく、

に経営面での総合的なコンサルタントとしての役割機

営農センターを拠点として、 地域農業の担い手に一体

能などにシフトしていくことも考えられる。ⒶＪＡではこ

となって対応している。

うしたニーズを想定して、担い手支援室に、渉外担当
者の他、ＪＡ農業経営アドバイザーの資格取得者を配

（２）総合力の発揮～担い手金融における事業間連携
ＪＡの総合力の発揮において、昨今は特に農業融資

置していた。

に期待されるところが大きくなっている。

５

．担い手支援の取り組みにかかる課題

（１）担い手に出向く体制の検討
担い手の対象としては、
「法人経営体・組織経営体」

既述の「金融面の支援」は、生産規模拡大のための
農機購入などの設備投資から、 運転資金、 新規就農
者支援といったものまでさまざまである（表２）。
農業融資においては、 生産体制の見直しや販売計

である農事組合法人や集落営農組織などの他に、大規

画の策定などは営農経済部門で、 返済計画など資金

模農家、
「家族経営体」も多い認定農業者や新規就農

繰りにかかるものは信用部門が対応するなど、 対応内

者などが挙げられる。

容によって事業間の連携は不可欠となっている。

担い手支援においては、担い手経営体として存続す
るための要件を満たすべく、 所得安定対策への加入

ＪＡにおける総合事業体の強みとして、 担い手の金

農業者を対象にするところが多い。しかし、既述のよ

融ニーズの把握とその対応が挙げられる。渉外担当者

うに野菜・果実など園芸作物が中心の地域もあり、直

の専門性の違いをカバーするべく、しばしば現場では

売所における会員生産者には家族経営体も多く、担い

同行訪問が行われるが、 そのなかでも、 融資担当部

手の判断は地域の状況によって違いが見られる。

署と営農部署の連携による、 組合員生産者へのアン

地域密着の協同組合活動を行っているＪＡの役割機

ケート調査の実施などは、担い手の金融ニーズへの対

能を勘案すると、 ＴＡＣと営農指導員などの連携につ

応という共通の目標を有することができ、 連携強化に

いて一層の工夫が期待される。本稿では、担い手支援

効果を挙げている。 この事業間連携を組織的かつ効

の形態を３つに区分しているが、 その
なかで、 特にⒻＪＡやⒽＪＡの地域渉
外型の体制に注目したい。
ⒻＪＡは都市近郊に位置しており、
農産物の販売取扱高は少ないが、ＴＡ
Ｃを９人配置して地域農業に対応して
いる。都市型農業であるが、ＪＡ直売
所をはじめ、出荷組合・生産組織、農
産物検査員、土壌診断関連など、対応
する業務は多岐にわたっている。ⒻＪＡ
では、担い手がＪＡを訪れることも多い
ことから、 出向くだけでなく来訪時の
対応の充実など、 相手のニーズに応じ
た取り組みの見直しを検討している。
ⒽＪＡでは、 営農経済事業における
24
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率的に行っているのが ⒽＪＡである。

農家ほどＪＡ離れが進んでいるといわれる。 こうした

ⒽＪＡでは，独自のアンケート調査を、営農アドバイ

担い手のニーズは、 従前のＪＡにおける役割機能と異

ザーが全員で一斉に定期的に実施する。そして、その

なるところも多く、 新たな対応に向けた人材育成が課

回答に基づき、担い手ニーズのフォローヒアリングを，

題になっている。

営農アドバイザ ーが融資担当者と同行訪問により集中

ＪＡグループによる担い手に出向く仕組みづくりとし

的に行っている。 また、 ヒアリング結果については、

て、2016年４月１日より、全県域で「担い手サポートセ

担当者全員が全体会議を行い、 具体的な活動日程を

ンター」が設置された。これはＪＡと県域（連合会・中

検討して、融資実績につなげている。

央会 ）の連携を強化するとともに、 経済・ 信用・ 共

事業間連携において肝要なのは、単に情報を共有す
るのではなく、協力態勢の構築に向けた部署間の相互

済・指導事業が一体になって、総合的に支援する体制
の構築を狙いとしている。

理解である。ＴＡＣをはじめ各分野の担当者が、意見

今後も、ＪＡだけでは解決できない課題などが増え

交換会や勉強会などを通じて、 日ごろより職員レベル

てくることが想定される。 ＪＡが担い手経営体の新た

での事業間交流を深めることが、連携をより円滑に進

なニーズを把握し、 総合力をより迅速に発揮して対応

めるために必要であるという。

するため、ＪＡグループは一層連携して取り組むことが

６

求められている。

．ＪＡグループにおける新たな取り組み

（１）都市部における農業の担い手と農業振興の取
り組み
農業の担い手支援において忘れてはいけないのが、
都市農業における取り組みである。都市農業は、農業
者と都市住民の距離が近いことから、 地域社会の絆
の形成といった機能が大きく、 新たな農業の担い手と
して、市民農園や農業体験農園といった経営形態も存
在する。
2016年４月に「都市農業振興基本法」が成立し、市
街化区域内の農地の位置付けが、 それまでの「宅地
化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」に大きく
転換された。ＪＡグループにおいても、従前の都市農
地の保全などの対応に加えて、 都市農業の担い手サ
ポートや、食農教育や新たな体験農園モデルの普及な
どの取り組みが進められている。都市社会のなかで今
後もＪＡの存続意義を認識してもらうためにも、 こうし
た取り組みを通じて農業やＪＡへの理解を広げていくこ
とが必要不可欠である。
（２） 新たな担い手ニーズに対応するための仕組み
づくり
大規模農業化・法人化により販売高が大きくなった
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Episode２：

変化を見極める目を養う
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

１

たちばな

まさ

お

橘 昌男

はスマートフォン（スマホ）の通信用半導体で９割超の

．最近の情勢に思うこと

シェアを握る高収益企業である。 あらゆるモノがイン

（１）農業就業人口８％減、200万人割れ、高齢者
の離農進む

ターネットにつながる「ＩｏＴ（Internet of Things）」
時代が迫るなか、ソフトバンクはＩＴ（情報技術）産業

農林水産省が公表した農業就業人口は、2016年２月

の最上流工程を手中に収める。

時点で約192万人となった。 前年より８％減、 直近の

ＡＲＭ社のビジネスモデルは半導体メーカーに回路

20年間で半減した。 この数字は、 農地の集約や大規

設計図を提供し、１個売れるごとに数円から数十円

模な生産法人の育成、
「企業経営的な農業」への転換

のライセンス料を得る仕組み。 スマホの普及で、 同

が進んでいる証しであろう。 言い方を換えれば、少数

社の売上高と営業利益は拡大している。ＡＲＭ社の成

精鋭による農業への転換である。 また、 女性の減少

長とＩｏＴの普及は比例する。 自動車や家電、 日用品

率が大きい。男性を支えていた女性が減少し、自立す

など幅広い工業製品に組み込まれる通信用半導体でも

る女性のウエートが増していると見るべきである（表）
。

ＡＲＭ仕様が標準になりつつある。
2020年の年間出荷台数が100億台ともいわれるＩｏ
Ｔ端末の通信用半導体で標準を握れば、 スマホ（年
間出荷台数は約15億台 ） を大きく上回る収益が期待
できる。超低金利という環境が、投資の決断を後押し
した。
（３）ＩｏＴ時代が生む「胴元ビジネス」
調査会社のＩＨＳテクノロジーの推定では、2013年
時点で約158億個だったインターネットにつながるモノ
の数は、2020年までに約530億個まで増える。それら
にセンサーが複数個ずつ付くとすれば、センサーで取
得したデータの通信プラットフォームと、そのデータの
分析などのサービスプラットフォームが不可欠となる。
プラットフォーム業者は各企業に利用料を薄く広く課金

（２） ＩＴ業界の誰もが覇権を狙っている、 今はＩ

もう

する。プラットフォームの覇権を握った者が、最も儲か
る胴元となる。

ｏＴ時代の到来前夜
ソフトバンクグループ（株 ）が半導体設計のイギリ
ス・ＡＲＭ（アーム）ホールディングスを約240億ポンド

少数精鋭、 大型投資、 胴元ビジネス、 以上の３つ
が変化のキーワードである。

（約３兆3000億円）で買収すると発表した。 ＡＲＭ社
26
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２

ＩｏＴから、顧客のメリットにつながるＩｏＣ
．
を実現する

ＩｏＴは業務の効率化に役立つ。 その効果をより大
きくするのは、ＩｏＴによって得られた恩恵を顧客のメ
リットの還元につなげることである。業務に使用する
機器をインターネットに接続するだけでは、既存のビジ
ネスに改善を与えただけ。 そこから得られたものを顧
客に還元していくことによって、 新たなビジネスモデル
をつくることが可能となる。要するに、ＩｏＴの先にあ

将来ビジョンの具体策を着実に進めるＪＡしまね斐川地区本部営農

る「ＩｏＣ（Internet of Customers）」の実現であ

部の皆さん。正面右から岡営農部長、玉木営農第三課長、
（有）グリー

る。

ンサポート斐川・勝部社長

業務の効率化や無駄をなくす、作業者のミスを減ら
すことに役立てるのはもちろんで、 企業が収集・分析
したデータと、顧客が求めている“コト”の接点を見つ
け出し、サービスの向上という形で顧客に還元するこ
とで、ＩｏＴの技術が顧客のメリットにつながる。加え
て、アメリカでは、パートナー戦略が鍵になっている
企業が自社の経営資源で、 ＩｏＣに対応していくの
は限界がある。取引先や関係先といったパートナーと
強固なタッグを組み、それぞれが強みを持ち寄って協
業して、共に成功を目指していくことがパートナー戦略
である。
アメリカの企業では、パートナーを巻き込んだエコ
システムを核に新しいビジネスを展開していくパ ー ト
ナーコミュニティーの設置が増えている。

３

．農業分野でＩＴ利活用の課題と今後の対応

ここで触れたコミュニティーは、 協同組合の原風景

（１） 新戦略推進専門調査会農業分科会が2014年度

である。 ＪＡしまね斐川地区本部では、 ＩｏＣを視野

に取りまとめた「農業情報創成・流通促進戦略に係る

に入れた地域農業ビジョンの実現に向けた挑戦が始

標準化ロードマップ」において、国内農業ＩＴシステム

まっている。 そこには先見性のある旗振り役がいる。

は、機能によって５つに分類されている。

なぜ、 ＩＴ機器を導入するのか。 ＩｏＴ技術で得られ

I． 生産管理システム

たデータや情報を顧客（農産物の販売先）につなげ、

安定的な経営のために、 年間の生産計画を立て、

いかに有利販売するか。そのために、
「１町１農場」と

着実な実行のために、 作業進捗や生産状況を管理

いう高いコミュニティーの持続、多くのパートナーを巻

するシステム

き込んだ研究会の設置など、である。必要な投資は、

II． 生産記録システム

農林中央金庫の「農業所得拡大・ 地域活性化応援プ

生産履歴の保存、 振り返りのために、 作業や資材

ログラム」の県域企画応援事業も活用している（詳細は

使用量の記録をモバイル入力端末などで行うシステ

次号で紹介する）。

ム（記録端末）
Ⅲ．農業機械連携システム
最適な土壌・生物環境を維持し、 生産量・品質を
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向上・ 安定化させるため、農業機械を利用して環
境・生育データを取得し、最適な作業・資材使用を
行うシステム
IV．複合環境制御システム
最適な環境を維持し、生産量・品質を向上・安定化
させるため、 環境をモニタリングし、 適切な環境へ
機器を制御するシステム（施設園芸）
Ⅴ． 環境モニタリングシステム
環境の変化を捉え、 適切な対策や計画変更が行え
ほ じょう

るように、圃場やハウス内に設置し、環境の状況を
センシング・ モニタリングするシステム（環 境セン
サー）
（２）農水省が作成した「農業分野におけるＩＴ利活用
ガイドブック（ver1.0）」によれば、農業経営にＩＴを導
入する際には、経営タイプに応じたシステムの導入が
重要であるとされている。
（３）課題

農業経営のタイプ
ＴＹＰＥ１ これから農業を始める段階であり、
経験が少ない者でも適切な農作業
ができるようにする段階
ＴＹＰＥ２ 安全・ 安心な農作物を栽培し、
販路を拡大する段階
ＴＹＰＥ３ 経営改善のため、 コスト分析を行
うとともに、収量・品質の向上を図
る段階
ＴＹＰＥ４ 法人化等により経営規模の拡大を
図るため、 多数の圃場や雇用者の
作業を的確に管理する必要がある
段階

生産記録システムを例に取ると、 このシステムは土
地利用型作物の家族経営をベースに開発されたもので
あり、 大規模法人や集落営農への対応力が弱い。 生
産工程管理や労務管理の機能も低い。
システムが５つに分類されていること事態が、システ
ムがバラバラであることを表している。バラバラのシス
テムでは、農業経営のTYPE １〜４への適合はマチマ
チとなる。期待できる効果の満足度も低い。原因は、
システムと期待できる効果の間に、ムリ・ムダ・ムラが
多いのである。 ４つの期待できる効果を満足させるに
は、農業経営を軸に統合した管理システムが必要で
ある。この種のシステムは、先進の農業経営体でも自
社開発である。まさに、企業経営に必要なシステムの

また、 システムを活用することにより期待できる効
果は、次のとおり示されている。

整備であり、他産業界の多くの企業が社内システム化
に多大な時間とコストを掛けた苦労を連想させる。
アグリテック見聞録④
先頭を走る女性農業者芦田恵子さん

芦田農園（千

葉県白井市）
芦田農園は、 ２haの圃場でレストラン出荷用と直売
所用に合わせ150品目もの野菜を栽培している。
「ほの
ぼの芦田農園白井駅直売所」は、 白井駅の改札内に
28
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場所を設けて週３日開いており、
「直売所甲子園2009」

農業は栽培技術と経営力がキーワードとあらためて

（主催：全国直売所研究会 ）では「日本一あたたかい

痛感した。ＩＴ技術や最新の農機の必要性よりも、作

直売所賞」に輝いた。駅構内に直売所を設けるという

物と消費者の両方を真剣に日々見続ける視線の強さと

発想の独自性と、乗降客に対し、明るく「おかえりなさ

確かさである。多品種少量生産、周年栽培は、リスク

い」と声を掛け、野菜の食べ方、保存方法を丁寧に案

分散経営といえる。

内する接客が評価された。その後、2010年には、
「第

（４）今後の対応

38回毎日農業記録賞 」
（主催：毎日新聞社 ）の最優秀

いまさらであるが、３つの問い掛けをする。

賞を受賞している。

・それは何のためにするの？

野菜にこだわるレストランは珍しい野菜を好むため、
色違いのトマトなどのようなニーズに合わせた野菜を栽
培している。

目的をしっかり持っているか。モノやコト、対象を
できるだけ小さく明確にしておく。
・それができると何ができるの？

芦田恵子さんの値付けは、50円単位である。これも、
１人で店を運営するにはレジをなくし、 合計金額が計
算しやすく、釣り銭が不要という知恵である。
「私は頭
が悪くて、計算が苦手なのよ！」と笑顔で語るフレーズ
も親近感がある。これも経営力の表れである。

栽培技術が上がるや、 品質・収量が上がる。 あ
るいは、新しい発見やアイデアが生まれる。
・そのために何をするの？
目的達成に適合したシステムを導入する。
「見える化」というような漠然とした考えではなく、誰

息子の貴裕さんは大学で情報工学を学び、 卒業後

が見るのか、何のために見るのか、誰に見せるのか。

就農した。イタリアンのレストラン向けは、貴裕さんの

消費者に「見せる化 」まで対象を広げて考えるべきで

受け持ちである。 雑誌『現代農業 』
（農文協）を精読

ある。

し、インターネットで情報を収集するなど研究熱心であ
る。 情報工学の知識を活かしＩＴ農業の先端を行くと
いう筆者の勝手な想像とまったく異なり、 栽培記録は

４

．タイタニック号のルイ・ヴィトン物語

表計算ソフト『Excel（エクセル）』
（マイクロソフト）で

豪華客船タイタニック号は処女航海で、 氷山に衝突

十分、 それより、 常時、 作物と接して工夫することが

し沈没した。 その際、 乗客の荷物のなかにあったル

肝心であるとのこと。

イ・ヴィトンのトランクは沈まず、 それにつかまって助
かった乗客がいたという話である。 顧客や品質など、
ルイ・ヴィトンの強みや他社との違いが伝わってくる。
このように、
「企業の強みを象徴する物語」を使ってプ
ロダクトアウトからマーケットインへ転換する有効な
事例である。 そのためのネタづくりに、 生産記録シス
テムの以下のような活用をお薦めする。
・マーケットは“個客”である。
・ スマホで個人のメディア化が進展したので、 ＳＮ
Ｓなどでつながる。
・ 個人メディアは、 コンテンツが勝負の分かれ目で
左から、
芦田恵子さん、
ご主人の公輝さん、
息子の貴裕さん
（芦田農園にて）

ある。
・農業はすべてがコンテンツになる。
・農業ＩＴを使い農業をコンテンツ化すべし。
また、副次的効果として、
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・コンテンツ化は、農家の一体化に効果絶大である。

栽 培 記 録 シス テ ム
『 アグリノート 』 モ

・ コンテンツ化と一体化こそ、 新たな共同販売の芽

ニターの勉強会

となる。

自前のＰＣを持参し

情報化社会の進展は、 すぐに真似をされるので経

て参加。
システム発展の道筋

営戦略の差別化の維持を困難にしている。
「物語は他

は「単純に取り組む

社から盗めない」 ので、 現場から自発的なスト ー

→ 全員が標準レベ

リー・マーケティングの展開という観点でＩＴを活用

ルに達する → おき

すべきである。

たま流の専門システ
ムができる」である。
まずは、面倒でもシ

アグリテック見聞録⑤

ステムに慣れる

ＪＡ山形おきたま青年部で自主勉強会が発足
盟友760人（2016年２月末現在）のＪＡ山形おきたま
青年部を中心に近隣ＪＡの若い農業者に、新しい動き

マップでは水利と合体した管理など、工場の生産ライ

がある。 地元選出の鈴木憲和衆議院議員の呼び掛け

ンの流れに共通する問題意識がある。 今後は問題整

で、 この春以降自主勉強会が始まった。 農業ＩＣＴベ

理をしながら取り組みを進めるが、まずは、盟友間の

ンチャー企業であるベジタリアグループが趣旨に賛同

情報の共有とスキルアッ プという点で、 ベジタリアグ

し、生産記録システム『アグリノート』と水田センサー

ループで開発した利用者限定の掲示板サービス「アグ

『パディウォッチ』のモニター活動がスタートしている。

リトーク」注）の全国初の導入を進めたい。

モニターで得た知見は共有するといった高い意識があ

アグリテック見聞録⑥

る。 このモニターの意見交換から、 水田センサ ーの
データを『アグリノート』画面への連動などのアイデア

ＩｏＴ農機の特徴的な動き（夏の展示会より）
（１） クボタから業界初の「直進キ ープ機能付田植

などが生まれている。
筆者は勉強会に参加するなかで、 若い人の経営感
覚、発想は豊かであると実感している。特に、雇用に
関しては天候予測と作業調整および労務管理、 圃場

機」が発売
ＧＰＳ（全地球測位システム） を活用し、 直進時に
自動操舵ができる。
規模拡大を図る上で、熟練した技術・技能を持った
人の確保が困難になっている。未熟者でも簡単に真っ
すぐ田植えができる。旋回はハンドル操作が必要であ
るが、無人運転に一歩近づいた。

自民党農林部会部会長
代理として農林水産業
骨太方針策定ＰＴ（プ
ロジェクトチーム）に
よる「論点整理を踏ま
えた緊急提言（2016
年５月）」を報告する
鈴木憲和衆議院議員
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注）ＳＮＳは利用者が不特定なので安全性の問題があること、掲載
された情報を管理する考えがないことから、特定の目的で構成され
るコミュニティー内での情報交換には不適であった。また、メール
マガジンは情報が一方通行で不備である。「アグリトーク」は利用
者限定（登録）による安全性確保、管理者を明確にした掲載情報の
チェック（削除）、双方向の情報交換とコミュニティー全員の情報
閲覧を可能にする。この「アグリトーク」は農産物直売所で導入す
ると効果がある。また、消費者と生産者をつなぐ手段としても可能
性を秘めたシステムである
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（３）スガノ農機の『レーザーレベラー』
大規模圃場は２枚の田んぼの中畔を除去する『レー
ザーレベラー』は作業に欠かせない。

クボタ乗用形田植機

ファームパイロット（Farm Pilot）シリーズ

『ラクエル「EP8D-GS」（8 条植）』。ＧＰＳセンサーは運転席の上
のフレームに取り付けられている

【 直進キープ機能操作について】
１工程目で直進方向の基準線（始点・終点 ）を「基
準登録スイッチ」で登録。

ＩｏＴ農機は大型化するが、使いやすいので女性でも安心

（４）環境センサーの進化（水田センサー）

次工程からは「ＧＳスイッチ（直進キープスイッチ）
」
を押すだけで、基準線に対して自動的に平行走行する。

水田センサー『パディウォッチ』を販売するベジタリ
アグループが開発中の2017年モデルを、農機の展示会
に出品した。特徴は、数十台の水田センサーのデータ
を、中継機（ゲートウェイ）を使ってクラウド通信を行
うネットワーク方式により、 普及の促進と低価格化を
実現する。10月に正式発表の予定である。

出典：クボタホームページより

（２）注目が集まるドローンによる農薬散布
ある展示会で
は、 ２日間の期
間中に「産業用
マルチローター
操縦教室受講」
（株）丸山製作所の液体散布用マルチロー
ター『ＭＭＣ940ＡＣスカイマイスター』。
（株）エンルートとの共同開発

申込 者が 140人
集まり関心の高
さを物語った。
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資料提供：ベジタリア（株）
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認知症時代到来に先駆けた
ＪＡグループ愛媛による介護事業の展開
～行動観察方式“AOS”活用による認知症対応を標準とした
“その人らしさ”を支えるケアづくり～
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

こおり や ま

まさふみ

郡山 雅史

（栃木県）
と共に全国でもＡＯＳの取り組み先進地となっ

． はじめに

ているとのことであった。

前号
（『ＪＣ総研レポート』2016 年夏 VOL . 3 8）
では、

本稿では、ＡＯＳの導入により、介護現場に認知症

認知症高齢者対応をいち早く意識した通所介護事業

対応を標準とするケアを普及しているＪＡグループ愛媛

（デイサービス）施設ＪＡひがしうわ稔の郷「清沢」の取

の取り組みならびに介護事業の立て直し、
「小規模多

り組みを紹介した。そこでは、わが国の宅老所の先駆

機能型居宅介護」注３）にチャレンジするＪＡおちいまば

けの１つである託老所
「あんき」の取り組みに学びつつ、

りの取り組みを紹介したい。

・

環境変化のダメージを抑え、利用者一人ひとりのアセス
メント注１）を踏まえた本人主体のケアが行われていた。
取材後、スタッフ全員が「あんき」で研修を受けたと
知ったが、今回の取材で、
「あんき」での研修は、ＪＡ
愛媛中央会が「清沢」の事業立ち上げのために 1 カ月

２

ＪＡグループ愛媛“その人らしさ”を支えるケア
．
（＝ひと）づくり

（１）取り組み体制と概要
2000 年にスタートした介護保険法の初めての改正

間にわたり実施したなかの一部であることが分かった。

が施行された 2006 年、ＪＡ愛媛中央会はＪＡグルー

「通所介護事業」や「介護保険法」の理解、書類作成、

プ愛媛として本格的に介護事業に取り組もうと高齢者

機能訓練をはじめ、
「認知症」の理解、託老所「あん
き」での認知症対応ケアの実習、行動観察方式“ＡＯＳ”
（以下ＡＯＳ）注２）のノウハウなど、多岐にわたる研修が
1 カ月間にわたり行われたのである。古民家を使った

正しく知ること、 そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生
じているかを確認すること。援助活動を行う前に行われる評価（出
典：「介護保険・介護福祉用語辞典 kaigoweb.com」より抜粋）

環境づくりだけでなく、そこに不可欠とされる“認知症

注２）AOS（アオス・Action Observation Sheet）とは、（医）

ケア”がスタッフの“ひとづくり”
（ 研修）という形で醸

イト連絡協議会が見いだし、広く一般化（命名）した認知症の重症

成されていたのであった。

度を測る検査法。 日常生活動作を見る５項目と具体的な本人の行

立ち上げ研修だけでなく、ＪＡ愛媛中央会は現在、
評価が高まりつつある認知症ケアのツール、ＡＯＳの

たま い あきら

敦賀温泉病院の玉井 顯 院長が開発した手法を全国キャラバン・メ

動・状態などを評価する48項目からなり、症状をチェックするこ
とで病気とその進み具合が分かる。結果を本人に関わる支援者たち
が共通言語化および共通認識化することで連携（特に医療と介護の

研修会を県内既存のＪＡ介護事業所（各種事業）に対

連携に有効）が図れ、本人への理解が深まり、よりよいケアが可能

し定期的に行っている。３年前からは、県内ＪＡが参

注３）利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよ

加する介護事例発表会もスタートさせた。全国キャラ
バン・メイト連絡協議会菅原弘子事務局長によれば、
ＪＡグループ愛媛はこうした取り組みによりＪＡはが野
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注１）介護過程の第一段階において、利用者が何を求めているのか
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となる
う、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期
間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせ、家庭的な環
境と地域住民との交流のもとで日常生活上の支援や機能訓練を行う
介護サービス（出典：厚生労働省ホームページ）
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福祉関連部署を設置し、保健師・ケアマネジャーなど

こるとする「生活障害」注４）に着目し、環境を重視した、

の経歴を持ち、専門職として訪問看護事業にも関わっ

その人の自信や生きる意欲を引き出し、
“その人らしさ
（主

てきた松本栄氏を福祉アドバイザーに迎えた。

体）
”を再び築くケアづくりを進めている。

「 高齢になれ ば必 然 的に認知 症の 割 合は高くな

（３）
“こころ”と“からだ”を結ぶ機能訓練

る。重度化すれば、認知症そのものが忍び寄ってく

2005 年度介護保険法改正（2006 年４月施行）では、

る状況。小規模多機能型居宅介護、訪問介護、通

軽度者の要介護度悪化を防ぐ目的により
「要支援１・２」

所介護など事業を問わず（認知症対応は）欠かせな

を新設。
“介護予防サービス”が導入され、身体機能

い」とこれまでの経験から、認知症対応は（介護事

向上を図る「運動器機能の向上」が盛り込まれた。松

業に）当然と感じていた松本氏は、以前より知り合

本福祉アドバイザーは、自分だけでは対応が難しいと、

いであった託 老所「あんき」の中矢暁美代表、キャ

理学療法士（Physical Therapist ＝ＰＴ）を探すことに

ラバン・メイト指南役として全国で活躍する近藤誠氏

注５）
を導入する事
したが、マシンなどによる“パワリハ”

（愛媛・西条市子育て支援課長 ）らに協力を依頼し、

業所が少なくないなか、利用者の生活（の自信や喜び）

愛媛県内のＪＡを対象とした研修会やセミナーの開催、

につながる機能訓練が大切であると考え、そうした考

現地指導などに着手した。現在、ＪＡ愛媛中央会の

えに基づく機能訓練に感度のある理学療法士を探し

取り組みは、介護保険法関連、事業別（訪問介護・

た。当時から松山市で地域支援事業に関わっている

通所介護など）、認知症関連の共通研修会に加え、事

富田陽子氏がその人で、
以後、
10 年間一緒に現場を回っ

業所立ち上げ・業務改善を対象とする個別の現地指導

ている。

（研修）の他、
「老い方・死に方講座」といったユニー
クなセミナーの企画（介護事業外）など、多岐に及ぶ。
（２）“その人らしさ”
を支えるケアづくり

利用者がなぜ立ちたいのか、立って生活のなかで何
をしたいのかを探ることで、同じ「立つ」機能訓練で
も、質が変わってくる。
「立てないのよ」という利用者

「どんな介護であろうが人を育てる、人を育てて利用

が昔、踊りを踊っていたことが分かった。
「マイ扇をお

者のその人らしさを支える、スタッフのその人らしさを

持ちですか？」と尋ね、機能訓練の際、持ってきても

支える、それがうちの命題です」と、ひとづくりの重視

らい、音楽をかけると、扇を手に（立って）くるくる回っ

について語る松本福祉アドバイザー。
「ＪＡではよく
『お

ている。3 分間、踊るというのは、それだけで大変な

礼の事業』という言葉を聞くが、事業である以上、継

機能訓練になると、松本福祉アドバイザー。その人の

続できないといけない。そして、数字だけでなく、事業

なかに眠る記憶（こころ）と結ぶことで“からだ ”が自

（ケア）の質も担保していかないと、継続につながらな

然に動くのだろうか？

い。それには、ひとづくりの部分が特に重要である」と、

（※介護の世界には、要介護状態のお年寄りには訓

介護保険法、各種事業、記録の取り方、具体的なケ

練よりも自発的な動きの方が効果があり、利用者が自

ア、生活援助から身体介護への切り替えなど、ベーシッ

力で生活行為ができる環境を整え、毎日、行為を繰り

クなノウハウを伝えつつも、利用者の「個別性」を重視
する託老所「あんき」の中矢代表にアドバイスや研修先
の紹介を受け、認知症対応を標準とする個別ケアの普
及を目指している。
「それで、認知症の人のその人らしさを支えるんです
よ。個人をいかに支えることができるかに尽きる。そ
こを核にうちの研修をやるようにしている」と、身体の
障害に起因する諦めなどの意欲低下、家族関係の喪失
などが重なり、主体が崩壊し、寝たきりや認知症が起

注４）障害者や高齢者の障害を機能や能力の障害としてだけでな
く、生活という視点から広く理解し、障害とならないような支援の
目的や方法を具体化しようとする考えから生まれた言葉。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（参考：『実用介護事典』講談社）
注５）パワー・リハビリテーションの略。トレーニングマシンなど
を使用し（一般的にマシンを使うイメージが強いが、使用しないも
のもある）、使われなくなった筋肉を再活動化させることにより、
立つ、歩く、座るなどの動作向上、維持を図るリハビリテーション
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返せば、訓練以上の効果があるとする「生活行為に優
注６）

る訓練なし」

ＪＡ愛媛中央会は、ＡＯＳ設問の認知症の方に現れ

という言葉がある）

る症状を関係が深いと考えられる脳の４つの部位（前

（４）
“できる”を“自信（尊厳）
”につなげる行動観

頭葉、後頭葉、頭頂葉、側頭葉）に再整理したオリ

察方式“ＡＯＳ”

ジナルの図表を作成し、家族などへの説明に活用して

ＪＡグループ愛媛が取り組む“その人らしさ”を支え

いる（ＡＯＳによるアセスメントは原則、年２回、実施）。

るケアづくりは、
“その人”の生活を踏まえ、その主体

ＪＡグループ愛媛の強力な支援者であり、
「認知症

性を引き出す機能訓練を志向しているが、そのために

サポーターキャラバン」注７）にてＡＯＳを推奨する近藤

は利用者の生活歴や現在の暮らしについての把握（ア

誠氏は、その著書『家族よ、ボケと闘うな！』
（長尾

セスメント）が不可欠となる。そこで導入されたのが、

和宏医師との対談、ブックマン社、2014 年 12 月）で、

直接、本人に質問する質問方式でなく、本人、家族、

認知症の方は一度にすべての機能を失うわけでないこ

介護スタッフなどにアンケートする観察方式により認知

とから、
（その人の）
「できる・やれる」を見つけ、誇り

症の重症度を推し量るＡＯＳである。

と自信を取り戻す支援が重要とし、
「その人（性格・人

2008 年、松本福祉アドバイザーはもっとアセスメン

生歴・趣味趣向など）を知ること」と「その人の今（脳

トに効果的なツールがないか探していたとき、近藤誠

の状態）を知ること」が必要とし、日常生活の状況を

氏からＪＡはが野で面白い取り組みが行われていると

把握し、その人の今を知るためのツールとして、ＡＯＳ

聞き、出向いたＪＡはが野でＡＯＳに出会った。

が有効であると述べている。

認知症サポーターキャラバン『キャラバン・メイト養

こうした ＡＯＳを現場のスタッフが無理なく習得でき

成テキスト スキルアップ編』
（発行：ＮＰＯ法人 地域ケ

るようにするため、松本福祉アドバイザーは、近藤氏

ア政策ネットワーク）には、認知症の人に現れる症状は、
脳の神経繊維がさまざまな原因でダメージを受け、そ
の部位がつかさどっていた機能の病変によって起きる
脳の障害に、身体・心・環境などが複雑に絡み合った
結果、出現する言葉にできない訴え（非言語の語り）で、
その支援には、認知症本人の行動を観察し、なぜそう
した症状が現れるのか、原因を理解することが大きな
手掛かりとなると記されている（同テキストにはＡＯＳ
が症状別対応として再編集され、取り入れられている）
。
そうした本人の行動を観察する効果的な手法である
ＡＯＳ。認知症の方の日常生活での行動や態度などで
出現しやすい症状や、家族からの訴えについて、度合

け再整理した図

いに応じ◎、○、△、×を付け、点数化と項目別の

注６）介護の世界から生まれたことばの１つ。訓練よりも、自発的

整理を行い、脳の状態や今後の症状の変化を予測す

に動き出すほうが効果があるという意味。いくら専門的な訓練をし

る。聞き取りが簡単な点（所要時間７～８分）もＡＯＳ
の大きな特徴で、本人や家族、関与する介護・医療ス
タッフなどの負担が少ない。また、回答する本人、家

ていても、使っているベッドが狭すぎて起き上がりができなかった
り、髙すぎて足が下ろせないのでは訓練の意味はない。いまある自
分の力で起き上がり、立ち上がる条件をつくって、毎日の生活行為
を繰り返せば、訓練以上の効果をもたらす（出典：『実用介護事典』
講談社）

族、介護・医療関係者などに評価のずれが出ることを

注７）厚労省が「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」の一環とし

前提としており、そのずれをも含めた評価とすることで、

て、認知症を理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支援する「認

共通言語化および共通の認識を全体で図ることができ
る。
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知症サポーター」の養成を行う事業。2016年6月30日現在、全国
の認知症サポーター数773万2475人（出典：全国キャラバン・メ
イト連絡協議会ホームページ）
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と一緒に現地に赴き、平日の夜 19 ～ 21 時半ごろ、ま

の意識が変わってきたとし、審査委員の１人である理

たは土日などに１年を通じ、県内 30 カ所程度で研修

学療法士の富田陽子氏も３年間の取り組みでだんだん

会を行っている。参加する介護スタッフは、事前に自

発表内容が濃くなってきていると高く評価した。

分の事業所の利用者のＡＯＳシートを準備し、講師の

（６）成果と課題

近藤氏に送り、近藤氏が課題に沿って読み込んだ上で

「介護事業のありがたいところは、頑張ったけど市

コメント、全体で検討の上、アセスメントならびにケア

場の価格安で結果が出ないことがある営農と違い、研

プランを作成し、一人ひとりのスキルアップを図ってい

修や事業にしっかり出て頑張ったところは、利用者が

る。

増え、経営的にも改善し、結果が出ている」と言う黒

（５）介護事業事例発表会
2008 年、松本福祉アドバイザーが研修として訪ねた

河組織広報部長。ＪＡ愛媛中央会の取り組みは、人づ
くり、研修体系として、完成度を高めつつある。今後、

ＪＡはが野では、ＡＯＳを活用した取り組みの事例発

不可欠とされるが、なかなか現場での導入が進んでい

表会が開催されていた。自分たちにはまだ難しいとし

ない認知症ケアにＡＯＳを導入し、ＪＡグループ愛媛

ばらく企画を温めることにした松本氏。2013 年、よう

がいち早く手掛けた“その人らしさ”を支えるケア・人

やく第１回ＪＡグループ愛媛介護事業事例発表会の実

づくり。この取り組みは、前述のように、最終段階とし

現にこぎ着けた。１年目は、参加予定のＪＡがそもそ

て目指してきた介護事業事例発表会に到達し、そこで

も発表の仕方から分からないため、文章の書き方、ま

は介護スタッフたちが、熱心な質疑を繰り広げるまで

とめ方に至るまで丁寧に指導、２年目以降は前年の記

になった。

録や資料を参考にスムーズに理解してもらえるように

だが、課題も多い。途中まで人材が順調に育って

なった。会場の反応についても、１年目は質問や意見

いたが、上層部の介護事業への理解不足から、職員

はあまり出なかったが、３年目となる昨年度は会場か

が一斉に辞めてしまったＪＡ事業所が県内にある。依

らたくさんの質問や意見が出されるようになった。
「夜、

然、厳しい状況が続いているが、状況の本質をトップ

ＡＯＳ研修会をやって、スタッフみんなで（このケース

が理解せず、根本的な打開は難しいと松本福祉アドバ

は）どうすればよいかと議論し、事業所ごとの活動と

イザーは語る。また、新規の立ち上げより、既存の業

して勉強して、その集大成として１年の最後に、グルー

務改善の方がずっと難しいとも。そうした現場は、入っ

プで発表する。そこで、他のＪＡや事業所からたくさ

ても上層部の理解がないと成果は期待できない。

ん質問が出される」と黒河安徳組織広報部長は取り組

また、ひとづくりには人事制度といった側面も欠か

みが本当に浸透してきたとしみじみ語った。審査委員

せない。せっかく高いケアを提供できる人材を育てて

長の近藤誠氏は、会場から質問がたくさん出て、職員

も、育った人材が、条件の良い他（民間）の事業所へ
流出してしまったり、ＪＡ内ではあるが、他部門へ異
動してしまっては、時間やコストをいくら掛けても砂上
の楼閣になってしまう。介護事業の人材流出が後を絶
たない県内のＪＡで福祉事業の正職員化、福祉部門職
員の規定整備に取り組んだことを契機に、ＪＡ愛媛中
央会はそうした取り組みを広げようと県内のＪＡに働き
掛けている。
加えて、松本福祉アドバイザーは、ＪＡにとって、福
祉事業をどのように継続させる思いがあるのかが一番

JA 愛媛中央会 黒河組織広報部長（右）

大事だという。
「福祉」になじみが薄いＪＡの経営者は、

松本福祉アドバイザー（左）

事業の数字に比べ、ケアそのものに関心が低くなりが
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ちである。地域包括ケアシステムの構築を目指す 2025
年に向け、介護事業の専門化が進むなか、ＪＡ事業と
して介護事業をいかに位置付けるのかといったビジョ
ンづくりもあらためて必要になるものと思われる。

３

もう１つの挑戦～ＪＡおちいまばりによる介
．
護事業の立て直し

本稿では、ＪＡ愛媛中央会の取り組みに加えて、そ
の支援を受けるＪＡの１つＪＡおちいまばりによる介護
事業の立て直し、小規模多機能型居宅介護事業の取

渡部専務

中心に業務改善を本格化させた。

り組みを紹介する。
日本最大規模の直売所「さいさいきて屋」などで有

2012 年度介護保険法改正で通所介護事業は、そ

名な、愛媛県の東予地方に位置するＪＡおちいまばり。

れまで事業所の多くが選択していた６時間以上８時間

1997 年４月、旧今治市と旧越智郡、上島町（弓削町、

未満という区分が消滅し、実質的に介護報酬が下がる

岩城村）の瀬戸内海の島 嶼部含む 14ＪＡが合併し、

５時間以上７時間未満（５－７）か、職員配置の見直し

誕生したＪＡである。ＪＡおちいまばりは、1998 年、

が必要になるが介護報酬が上がる７時間以上９時間未

生活福祉課を設置し、渡部浩忠氏（現代表理事専務）

満（７－９）かの選択が迫られていたが、菊川課長は

が課長として着任、島嶼部を含むＪＡ管内をくまなく歩

現場スタッフを説得し、７－９へのシフトを決行。さら

きＪＡ福祉事業計画を作成した。介護保険法が成立し

に、2015 年度改正では全事業所で中重度者ケア体制

た 2000 年４月、訪問介護事業をスタート。２年後の

加算を取得し、２事業所で認知症加算（デイ利用者の

2002 年秋、初の通所介護事業施設「デイサービスセン

うち、日常生活自立度がⅢ a 以上の利用者が 20％以

ター元気」を開業。2003 年、
「デイサービスセンター元

上）を取得した（認知症加算を取得した２事業所は半

気伯方」、2004 年、
「デイサービスセンター元気桜井」
、

年に１回のＡＯＳ検討会を開催し、年に１回ＡＯＳ研修

2008 年、
「デイサービスセンター元気玉川」を開業し、

会を受講）
。もともと職員数が十分でないこともあり、

ＪＡの通所介護事業施設は計４カ所となった。2006 年

こうした業務改善に対し、現場から反発の声、不平不

には組合員や介護スタッフの声に応える形で近見地区

満が噴出したが、着任初年度に年２回、職員の面接を

に歯科診療所を、2013 年には伯方地区に島嶼部への

行い、職員に言いたいことを言ってもらい、風通しを良

訪問診療を行う伯方歯科診療所をオープンさせた。ベ

くしつつスタッフたちへの理解を促した。

とうしょ

テランヘルパーが多く、地域でもケアや料理に対する

2015 年はＪＡ愛媛中央会の指導のもと、通所介護

評判が高い訪問介護事業は、依頼が多く、現在まで

事業所「デイサービスセンター元気玉川」の業務改善

黒字をキープしている。

に１年間、きっちり取り組んだ。そこでは、ケアをして

しかしながら、しばらくは順調であった介護事業が、

36

菊川部長

いる日中は記録に手が回らず、超過勤務が日常化して

2012 年、初めて赤字に転落した。原因は明らかで、
刻々

いたが、１日の流れを見直すことで無駄な時間をあぶ

と変化する介護事業の制度の変化に対応してこなかっ

り出し、利用者へ注意を払いつつ記録作業を進めたり、

たためである。

どの人材をどこに配置するか工夫がなされた。そうした

同ＪＡは、2013 年、ＪＡマスターコース修了生である

なか、職員の意識が徐々に変わり、残業が減り始めた。

菊川美和氏を生活福祉課課長（現生活福祉部長）に据

ほぼ同時期となる 2015 年 11 月、
ＪＡおちいまばりは、

え、ＪＡ介護事業の立て直しに着手。菊川課長は着任

地域包括ケアシステムの目玉として期待される小規模

初年度から介護事業の屋台骨である通所介護事業を

多機能型居宅介護事業所「元気まんてん」を開業させ
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JA おちいまばり

小規模多機能型居宅介護事業所

「元気まんてん」看板

た。取材に伺った７月、
「元気まんてん」の利用者の要
介護度の平均は 1.7 とやや低めだが、そのほとんどは

「元気まんてん」ホール

テーブルコーナー（フローリング）

認知症の方で、登録者数は 22 人（最大は 25 人だが、
23 人までにしないと、短期利用者の受け入れができな
い）。短期利用者は１人。通い（デイサービス）は 14 ～
15 人（最大 15 人）。泊まり（ショートステイ）は７人（最
大９人）。訪問（ホームヘルプ ）は随時実施、2015 年
度改正で導入された月当たり 200 回以上の訪問回数が
条件となる訪問体制強化加算を取得した。
スタッフ数は、現在、調理要員を含め全部で 16 人（正
職員２人、非正規職員 14 人）、うち看護師７人（常勤
職員３人、非常勤職員４人）、ケアマネ１人を含む。

ホールの向こうはオープンキッチン

施設（建物・外構）については、松山市の託老所「あ

お風呂は好きなときに入れる）
、東側は掘りごたつや神

んき」や岡山県にある小規模多機能ホーム「ぶどうの

棚もある和室となっている。和室の外にはぬれ縁が設

家」を視察（研修）し、施設プランは託老所「あんき」

けられ、スタッフと３人の利用者たちが夏野菜の育ち

の中矢代表に見てもらい改良を重ねた結果、利用者の

つつある畑を眺めていた。ホールから西に伸びる廊下

居心地やリロケーションダメージに配慮し民家的な雰囲

の北側は和風の個室（畳敷きに布団）
、南側は洋風の

気を意識し、床素材に工夫を凝らした現案（１階建て・

個室（フローリング敷きにベッド）で、泊まりのスペース

床面積 227㎡）にたどり着いた。

となっている。廊下の床面は、和室側半分が畳、洋室

軒下にベンチが設けられた小ぶりな玄関をくぐると、
椅子掛けのテーブルコーナー（フローリングで仕上げ
た床面）、そして座面が低く抑えられた畳の床のローソ
ファーとローテーブルコーナー（畳で仕上げた床面）が
隣り合う、洋風でも和風でもないユニークなホールが
広がる。ホールの南側はオープンなキッチンがしつらえ
られ、私服のためか（環境変化を少なくするため制服
は設けていない）、ご近所さんと間違いそうになるよう
なスタッフたちが調理作業をしていた。西側は事務コー
ナー、事務作業をしながら利用者に目が届く位置となっ
ている。北側は洗面コーナー（その奥は１人用の浴槽、

ぬれ縁でまったり
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度、金融部門に異動となってしまった（残ったスタッフ
で何とか頑張っている）
。このように小規模多機能型
居宅介護事業施設の新規開設をはじめ、通所介護の
業務改善など、ＪＡおちいまばりの介護事業再生はま
だ途上の段階とのことであった。
制度改正が頻繁になされ、事業モデルの変化が早
い介護事業に対し、ＪＡ自ら率先して法令などの情報
を集め、迅速に対応していくことが必要だという菊川
施設の畑

部長。現在、取り組んでいる介護事業（業務改善）に

もうすぐ夏野菜の収穫

側半分 がフロー

ついて尋ねると、
「なかなかしんどいが、十分いけます

リング仕 上げと

よ」と力強い答えが返ってきた。

なっており、 和
洋個室の前室的
な役 割を果たし

左が洋の個室／右が和の個室
床がフローリング（左）、畳 ( 右 ) で構成

．おわりに

ていた。 プラン

前回の取材で、
「宅老所」という民間が取り組む介

を何度もやり直し

護施設に出会った。そして、その宅老所は、現在、政

たかいあってか、

府が進める地域包括ケアシステムの中核となる「小規

さまざまな 質の

模多機能型居宅介護」のモデルとされていることを

場所が 設けられ

知った。宅老所の機能は、施設から在宅にシフトする

た豊かな生活空

わが国の高齢者福祉により、かなり重要視されている

間、利用者が落

ように思われる。だが、新設された小規模多機能型

ち着いて過ごせ

居宅介護は、宅老所の機能が十分に組み込めていな

る場 所と感じら

い部分もあり、少なからず問題が残されていると関係

れた。

者から聞いた。
「宅老所にあり、小規模多機能型居宅

このようにＪＡおちいまばりの介護事業再生は、通

介護に足りないもの、それは何なのだろう？」そうした

所介護事業から着手し、続いて小規模多機能型居宅

疑問を残しつつ、今回は、前回取材したＪＡひがしう

介護事業施設を立ち上げ、一歩一歩取り組みを進めて

わ稔の郷「清沢」に、本人主体のケアを研修という形

きた（現在、同ＪＡの介護事業は、訪問介護事業、福

で導入したＪＡ愛媛中央会の取り組みを取材した。

祉用具貸与事業、通所介護事業４カ所、居宅介護支

取材では、まず松本福祉アドバイザーが言うように、

援事業：ケアマネ６人、小規模多機能型居宅介護事

今日の介護事業の現場は事業の種類を問わず認知症

業１カ所）。その結果、2015 年度末の決算でついに黒

対応が不可欠になりつつあると感じた。翌日、訪ねた

字を達成した。

ＪＡおちいまばりの小規模多機能型居宅介護事業所

しかしながら、泊まり９人に対し、夜勤１人の体制
を取っている小規模多機能型居宅介護事業施設では、

38

４

「元気まんてん」も利用者のほとんどが認知症高齢者
の方であった。

夜勤対応のスタッフの人手に苦労している。昨年、５

次に、取材を進めるなかで、認知症高齢者の方の

人いるうちの１人が腰を痛め、現在４人でローテーショ

問題行動が落ち着く、その進行を緩和させるケアがこ

ンを回しており、スタッフ全体でも超過勤務が慢性化

の世の中に確かにあるということをあらためて理解し

している。また、通所介護事業所の１つは、他のスタッ

た。託老所「あんき」やデイサービス稔の郷「清沢」で

フを引っ張る核となるスタッフが育ちつつあったが今年

認知症の方が落ち着いて過ごしていたのは、古民家や
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民家風の家庭的な空間のなかで過ごしているからだけ

に出し生活空間を広げ人間関係を豊かにする必要があ

でなく、利用者の心根に分け入ったスタッフによるケア

り、
「デイ」の持つ“関係の力”を活用して、老人の主

の役割が小さくないのである。

体の崩壊を防がなければならないと述べている。早く

そして、そのケアの中身が少しずつ明らかになった。

から認知症を「生活障害」と捉えてきた宅老所は、こう

松本福祉アドバイザーが“その人らしさ”を支えるケア

した理由からも
“通い”
にこだわってきたのだろう
（“通い”

と呼ぶ、本人主体のケア。現在、ちまたには「寄り添う」

は家族のレスパイト＜ respite= 休息＞にも有効）。

あふ

「真心をこめて」など、雰囲気的な広告的文言が溢れて

前回の取材で疑問として残った、宅老所にあって、

いるが、ＪＡグループ愛媛が託老所「あんき」を手本

小規模多機能型居宅介護にない場合があるもの、そ

に進めるものは、ＡＯＳを活用した利用者のアセスメン

れは今回の取材対象が目指す（松本氏の言い方で言

トに基づく、自分らしさ（自信やプライド）を支える「技

うと）
“本人らしさを支えるケア”
（ 環境づくりを含む）

術」や「科学」に裏打ちされたケアである。

だったのである。小規模多機能型居宅介護は優秀な

家庭的な雰囲気のなかで（環境変化によるストレス

ところとそうでないところ、
「あなたたちにいてもらえる

を避け）、本人のことや周囲との関係、できることや

から私たちは安心よ」と地域の人たちから言われると

やりたいことを探り、促し、褒め、
（一緒に）喜び、自

ころと、
「とにかくたくさん来てたくさん泊まらせて利益

尊心の回復を促すＪＡグループ愛媛の目指すケア。ス

があがればよい」というところとに２極化しているとい

ウェーデンの認知症ケアに方向転換をもたらした有名

う松本福祉アドバイザー。できれば前者（小規模多機

なグループホーム「バルツァゴーデン」について書かれ

能型居宅介護に限らず）を生み出したいと、外部者の

た『スウェーデンのグループホーム物語』
（バルブロー・

協力を得ながら平日の夜、週末を利用して熱心に本人

ベック・フリス著、ふたば書房、1993 年）にも、同施

らしさを支えるケアづくり、すなわち“人づくり”に取り

設が家庭的な雰囲気において、利用者の残存能力を

組んできた。

刺激し、活性化させるために生活を活用したケアに取

そして、ＪＡおちいまばりの介護事業立て直しの取

り組み、利用者に残っている機能に刺激を与えるには、

材では、ＪＡ自らが主体的、自発的にしっかり手綱を握

本人が関心を持っていること、記憶にあること、助けを

り、変化する制度に対応しマネジメントするという当然

借りればできることを話してもらい、本人をいたわり、

であるが、なかなかできていない課題に挑む現場に触

励まし、そして褒めることが大切であることなどが述べ

れることができた。人づくりはそもそも人がいなければ

られ、今回、取材した取り組みと共通点が多いことを

できない。それには、しっかりしたビジョンのもと、制

感じた。

度を巧みに活用し経営の安定化を図り、職員が無理な

そして、ケアの中身が理解できてくるに従い、認知

く働けるスキルアップの環境を整えることも必須となる。

症高齢者が落ち着いて過ごせるこうしたケアが施設や

ケアづくり = ひとづくりを基本とする介護事業。認

事業づくりの軸とならない（機能しない）と効果は得ら

知症時代が到来するなか、一筋縄ではいかなさそうだ

れず、本人に良い結果をもたらさないだけでなく、家族、

が、前回、取り上げたＪＡひがしうわデイサービス稔の

地域からの評価も得られないことが分かってきた。

郷「清沢」
、託老所「あんき」そして、今回、紹介した

加えて、宅老所が“通い”を基本としてきた理由（小

ＪＡ愛媛中央会、ＪＡおちいまばりの取り組みは、今

規模多機能型居宅介護も継承）も認知症ケアの中身を

後の実践に少なからぬヒントを与えてくれそうである。

知ることで理解できてきた。
『目からウロコ！ まちがい
だらけの認知症ケア』
（主婦の友社、2008 年）で、著
者の三好春樹氏は、
「重い人は訪問、軽い人は通所」
という考え方がこれまで主流となってきたが、あるべき
姿はまったく逆で、要介護度の重い人ほど、もっと外

※最後になりますが、本稿執筆にあたり、ＪＡ愛媛中央会黒
河安徳組織広報部長、同松本栄福祉アドバイザー、ＪＡおち
いまばり渡部浩忠代表理事専務、同菊川美和生活福祉部長、
全国キャラバン・メイト連絡協議会菅原弘子事務局長に、協
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。
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生協における組合員制と地域貢献
〜イギリス・ミッドカウンティーズ生協の総合事業に学ぶ〜
ＪＣ総研 協同組合研究部 副主任研究員
ＪＣ総研 協同組合研究部長 主任研究員
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２

１

イギリス生協の歴史的変遷と卸売生協「コー
．
ペラティブ・グループ」の誕生

．はじめに

2016 年７月４日～７日、イギリスのバーミンガム国際

杉本（2006）によれば、
「第 2 次世界大戦後のイギ

空港より車で 40 分ほどに位置するウォリックシャーに

リスにおける生活協同組合の歴史は、ひとことで言え

本部を構えるミッドカウンティーズ生協を視察してきた。

ば没落の歴史」注１）であり、協同組合運動の母国であ

か つて、Dr. レイドロウによって“multi-purpose co-

るはずのイギリスの協同組合、とりわけ消費者生協に

operative”と評された日本の総合農協であるが、
「お国

おいて「組合員組織であるという協同組合のもっとも基

変われば」で協同組合運動の母国・イギリスにおいて

本的な性格が希薄化していること、端的に言えば、生

は生協が幅広く地域密着の総合事業を展開している様

協が誰でも利用できる単なるスーパーマーケット化し

子が見て取れた。筆者のなかでは、後述する杉本論

ている」事実は、日本でも知られて久しい 注２）。また、

文などにより、イギリスの生協は協同組合という意識

同氏（2008）では、イギリス生協運動の歩みは、19 世

が職員からも組合員からも薄れ、単なるスーパーマー

紀は小規模生協「乱立」の時代、20 世紀は事業にお

ケットやコンビニエンスストアに変貌してしまったという

ける「連合」と「競合」の時代、21 世紀は全国単一組

イメージがあったため、今回の視察は大変刺激的で、

合へ向けての「統合」と整理している注３）。

かつ自己改革を叫ぶ現在の日本の農協にも大変示唆に

元来、イギリスはスーパーマーケット帝国であり、覇
者テスコ、
労働者向けにはアスダ（1999 年アメリカ・ウォ

富んだものとなった。
本稿は、本誌の読者の大半を占めるであろうＪＡ関

ルマート傘下）
、セインズベリーズ、セーフウェイ（アメ

係者に、筆者のイギリス生協の残像と現在のギャップ

リカ・カリフォルニア州を本拠）
、ソマーフィールド（2011

を埋めるのにお付き合いいただきながら書き進めたい。

年にコーペラティブ・グループが買収）の５大チェーン

まず、前半では予備知識として杉本貴志氏（関西大学

の他、上流階級向けのマークス & スペンサーなど階

教授）の先行研究よりイギリスにおける生協運動の歴史

層別にスーパーマーケットがあった。日本の地方と同

的変遷と自ら独立した生協でありながらイギリス全土
の単位生協に卸売事業を展開している「Co-operative

注1）杉本貴志「イギリスにおける生活協同組合の再興－責任ある

Group（コーペラティブ・グループ）」についての素地を

地域の小売業への模索と挑戦－－」
『関西大学商学論集』
（第51巻、

固め、後半で地域生協の事例として今般視察したミッ
ドカウンティーズ生協について筆者の見聞録を紹介し
たい。

2006年８月）
注2）杉本貴志「ステークホルダー・レポートから見るイギリス協
同組合運動の現在－－ユナイテッド・コープを中心に－－」『協同組
合経営研究誌 にじ』
（第617巻、2007年春号）協同組合経営研究
所（現・ＪＣ総研）
注3）杉本貴志「＜海外研究＞イギリス生協と連合組織－－ＣＷＳ＝
コーペラティブ・グループの組織・事業・統治－－」
『協同組合経営
研究誌 にじ』
（第621巻、2008年春号）協同組合経営研究所（現・
ＪＣ総研）
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様、イギリスでも週に１度、自家用車で家族揃って郊

という地域の名を冠した自らの店舗看板くらい掲げる

外のショッピングセンターに出掛け、１週間分の食材

のが通常であろう。

を調達するのが典型的な消費スタイルである注４）。大手

例えば、食品小売り部門のロゴは「The Co-operative

チェーンが、スーパーマーケット（280㎡以上）、スーパー

（後掲写真７）と大きくあり、下に小さく「Part of
Food」

ストア
（2250㎡以上）、ハイパーマーケット
（3600㎡以上）

The Mid-counties Co-operative（ミッドカウンティーズ

を中心に展開したのに対し、生協が再起を懸けて主力

生協の一部）
」と書かれているにすぎない。

としたのはコンビニエンスストアである。

イギリスの２大組合ＣＷＳ（協同卸売組合）とＣＲＳ

イギリスにはインド系の人々を含む自営店主が郵便

（協同組合小売りサービス）が合併しコーペラティブ・

局、新聞販売店、ガソリンスタンドなどを兼ねた地域

グループとして再スタートを切ったのは、イギリス協同

密着型の独立系コンビニが多く、それが本来組合員が

組合について知識の浅い筆者でも知るところではあっ

地域に集まることによって始められた生活協同組合と

たが、
“The Co-operative”
という新しいロゴマーク
（図）

注５）

マッチングしたというのだ （表１）。
筆者はイギリス生協における知識に乏しいまま渡英

のもと、
“協同組合”としてのアイデンティティを前面に
打ち出して展開していたことを、まず初めに学んだ。

してしまったため、視察先でたびたび疑問符の付くこ
とが多かった。その最たるは「ミッドカウンティーズ生
協」という看板や商品がどの店舗・施設にも見受けら
れないことであった。確かに、日本でも事業連化や大
規模な合併が進み、単協独自のＰＢなどはもはや生協
でも農協でも存在しなくなった。とはいえ、１つの独立
した経営体の証しとして「コープ○○」や「ＪＡ△△」

３

.

ミッドカウンティーズ生
協の概要

（１）地理的概況と合併の歴史
ミッドカウンティーズ生協の本
拠地は、ウォリックシャーにある。
その他、
バッキンガムシャー、
オッ
クスフォードシャー、グロスター
州、ウィルトシャー 、シュロップ
シャー、ウェスト・ミッドランズ州、
ウースターシャーを主なエリアと
しているが、旅行、エネルギー、
保育、福利厚生の４事業につい
ては、全国商圏に参入している。
管内の合併以前の各生協の
設立は表２のとおりで、一番歴
史ある生協だと 163 周年を迎え

注4）同注1
注5）同注１
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Property Services（管財サービス部）、Health care
（健康福祉部）、Buildings（不動産管理部）、Childcare Management & Support（ 保育管理、支援部）、
Sales & Customer service（販売・顧客サービス部）、
Commercial service（ 宣 伝 部 門 ）
、Marketing &
Social media（市場・ソーシャルメディア部）
、Quality
Team（品質チーム）
、Sustainability（持続可能性部）、
る。この他にも、少なくとも 19 世紀の終わりまでに数

Membership（組合員管理部）
、Flexible Benefits（福

十の協同組織が管内には存在していた。それらが徐々

利厚生事業部）
、Funeral（葬祭事業部）などの部局に

に合併し始め、2005 年にオックスフォード・スウィンド

分かれている。

ン＆グロスター生協（写真１）とウェスト・ミッドランズ

執行役員のケヴィン氏に本部を案内していただいた。

生協が合併したことにより誕生した。

例えばヘルスケ
アの島には薬局
とオンラインド
クターの島が並
んでおり、その
隣 には 葬 祭 事
業の担当部門
があるというよ
うに、 総 合 事

【 写真１】

業の連 携が 取

（２）組織概要

りや す い 部 門

組合員数は 2014 年度末が 50 万人、2015 年度末が

配置となってい

56 万人で、現在は約 60 万 6000 人と、年間約５万人
ペースで増加を果たしている。これは、イギリスの生
協が 1950 年代から 2000 年代までに陥った「果てしな
い長期低落」から脱却し再興している、といえる数字
である。施設は 680 の小売店舗や住宅がある。理事

る（写真２）。
【 写真２】

４

. 協同組合としての意識の向上－ＤＯＥＳ

ミッドカウンティーズ生協では、本部、店舗、資料、

は 16 人で、理事長を含む 11 人が女性である。職員も

刊行物のいたるところに４色の“ＤＯＥＳ”という文字

立候補し理事として選挙で選ばれることもある。全職

が見受けられた（写真３）
。これは、７原則からなるＩ

員は約 9000 人で、うち 250 人が本部勤務の職員であ

ＣＡ協同組合原則をシンプルな４条項にまとめたもので

る。執行役員は、ＣＥＯ、次席ＣＥＯ、保育事業本部

ある。以下に詳細を訳す。

長、管財・専門サービス部長、情報本部長、財務本部長、
葬祭事業部長、人事部長、管理事務局長、食品小売
事業本部長、旅行事業本部長、エネルギー事業本部
長の 12 人で構成される。
本部は、Legal（法務部）、PA（秘書室）、Personal
services group（人事部）、Financial Accounts（財務
会計部）、Management Accounts（管理会計部）
、
42
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「行動における価値」

【 写真４】

Democracy（民主主義）：組合員の考えが組合の運
営方法に反映されるようにする。
Openness（開放性）：接点を持つすべての人たちに

【 写真５】

対する振る舞いにおいて、オープンであり、正直であり、
公正である。
Equality（平等性）：組合を発展させるためにできる
それぞれの人の貢献を認識する。

ら感じられた。フードバンクは

Social Responsibility（社会的責任）：事業を行う

各町に１つずつ設けられ、店

に当たって、より広いコミュニティーに対する責任を示

舗に設置されたボックスに利

す。

用者が運んできたものを、寄
付している（写真５）
。

（１）Equality －職員の働き方
小売店および本部の職員は、① Colleague（最賃

また、３年間一度も利用がなかった組合員は除名処

７ポンド）、② Team Leader（賃金 約 7.85 ポンド）
、

分され、その出資金や配当などは没収された後、
「ミッ

③ Team Manager、 ④ Store Manager（ 店長）
、⑤

ドカウンティーズ・コミュニティー・ファンド」という地

Area Manager（18 店舗管轄の他各地域活動もケア）
、

域振興基金へ移され、管内の組合員が企画運営する

⑥ Senior Area Manager（４エリア／ 69 店舗管轄）と

ボランティア団体に 2000 ポンド寄付される。この制度

６階層に分かれている。給与体系は、イギリスの食料

は１年前に開始され、これまで 14 万ポンド以上を充て

品業界としては初めて「同一賃金同一価値労働」を導

ている。職員によるボランティア活動も活発で、1000

入。ミッドカウンティーズ生協の理念“ＤＯＥＳ”に「平

人以上の若手職員が 2 万 6500 時間のボランティアに

等（Equality）」があるにもかかわらず、従業形態によっ

取り組んでいる。

て複雑に給料が異なるのはよくないという職員・組合

（３）包括的（Non-Financial）パフォーマンス

員からの意見を反映すべく、検討期間を経て１年前に

財務以外のパフォーマンスを“Steering Wheel（運
転ハンドル）
”と呼ばれる丸いチャートで表現して

現行のシンプルなものにした。
また、女性の働きやすい労働環境として産休・育

いる（写真６）
。５つの大分類は４つの中分類に分割

休中も契約は継続し、戻ってきたら元のポジションに

され、20 の達成目標が数値化され、専門の部署で

戻れる「ゼロ・コントラクト」という制度を設けている。

月次管理されている。大項目は以下のとおりである。

今回ヒアリングをした３人は、みんな 16 歳からミッドカ

青－ CO-OPERATION（協力）：

ウンティーズ生協（の前身生協）でアルバイトを始めた

Co-operatin to make a difference.

という。

橙－ PEOPLE（人々）：

（2）Social Responsibility －社会的責任
ミッドカウンティーズ生 協では“Business in the

Working together as

Team Midcounties.

緑－ CUSTOMERS（顧客）：

Community”と題し、
“ＤＯＥＳ”のＳ = 社会的責任の

Putting customers first.

もとさまざまな地域貢献活動を実施している。まず、

桃－ DELIVERY（達成）：

本部にはオーガニックフードなどの食品、インクやト

Doing things better.

ナーのカートリッジ、バッテリー、牛乳瓶や未使用のト

黒－ FINANCE（財務）：

イレットペーパーなどを回収するためのリサイクリング

Being financially strong.

エリア（写真４）がフロアごとに設けられている。職員
の持続可能性に対する意識の啓蒙がリサイクル運動か

【 写真６】
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５

．総合事業性－ multi-purpose 生協として

していただいた（写真７）
。来店者数は週に 9000 人ほ
どであるが、客単価は約４ポンドと低くとどまっている。

日本の総合農協を「ゆりかごから墓場まで」と表現

店内上部は、Fairtrade、Sustainability、Renewable

した場合、ミッドカウンティーズ生協は「総合生協」と

Energy など商品の倫理観に関することが掲示されて

いえよう。その事業は大きく分けても食品小売り、旅

いる。また、店内中央部の柱には、
「１ポンドで組合

行、エネルギー、保育、ヘルスケア、葬祭、福利厚生、

員になれます」という表示の他、保育やエネルギーな

賃貸など、郵便局の９分野にわたり、まさに老若男女

ど他事業の案内も掲示されており、部門間連携が明確

隔てなく生協にお世話になることになるのだ。供給高

に見せられている。これらは、後述の相互ポイント制

は 12.47 億ポンド（約 1746 億円）で前年度比 3.1％の

度に大きく関連している。

増加となっている。事業別供給高は、次の表３のとお

②大型店舗－チッピング・ノートン店

りである。

視察２日目は、本部から車で１時間ほど離れたチッ
ピング・ノートンというフラッグシップストア
（旗艦店）
（写
真８）を視察した。ここでも看板には「あなたの地元
の協同組合の店」とあり、
「ミッドカウンティーズ生協」
とは書かれていない。店内の表示には「ミッドカウン
ティーズ、コミュニティーとあなた」というサインととも
に、石炭（coal）の共同購入の coop として始まったと
いう旧チッピング・ノートン生協の設立 150 周年を祝う
旗が掲げられて
いた。
売り上げは毎
週４万ポンドで、

ミッドカウンティーズ生協のＣＥＯベン・リード氏

客 数 は 1400 〜

は、
「協同卸売組合として合併した The Co-operative

1600 人／週（う

Group があるが、今のイギリス生協では独立の意識が

ち組合員の来店

強い。ミッドカウンティーズ生協でもそれぞれ独立して

者数は 800 人／

事業を行っている」と述べた。

週）と、売り上げの 55％が組合員による利用となって

（１）食品小売り

いる。これまでは組合員比率が 50％だったが、当店

①小型店舗－ロイヤル・リーミントン・スパ店

の新ブランド「あなたの地元のコープのお店です」の表

管内には、234 の食品小売店舗がある。視察初日

示の甲斐あって組合員比率は 62％まで上昇した。現在

は、シニア・エリアマネージャーのマット氏のアテンドで、

は、大型店の戦略、商品のラインナップ、発注システ

リーミントン・

ムをより需要に対応したものにすることが課題となって

スパ市庁舎

いる。

前にあるコン

【 写真７】
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（２）旅行

ビニエンスス

旅行事業部門の供給高は 298 万ポンドで、事業所

トア 型 店 舗

は 57 カ所ある。The Co-operative Group が The Co-

で、エリアマ

operative Bank の破綻の際、旅行部門をトーマス・

ネージャーと

クックに売ったのが発端である。他事業と比較すると

店長に案内を

利益の少ないビジネスではあるが、地域社会との接点
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という側面もある。どこか

Child Minder も本規制の対象となっている。イギリ

から顧客資産を受け継いで

スでは保護者の有職・無職にかかわらず３～５歳児は、

始めたわけではなく、特定

政府補助により等しく15 時間の保育を無償で受けるこ

の運輸会社とつながってい

とができる。低所得者層は、親が病気などの場合に２

るわけでもない独立系旅行

歳児から適用となる。

代理店として３年半前にゼ

筆者らが訪れたのは、ロイヤル・リーミントン・スパ

ロからスタートした。特徴

市内のチャイルドケア施設である。日本のような待機

としては、４万に及ぶ広範
なアイテムのなかから利用

児童問題は、イギリス全土にあるわけではなく、特に
【写真９】

者のニーズに合わせたものを提供している点である。

このエリアに限っては保育園が 15 カ所あり、定員がな
かなか埋まらないこともしばしばだったようだが、現

ロイヤル・リーミントン・スパのメイン通りにあるコー

在は入所希望者が定員超えをするようになった（オック

ペラティブ・トラベルの店長は、
「自分たちは、パッケー

スフォードやニューキャッスルでは、待機児童問題が

ジの旅行プランを『こういうのがありますからどうぞ

ある）
。

買ってください』というような乱暴な進め方はしない。

クラスは年齢ごとに分かれている。保育時間は、①

お客さんの希望をよく聞いて、選択してもらう。そのた

7：30 〜 18：30、② 7：30 〜 13：00、③ 13：00 〜 18：

め、苦情率が極めて少ない」と語る。組合員でなくて

30 の３パターンに分かれており、週に何日通園するか

も利用は可能であるが、他の事業同様、壁の掲示や

は個人ごとに選択可能となっている。

職員の話により組合員になることを奨励している（写真

写真 11 は、アレルギー児童のために、色分けされ

９）。また、筆者らが訪ねた店舗は“Safe Place”に登

た給食用の食器である。非アレルギー児は緑、黄色や

録され、歩行中に体調不良になった人などのための休

赤はアレルゲン物質によって分けられている。視覚的

息場所に指定されている。

に分かりやすいため、子どもたち自身も「食べられない

（３）保育

ものがあるという子もいる」ということを認識するように

待機児童の多さがしばしば取り沙汰される日本の
保育園待機児童問題に一石を投じるかもしれないの

なり、間違っていれば「君はこっちだよ」と教えるよう
になる。

が、生協による保育事業である（写真 10）。イギリス

組合員でなくて

にはコミュニティー組織、チャリティー（慈善）団体な

も利用は可能であ

どさまざまな市民団体によって運営されるナーサリース

る が、 他 の 事 業

クールがある。保育施設の監督官庁は OFSTED（日

同様に相互ポイン

本の厚生労働省に相当）で、保育士１人当たりの保育

トカードによりポ

対象児童数は１歳児が３人、２歳児が４人、３～５歳

イントの還元があ

児が８人までと定められている。自宅で保育士をする

ることやポイント
数に応じ保育費用
に充当できるバウ
チャー（金券）が

【 写真 11 】

あることなどを職員（保育士）が示し、組合員になるこ
とを奨励している。
日本では保育士の低賃金など労働条件の格差も問
題視されて久しいが、イギリスでも状況は似ている。し
【 写真 10】

かし、ミッドカウンティーズ生協に関しては、例えば病
【食料・農業・農村】
トピック／生協における組合員制と地域貢献
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食料・農業・農村 ト ピ ッ ク

気休暇や年金制度など保育業界のなかでは比較的良

年、コーペラティブ・グループが“ｄｉｖｉ（dividend=

い労働環境といえる。

利用高に応じた剰余金の組合員への割り戻し）”を 30

（４）ヘルスケア（薬局）

年ぶりに復活させたことは、当時のイギリスでも大きな

ヘルスケア部門の運営上の利益（operational profit）

ニュースとなった注６）。ｄｉｖｉはかつてロッチデールの

は、2016 年１月 23 日までで 1550 万ポンドとなってい

大成功を導き、1960 年代までイギリス庶民の年中行

る。特徴の一例としては、利用者である患者が服薬を

事的な風物詩ともなっていたコープの代名詞でもある。

忘れぬよう「○曜日の○食」という仕切り付きケースに

イギリスには員外利用を規制する法律はないため、

入れ、要望があれば配達も行っていることなどが挙げ

イギリス全土に広がるコンビニエンスストア規模の小

られる。また、ビデオ通話による医師のオンライン診

売店舗の利用者を、長年にわたり「顧客」扱いしてきた

断も行っており、処方箋 が出るとミッドカウンティーズ

歴史がある。ｄｉｖｉの再開は、同グループによる組合

生協の薬局で薬を買うことができる。日本でも乳幼児

員組織再建への決意の表れとも思われる。

せん

のビデオ診察が始まっているが、具合の悪いときに家

ミッドカウンティーズ生協の組合員の事業利用状況

から外出せずに受診・服薬できることは、大変ありが

は全分野横断で管理されており、約 60 万 6000 人の

たいサービスである（写真 12）。

組合員のうち、アクティブに事業利用をしている組合員
（５）その他

は 40 万人ほどであるという実態を把握している。組合

今回は視察

員の加盟を促すのに大きく貢献しているのは相互ポイン

できなかった

トカードである。出資金は１ポンドで、組合員になる利

が、
この他にも

点はポイント還元が大きい。

葬 祭 事 業（ 年

例えば、当該生協では、

間 70 0 0 件、

食品購入やヘルスケア３ポ

売 上 高 3000

ンド以上の利用で１ポンド

万ポンド）
（写真 13）、５年前より開始したエネルギー

当たり１ポイント、旅行利

事業、小規模個人事業主である組合員向けの福利厚

用 10 ポンドにつき１ポイン

生サービス、郵便局事業などがある。

ト、エネルギー購入２ポン

【 写真 12】

ドにつき１ポイントが付与
され、ポイントがたまると、
保育サービスが受けられる
などさまざまな特典が設け
られている（写真 14）
。

【 写真 14 】

これら実態把握に基づいた組合員対策や地域貢献
などの倫理観に共鳴した組合員の参加が増えた結果、
2006 年度は組合員利用率が 18％であったのに対し、

【 写真 13】

６

2015 年度現在では 42％に増加している。
. 事業間連携と総合ポイント制度－ｄｉｖｉの発展

杉本（2008）によれば、大手チェーンストアのレジ
で会員カードを提示することが当たり前となって久しい

７

. 組合員の参加と意思反映

現在、ミッドカウンティーズ生協では“Talk to us

にもかかわらず、本家であるはずのコープのレジでは
そういう風景は長く見られなかったそうである。 2006
46
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注６）同注３

【食料・農業・農村】
トピック／生協における組合員制と地域貢献

ト ピ ッ ク 食料・農業・農村

…” と題した 加 入

コミュニティー、そしてあなた」
、レジのベルトコンベア

促進キャンペーンを

の仕切り棒には「この店はコミュニティーに導かれてい

実施している（写真

ます」
、電子メールの署名欄には「ミッドカウンティーズ

15）
。
これは、
レシー

生協――コミュニティーに所有され、コミュニティーに

トのバーコードをス

導かれ、コミュニティーに還元します。より良い、より

キャンするとウェブ

公正な世界を創るために、ともに取り組んでいます」、

サイトにリンクし、

エネルギー供給事業の広告には「あなたが所有するエ

そこから消費者がコ
メントを入力し、送

ネルギー供給業者」
、加入の促進にあたっても「組合員

【写真 15】

が所有する」という、協同組合の基本的性格を強調し

った人のなかから 200 ポンドが当たるというキャンペ

ている。本稿で取り上げた、事業間連携と総合ポイン

ーンである。これにより、職員の顧客（組合員）への

ト制度、
利用者の声を聴く－
“Talk to us”キャンペーン、

声掛け、メンバーカードの提示、組合員になった場合

そして前述の“ＤＯＥＳ－民主主義、開放性、平等性、

のメリットの説明などを奨励し、優秀職員は実名ととも

社会的責任”などがそれに当たる。

に「顧客満足度 100％」などと同僚から表彰される制

視察時点では、なぜそこまで強烈に協同組合性をア

度になっている。小売店舗の職員通用口には、消費

ピールするのか不思議であったが、本稿前半で駆け抜

者の反 応を集計し

けたイギリス生協の低迷の歴史にいくらかの解を見い

たボードが貼ってあ

だすことができた。

る。店舗には駐車

協同組合のオリジンであるはずのイギリス生協は、

場やレジなどいたる

地域組織である協同組合としては決して合格点とはい

ところに「このビジ

えない過去の古傷を抱え、数々の合併を経ながらそれ

ネスを１ポンドで所

ぞれに工夫を凝らし、改革を実施してきた。生協復興

有し組合員になるこ

の追い風となったのは、消費大国であるイギリスにお

とができます」
（写
真 16）
というアピー

ルネッサンス

いて、動物実験に依らない製品開発、オーガニックフー

【写真 16】

ド、フェアトレード商品など買う側の意識が高まったこ

ル文が 掲げられて

とに伴う変革もあろう。ミッドカウンティーズ生協もお

いる。 また、 理 事

そらく例外ではなく、今なお続く努力の一端を垣間見

を募集するため「組

たのが今回の視察であった。
われわれは昨年から、政府によるいわれなき「改革」

合をリードするのを
助けてください」と

を強いられ、各農協はＪＡの大会決議に沿って自己改

いう掲示も掲載され

革プランの策定と実施に注力している。当総研への協

ていた（写真 17）。

同組合理念に関する問い合わせや講師派遣の依頼も、

８

．おわりに

目に見えて増えている。
イギリスの生協と日本の農協、架け橋となるのは地

【写真 17】

域密着型の総合事業によって、市場主義とは異なる合

ミッドカウンティーズ生協では、管内のあらゆる施設

理性を発揮している点である。ミッドカウンティーズ生

で、そこが「協同組合」であることや、それが「コミュ

協のこれまでの 10 年間の取り組みが、われわれＪＡグ

ニティー」
のために存在することが、端的な言葉でアピー

ループの自己改革の試金石となることを願って筆をおき

ルされていた。店舗の看板では「あなたの地元の協同

たい。

組合の店」、店内掲示には「ミッドカウンティーズ生協、
【食料・農業・農村】
トピック／生協における組合員制と地域貢献

ＪＣ総研レポート／2016年 秋／VOL.39

47

食育ソムリエＮＯＷ

食育ソムリエ養成講座のご案内
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

食育基本法が施行されてから10年以上が経ち、 食

が作られ、手に入るまでの過程や作られた場所、生産

な

つ

こ

宮澤 奈津子

（１）開講日：2016年12月６日（火）

品と健康との関係は多くの人に認識されました。そして、
消費者の興味は味や価格、 機能性だけでなく、 それ

み や ざ わ

以後、月１回（全４回）テキストと課題を送付
（２）資格認定式：2017年５月23日（火）
２．受講対象者

者などへと広がってきています。
「食」というものを考え

農産物直売所（ファーマーズマーケット）に関わる

るとき、 健康のために食べるという考え方の基盤がで

従業員ならびにＪＡ職員など

きあがり、それが持つストーリーを意識する消費者が

３．講座の内容

増えてきた今、 より広い視点での食育が求められてい

（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通

ます。

（２）野菜・果物の選び方と調理・保存

食育基本法の施行と同時にスタートした「食育ソムリ
エ養成講座」では、食から農、そして地域へのつなが

（３）野菜・果物の栄養成分と健康・食育
（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

りを学ぶことができます。2015年からは「生産者コー

４．講座の形式

通信教育講座

ス」もスタートしました。食の原点を知る生産者が食育

５．受講料

７万円／人（団体割引あり）

に加わることで、 さらに多様な食育活動が可能となる

６．申し込み方法ならびに締め切り

でしょう。

（１）ＦＡＸまたはｗｅｂで受け付けています。

また、資格取得後の食育ソムリエが店舗で活躍でき

（２）申し込み締め切り：2016年11月11日（金）

るよう、
「食育活動支援プログラム」を新たに開設しま
した。 食育ソムリエの資格を取得したばかりの方はも
ちろん、お店づくりやイベントのヒントにもなるプログラ
ムです。ぜひご活用ください。

【食育活動支援プログラム】
「認定されたけど、 店舗でどう生かしたらいいのか
分からない」という食育ソムリエの声にお応えするプロ
グラムです。食育ソムリエとしての実践の「はじめの一

【食育ソムリエ養成講座

第24期（フ ァ ー マ ー ズ

マーケット従業員コース）】

歩」を後押しします。どうぞご活用ください。
■概要

ファーマーズマーケットや農産物直売所を通して、

このプログラムは、 食育ソムリエが、 店舗で楽しく

消費者に健康的で豊かな食生活の提案と、 農業・農

スムーズに食育活動ができるようにサポートするもので

村・ 食材の魅力を伝えることができる人材の育成を目

す。 食育ソムリエが最初に戸惑うのは、 習得した「食

的としています。 食と農を基軸とした食育活動を進め

と農をつなぐ」知識を、店舗でどう落とし込むかという

ることで地場食材の付加価値づくりや消費者と生産者

ことです。 こうした悩みに対して、 具体的な活動内容

の信頼関係づくりが期待できます。

をパッケージにして提供します。
■プログラムの考え方

１．実施スケジュール
48
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プログラム期間中に、さまざまな食育活動を実践し
【食育ソムリエNOW】食育ソムリエ養成講座のご案内

食育ソムリエＮＯＷ

ていただき経験値を高めていただきます。 食育活動の

本講座の特徴として、消費者モニターや協力飲食店

実績を蓄えることで食育のアイデアが生まれ、 活動の

による食材の試食会・お試し会を実施し、
「売る」を意

幅が広がります。 食育ソムリエとして何をやっていこう

識した農産物や加工品づくりを支援しています。 素材

かという芽が元気に育ちます。

だけでなく付加価値を付けた加工品で販売したい、詰

■内容

め合わせボックスとして遠方の人に宅配したい、野菜・

《つぶやきシール》２枚

果物や米、肉などの食材を飲食店に直接販売したい

《ソムリエオリジナル手ぬぐい》１枚

……など、今後事業展開を考える方向けの、消費者や

《食育ソムリエオリジナルレシピ》６種類

飲食店の生の声を収集することができる企画です。 味

《卓上スタンド（レシピ配布用）》

や使い勝手などの感想や考案したメニューをレポート

《ソムリエのネタ満載！「ソムリエＮＯＷ（情報誌）
」
》

にまとめてお返しします。

《期間》6カ月

４．講座の形式

通信教育講座

《金額》1万円（税別）

５．受講料

７万円／人

《申し込み方法》詳細は、基礎研究部 食農チーム

６．申し込み方法ならびに締め切り

電話：03 - 6280 -7274（担当：宮澤・加藤）までお問

（１）ＦＡＸまたはｗｅｂで受け付けています。

い合わせください。

（２）申し込み締め切り：2016年11月11日（金）

【食育ソムリエ養成講座

生産者コース

生産者コース
受講者の加工品

第３期】

2015年からスタートした、 生産者を対象にした「食
育ソムリエ養成講座

生産者コース」では、
「地場食材

の魅力を伝える」
「消費者との関係をつくる」
「売れる
農産物をつくる」の３つを軸として強い農業をつくるス
キルを学びます。 生産者と従業員が連携して食育に取
り組むことで高い効果を発揮し、地域の農業がより元
気に、魅力あるものになることが期待できます。
１．実施スケジュール

試食会の様子

（１）開講日：2016年12月６日（火）
以後、月１回（全４回）テキストと課題を送付
（２）資格認定式：2017年５月22日（月）
２．受講対象者
農産物直売所（ファーマーズマーケット）に出荷し
ている生産者
３．講座の内容
（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通
◎食育ソムリエに関する情報は当総研ホームページ

（２）野菜・果物の選び方と調理・保存
（３）野菜・果物の栄養成分と情報発信
（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

からもご覧いただけます。
◎詳しい内容や申込書の請求など、 食育ソムリエに関
するすべてのお問い合わせは、

★レベルアップ支援
……任意（１回のみ）

消費者・飲食店ニーズ調査

基礎研究部

食農チーム

- 6280 -7274（担当：宮澤・加藤）まで。
電話：03
電
【食育ソムリエNOW】食育ソムリエ養成講座のご案内
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『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号の刊行および秋号の概要
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』臨
時増刊号『農協改革を協同
組合から問う』刊行に当たり

これは、 ある県中央会長の発言。 迫力ある表現
に圧倒されたが、 似たような感情は農協人ならば、
だれもが共有している。その怒りの感情は改正農協
法が施行された今も続いている。そして、講演会で
感じることだが、 少なくない農協理事たちが怒りを
超えて、政権と政府に冷めた感情を示しているのだ。

協同組合の側から、いわゆる今回の「農協改革」
を、どう乗り越えていくのか、論稿や実践報告を含
めて明らかにしていくことが、
『協同組合研究誌 に
じ』の使命である。この使命に基づき、にじ64年の
歴史において初めて増刊を企画し、これから３年間
フォース

にわたり、第２、第３の改悪に対峙して闘う力を提
供していく所存である。

「農協改革を協同組合から問う 農協改革の論点
―その検証と展望―」
いし だ まさあき

龍谷大学 教授 石田正昭
「規制改革会議のまとめ（筆者注：2014年５月22
日の「農業改革に関する意見」）は、ひどい。強く批
判したい。現場は怒っている。不連続という言葉は
とんでもない。組織解体を迫るもの。」

ＪＣ総研レポート／2016年 秋／VOL.39

しながらも、やや冷静になって、安倍政権が進めた
農協改革を協同組合セクターの立場から検証すると
ともに、 将来的に存在価値があり、 かつ持続可能
な農協像を示すことを目的としている。
そのなかで本稿に与えられた課題は、 改正農協
法の成立過程をやや詳しく検証・評価するというも
のだ。 協同組合の普遍性なり、 戦後農協の歴史性

座長解題
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本特集号は、そういう怒りや冷めた感情を背景と

を無視した改正農協法はなぜ成立したのか。 争点
は何だったのか。政治家、役人、ＪＡ関係者など、
ステークホルダー（利害関係者）たちはどう動いたの
か。そして、その攻防から得られる教訓や課題とは
何だったのかを明らかにしようとする。
限られた時間のなかで未解明の部分も多く、今後
手を加えなければならないところも多い。 ３年間続
く予定なので、 本号ではとりあえず整理できた部分
だけを報告したい。

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号の刊行および秋号の概要

『協同組合研究誌 にじ』
2016 年 秋 号「協 同 か ら連
帯へ～協同組合と社会的経
済」
まえ だ けん き

ＪＣ総研 協同組合研究部長・主任研究員 前田健喜
座長論考
「連帯の理念･仕組みの類型」
つ

だ なおのり

桃山学院大学 名誉教授 津田直 則
日本では協同組合の組合や組合員が協力しあう用
語として「協同」や「連携」の用語がよく使われてい
る。 これに対し欧州の協同組合ではしばしば「連
帯」という用語が使われる。実はこの協同や連携と
連帯の間には単なる言葉の違い以上に大きなギャッ
プが存在している。この論考ではこのギャップを解
明し日本の特殊性を明らかにしたい。その理由は、

第94回国際協同組合デーのテーマは「協同組合：
持続可能な未来のために行動する力」
世界の協同組合が、協同組合運動の発展を祝い、
さらなる前進を誓い合う日である「国際協同組合
デー」は2016年で94回目、1995年の国際協同組合
デーを国連が国際デーとして認定してからは22回目
に当たります。
国際協同組合同盟（ＩＣＡ）は今年の国際協同組
合デーのテーマを「協同組合：持続可能な未来のた
めに行動する力」と定めました。2015年９月に国連

連帯という用語の国際的な重要性が高まっており、

総会で「持続可能な開発目標」
（図１）を含めた「持

日本でも連帯の世界について学習する必要性がある

【 図１】

と思われるからである。 そのため、 まず連帯という
概念の広さについて検討し、 そのなかに協同や連
携その他が含まれることを示す。 次に連帯という用
語が使われている世界の具体例を類型化していく。
これにより日本の特殊性が浮かび上がる。最後に、
地域・広域・全国・世界をつなぐネットワークと連帯
の実践例を取り上げ、日本が向かうべき方向を示す。

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号の刊行および秋号の概要
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続可能な開発のための2030アジ ェ ンダ 」
（以下

復興支援活動を行う奥田理事長は、
「助け合うこと

「2030アジェンダ」） が採択され、 そのなかで協同

が人間の本質であり、 だからこそ社会があるし、 助

組合が民間セクターの１つとして明記され位置付けら

け合いの組織たる協同組合もある。 にも関わらず、

れたことを踏まえ、持続可能な開発目標の達成に向

今の日本では自己責任が強調され『助けて』と言え

けた協同組合の貢献を訴えていこうと設定されまし

ない社会になり、 経済的困窮と社会的孤立の悪循

た。

環が生まれている」として、
「助けてといえる社会 」
を創っていくために、
「助け・助けられる」相互性と、

ＩＹＣ記念全国協議会とＪＪＣの共催でデ ー記念

１つの支援の実践からさまざまな「助け・ 助けられ

中央集会を開催

る」関係をつくる多重性とを持つ「相互多重型支援」

こうしたＩＣＡの提起を受けて日本でも各地で記

を提起しました。講演の終わりには日本国憲法前文

念行事が行われましたが、日本協同組合連絡協議会

を朗読し、
「ここに書かれたことに本気で取り組むこ

（ＪＪＣ）と国際協同組合年記念協同組合全国協議会

とが2030アジェンダの実現にも通じるし、自分も地

（ＩＹＣ記念全国協議会 ）も2016年７月27日に、 第

域で取り組んでいく」と締めくくりました（写真１）。

94回国際協同組合デー中央集会を、
「協同組合が創
る持続可能な未来～東日本大震災から５年の今、
考える～」のテーマのもと、東京の国連大学「ウ・タ
ント国際会議場」にて開催し、両協議会の会員団体
役職員をはじめ協同組合関係者や報道関係者など
325人が参加しました。

【 写真１】

集会では、 ＩＹＣ記念全国協議会代表・ＪＪＣ委
員長の奥野長衛ＪＡ全中会長による開会挨拶、主た

地域を支える協同組合による復興の取り組み

る事務局を務めた日本労協連の永戸祐三理事長によ

基調講演の後、集会テーマに沿って、パネルディ

る挨拶、 ＩＹＣ記念全国協議会の会員団体である

スカッションが行われ、まず３人のパネリストから震

労働者福祉中央協議会の神津里季生会長による挨

災復興の取り組みについて報告がなされました（写

拶の後、 ＩＣＡから世界に向け発信されたビデオ

真２、３）
。

こう づ

り

き

お

メッセージが放映されました。
続いて、日本国内での2030アジェンダの推進に関
する取りまとめを担当する外務省国際協力局地球規
模課題総括課の西岡達史課長から、2030アジェン
ダへの日本政府の取り組みと協同組合への期待が
語られました。
「助けて」と言える社会に向けて

【 写真２】

続いて、認定ＮＰＯ法人「抱樸」の奥田知志理事
長が「震災復興・ 持続可能な未来

貧困からの脱

却・平和について－協同組合への期待－」 と題して
基調講演を行いました。 牧師であり北九州市での
ホ ームレス支援活動、 東日本大震災や熊本地震の
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【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号の刊行および秋号の概要

【 写真３】

釜石地方森林組合高橋幸男参事からは、 震災に

されました。 ＩＹＣ記念

よる組合存続の危機から組合員や遺族、 全国から

全国協議会のウェブサイ

の支援のもと再び立ち上がる道を選び、地元に支え

トからダウンロードできま

られてきた組織として、 森林資源を活用した地域の

すので、 ご活用ください

復興を目指し、次世代林業リーダーを育成する林業

（図２、３）
。

スクール、森林体験・視察・研修の受け入れの事業

http://www.iyc2 01 2

化、木製品開発・販売などに取り組む森林組合の取

japan.coop/whatsnew/

り組みが報告されました。

news111114_01.html

続いて、 日本労協連田中羊子専務理事・東北復

#160803

【 図２】

興本部長から、 震災からの復興、 持続可能な地域
づくりのために、高齢者の介護や居場所・活躍の場

地域は１つ

づくり、 学童保育、 若者や障害者の就労支援、 農

－－同じ地域に関わる協

産物直売所、菓子工房や豆腐づくり、弁当販売など

同組合の協同を－－

のさまざまな仕事起こしに、被災者や生活に困難を

パネルディスカッション

抱える人たち自身の協同労働として取り組むワーカー

のコーディネータを務めて

ズコープの実践が紹介されました。

筆 者 が 感じ ることは、

ＪＣ総研阿高あや副主任研究員は、産消提携によ

「地域は１つ」ということ

る放射線量分布マップの作成、 福島県農産物を食

です。どの実践報告も地

べて応援する「福島応援隊」の取り組みをはじめとす

域に支えられて地域を支

る、福島での協同組合間協同による復興の取り組み

えていこうとする取り組み

を報告するとともに、それが、1990年代から長い時

だったと思います。高橋参事がパネルディスカッショ

間を掛けて創られてきた協同の地盤の上で初めて可

ンのなかで「かつては朝に漁をし、午後には森で木

能となったことを強く訴えました。

を伐るという生活があった」という話をされましたが、

【 図３】

これらの報告をもとに、コメンテーターとして奥田

そのことに象徴されるように、 農林業をはじめいろ

氏も加わって討議が行われ、会場からも協同組合の

いろな業種があり、種類の異なる協同組合があって

ナショナルセンター設立を要望する意見が出されるな

も、 関わっているのは同じ地域であり、 同じそこの

ど、活発な意見交換がなされました。

地域に住む人たちの生活の全体です。

最後に、 ＩＹＣ記念全国協議会副代表・ＪＪＣ副

その同じ地域・人々に対して、 各種の協同組合、

委員長の浅田克己日本生協連会長が、 本集会を協

そして志を同じくする人たちや団体が、協同して関わ

同組合の強い連帯の基点とし、連帯をさらに進めて

り、組織の基盤である地域社会を豊かにしていくこ

いこうと呼びかけ、集会は閉会しました。

と、
「助けてと言える」関係、
「助け・助けられる」関
係の地盤を創っていくことが必要であるし、 また自

ＩＹＣ全国記念協議会がリーフレット「日本の協同

然なことだと感じました。

組合」を作成・配布
集会の場では、ＩＹＣ記念全国協議会が取り組み

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

の重点としている「協同組合に対する認知度の向上」
のための活動の一環として、 同協議会がこの日に向
けて作成したリーフレット「日本の協同組合」が配布

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号の刊行および秋号の概要
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「自ら解決策を作り実行する人財」が
自ら成長するのを応援しよう！
！
ＪＣ総研 経営相談部 人事コンサルチーム 主席研究員

今回は、自律型人財育成と自組織の成長に向けて、いく

いな

き

ひろかず

稲木 弘和

●「私は組合員・利用者へ他社にない商品・サービスを提供
できます」ときちんと説明できること

つかご提案したいと思います。
貴組織でもいろいろな人財育成施策を講じられていると存
じますが、少しでも皆さまの参考となれば幸いです。

●利用者に聞かれ、自ＪＡのマーク（ＣＩを図案化）の意味
と饗応する商品・サービスを自分の言葉で説明できること
ⅲ）Strategy は Market にコミットすること =（お客さまとそ

Ⅰ．ＪＡの Strategy を実行するための人財を育成する

の家族の）優先順位の付け方×競合他社に負けない武器

組織 Enterprise は事業を通じて地元に貢献する理念

●リテールは『地元の悩みと課題を解決する』お手伝い、その

とＣＩ（Corporate Identity）を有し、地元に宣言するそ

家族の暮らしぶりを知って家族の誰をお手伝いするかを見定め

うした使命を全うする事業戦略 Strategy を経営者は職

ること

員に向けて発信 Commit します。

ⅳ）地元に暮らし続ける職員さんも、地元に詳しく得意なら

組織は、①一番大切な「人 = ヒト」、②モノ、③カネ、④

地元に根付く事業の実践者に一番近い立ち位置

地元の情報、⑤地元の人脈という資産を有し、ヒトと人脈（作

●地元の情報と地元の人脈は最強の武器、裏切らない生真

るのはヒト）は磨き続けなければ、錆びてしまう資産です。

面目さも「汚していけないＪＡなる看板（ブランド）」

さ

そのため、事業戦略を確実に正しく実行する“ヒト”を活
かす戦略人事を設定します。戦略人事を職員一人ひとりが活

ⅴ）カイゼンは、現場のメンバーがすぐに現場の課題を解決
すること（仕事の誇りとすることの勇気へ）

かせるよう制度化したのが人事制度であり、喜ばれる事業実
施を適切に行う
「目指す職員像」を育成することが目的です。

Ⅱ．戦略人事
1．到達点
事業戦略を着実に実行するため、
「ヒト」（特にこれからの
組織と事業を背負う若い人々）に確信と信念を持って、思いの
丈をぶつけ存分に活躍してもらうこと。事業戦略の持続的実
行に不可欠な『主役たち』が気力体力充実して能力を発揮し
てもらうことです。
２．戦略人事の骨格（ヒトが活躍するための工夫）
①現在と将来で『適材適所』する
ア）本人の能力や適性の合致⇒本人の自己実現と自律姿勢

54

ⅰ）自律型人財とは、自ら課題を探り出し、今後取り組む事

の形成（自ら考え一歩先を立案する姿勢）

柄とその解決策を作り出す人財であり、指示待ち職員でなく、

イ）やる気を逸らさない（本人の希望との兼ね合い）

上司にも積極的に提案するなど主体的に行動する人財のこと

⇒人財ポートフォリオ（正職員、嘱託職員、無期転換者・

ⅱ）ＣＩ（Corporate Identity）とは、他社じゃなくわがＪＡの

非正規、派遣の人員数とその配置）を事業戦略の進み

職員であることの自覚と確信

具合に照らし機動的に修正しながら、職員に最短距離

ＪＣ総研レポート／2016年 秋／VOL.39

【人事管理】
「自ら解決策を作り実行する人財」が自ら成長するのを応援しよう！
！
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人 事 管 理

がヒトを育てること、時間を確保すること、職場風土の醸成、

を疾駆してもらう
②人財の育成 = 期待する職員像まで育て上げる（事業戦略

結果例の共有化など）を実行します。
（２）ヒトづくりに向けたＯＪＴの視点

実行に必須な能力を造成）
⇒組織のＣＩと目指す職員像を日常業務の具体的な行動

①ＯＪＴは仕事の実務経験から学ぶことであり、ＯＦＦ -ＪＴ

に変えて実行する

で得られない「やりがい・達成感・応用力・答えが１つでな

⇒ＯＪＴ（On-the-Job Training）、目標管理と人事考課と

いときの判断力・失敗経験」を得ることであり、実務に必要

その面接、ＯＦＦ -ＪＴを通じて自律型人財を蓄積

な事柄を指導する人の関与によって確実に学ばせることです。

⇒経験と適性を積み、将来の組織を背負う職員を創出

②職場内に「あこがれの先輩」をつくる。

①と②に向け、ア）人事制度の運用と必要に応じて改定、

・
「あの人を目指して、あの人になりたい」その人の行動を通

イ）研修受講、ウ）ＯＪＴといきいき職場づくりを実践
③採用 ＝ 育成のスタートライン
⇒どういう人材を求めるか（どのような考え方、性格、立
ち居振る舞いする人が欲しいか）

じて、知識・スキルを学びます。
・指導者を任命し指導させるのではなく、その人の行動から
学ばせます（先輩の時間を奪わない）。
③職員個々の潜在能力の範囲内で、適度なチャレンジの対
象を与え行動させます。例えば、３カ月、６カ月、９カ月の単

Ⅲ．ＯＪＴといきいき職場づくり

位でこうなってほしい事柄を示すことです。
（３）自律型人財育成に向けた管理職・指導職の行動

１．人財育成のポイント
①人財育成は、管理職や指導職が目指す職員像に至る成長
を支援することであり、職員の職能資格等級の能力や行動

成果と能力を把握して（行動記録）成長させるフィードバック
（ＯＪＴ・面接）

で不足する部分を指導・教育することが重要です。

①不足する能力の把握（何が足りないかを本人が考える）

②自律型人財の観点から、個々の職員は自らの課題発見と解

②レベルアップ方法を考えさせ（解決策を本人が作る）

決策を見いだすよう努めるとともに、管理職・指導職は職員自

③面接で管理者と部下相互で確認 ⇔ 個別指導はその時に

ら課題解決しながら業務を遂行するよう、導くのが役割であり、

（OJT= その場で・君はどうする？ 新人は手とり足とり）

そのため、ＯＪＴや面接で人財育成を進めます。

（４）管理職が実行すべき 10 の行動

２．ＯＪＴの 進 め方（ 職 務に必 要な 能 力を得 る機 会 の
90％がＯＪＴと面接、ＯＦＦ－ＪＴは 10％）
ＯＪＴは、管理職が行う部下育成と指導職が役割とし
て担う後輩指導の大切な方法です。
（１）ヒトを育てる組織の行動
①ヒトづくりの役割と責任は、組織を挙げて全部署で取り組む。

３．みんなが主役のいきいき職場／主体性がやる気へ
（１）いきいき職場に向けて
②管理職は職員個々の多様性を認め、個々の潜在能力を引

①ヒトは良い気分で仕事をしている時ほど、成果は最大化する。

き出すよう支援・指導します。さらに、能力発揮できる働き

好ましい気持ちで仕事に取り組んでいる時、ヒトの行動は思い

がいある・働きやすい職場風土づくりに取り組みます。

がけない創造を生み、工夫を通じて行動の質も高まる。

③職員は、自分を成長させることに意欲的であり、主体性を

②職場で当たり前にとるそんな行動が職場の空気・雰囲気を

発揮し行動します。また、学習の場に参加し、互いの成長

つくり、ヒトの言動が職場風土をつくる。行動科学では「職

促進に向け有益な情報を交換します。

場の空気はヒトの行動を生産的にも非生産的にも変えてしまう

④人事部署は、職場のＯＪＴを活発化させる支援策 ( ＯＪＴ

ことがある」という。「やっても無駄、変わるはずがない」の

【人事管理】
「自ら解決策を作り実行する人財」が自ら成長するのを応援しよう！
！
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無気力さを体験した職場風土は、組織の成長に最悪の阻害

与える言葉を。
（５）人財育成と研修（ＯＦＦ - ＪＴ）

要因。
③いきいき職場の反対に、いやいや職場（暗く会話のない）、

①仕事をうまくすすめるには、
「知識を身に付けること」と「人

甘い組織（ぬるま湯でやり遂げない）、燃え尽き職場（個人

間関係をつくるスキル」が必要。

主義で連帯感なく「ぎすぎす」）がある。

②人財育成はヒトの行動が変わることをお手伝いすること。

④いやいや職場は、仕事の意義やゴールを職員自身が感じら

③変えるための方法・知識と行動するスキル・意欲が必要で

れない、自分の存在が認められない、相談できない・褒め

あり、
「意欲に直接アプローチするより行動を続けさせること

られない、などコミュニケーション不足で仲間意識が持てな

にこだわる」ことで、ヒトの意欲も変わる。

いのが原因。
（２）いきいき職場の特徴

Ⅳ．マネジメントとマネジャーの心得

①うまくいかないこともあるけど、お客さまの喜ぶ姿を想像し
ながら仕事をする職場。

（１）目的と目標を達成するために必要な要素を分析し

②新しい取り組みのアイデアを持ち出すのが自然にできてい

（進捗把握 ）、成功に導く手を打つこと（テコ入れ）

る職場。

ＪＡ全体も課内も個人の仕事もみんな同じやり方、段取り名

③仲間同士を思いやる支援の手を差しのべる、互いを認め

人になろう !!

褒め感謝する職場。「僕にできることはないか」「ありがとう」

（２）Factors of Management ／移譲された権限と責

が日常会話にあること。

任

④失敗しても成長するために、素直に反省できる職場。

☆ The process of your Management（❶⇒②⇒と進んで、

（３）いきいき職場になるには管理者の役割が大事！

❼と❽に達したら、また❶に戻る）

①管理者の役割は「ヒトを育てる」こと、
「ヒトを育てること

❶ 目的と目標を明確化する（共有化と確信性、Team work）

を通じて成果を最大化する」こと。指示・命令・結果だけで

② 人財を配置し、見守る

は管理のマネジメント、他の仲間を援助応援する（ＩやＹｏｕで

❸ 担当者の能力を把握し、業務を割り当てる [ 役割分担 ]

なく）Ｗｅで職場のマネジメントをすることが大切。

④ 進捗状況（達成状況）を知る、うまくいっていれば褒める、

②管理者の一言・態度が職場の空気をつくるため、職員の

うまくいっていなければ❼すること

潜在能力を引き出し成果の最大化を支援する人事部門は、

❺関係者が一堂に会す Conference（会して議する）を通じ、

的確なアドバイスをすることも必要。

チームの意思（次の一手の分担 ）を統一。みんなが首肯し

（４）いきいき職場を創るリーダーのスキル

確信した次の一手をガンバローすること

①仕事の意義・目的を理解させる会話で自発性を促すととも

⑥ 日々、情報収集する（マーケット顧客の悩みや課題を知っ

に、行動にも目標を持たせる。

て初めて提供すべきサービスを知ることができる）

②良い行動に対しタイミングを逃さず褒める。

❼ テコ入れ、軌道修正する（ＯＪＴなら「そこで君はどうす

③「起きたことを繰り返さないため次回はしっかり準備しよう」

る？」、上司に問われる前に「僕の次の一手はこうだ」と心決

など、結果を叱らず行動を叱る。

めすること）

④部下に伝えたことは上司が先頭に立って取り組む。

❽ いきいき職場

山本五十六連合艦隊司令長官の名言「やって見せて、言って

56

１．Management の要素／ Manager の肝心

（３）Manager の肝心

聞かせて、やらせて見て、ほめてやらねば、人は動かず」。

ⅰ）管理は組織やヒトを維持発展してもらうことなので、現

⑤重要な意思決定は全員で決める（全員参加型）、成果は良

状把握の④を通じて❼すること

いことも悪いことも職場全体で共有する。

ⅱ）❺は関係者（問題を解けるヒト・部下全員 ) が集まって、

⑥初めからからできない理由を考えるのではなく、どうした

次の解決の一手を役割分担すること

らできるかを会話の焦点にする。部下を信頼し最後まで責任

ⅲ）だから答えは、❸と④を通じ❺して❼すること、そして

を全うする姿勢を示し、うまくいかないときは行動に勇気を

❽と合わせて自律型人財を育てること
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「自ら解決策を作り実行する人財」が自ら成長するのを応援しよう！
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これが Manager の肝心（な役割）
となります。
２．難問は分解せよ／デカルトの言葉

●●●●●

人 事 管 理

イ）職場単位に、毎月１項目以上の取り組み事項を定め全員
が実行する。

課題（事業のカイゼン）を分解して、どの要素に問題があ

人事制度との関連

るか、何を修正すればよいか

①理念と目指す職員像を自覚し着実に成長するため「日々の行動

❶ 組織の「ヒト・モノ・カネ・情報・マーケットの人脈、店

で自分は何をするのか」と職員自身が問い続けることが大切です。

舗戦略（体制）、商品・サービスの中身、総合事業実施の分

②採用⇒育成⇒適材適所という自律型人財の成長過程での

担制」の何が、今足りないのか

スタートとなり、
「ＯＪＴや面接」の人財育成のソフト面と「目

❷ どこが他社に劣るかｏｒ自社のコア・コンピタンスのどれ

標管理や人事考課の活用と技能取得」のハード面をつなぐ行

を伸ばすか

動指針となります。

❸ 大切なのはその時間軸 これが Management の３番目

③自ら考え行動を積み重ねることが、ＣＩ（自ＪＡの職員たる

の勘所

自覚と確信、組織への愛着）につながります。

そして、部下育成は『ＯＪＴ、ＯＦＦ - ＪＴでなすべきこと
を確認し合い、実行する（部下自身だけでなくManager
と共に）』が Manager の２つ目の肝心。
Ⅴ．人財育成方針を行動化（日々の業務で具体的行動へ）
１．狙い
目指す職員像に向け「日々の業務で何ができるようになり、
何をすることが職員像に近づくか」を自身が考え行動に移す
ことです。管理職は「部下がどうなりたいと望み、身に付け
たい能力や姿勢は何か」を把握し育成指導することを念頭に
おきます。目指す職員像の具体的行動を職員が掲げ具体的
行動に移すことで、理念を行動に移したＪＡ事業の実施と、
自ら課題解決を探る自律型職員の育成を目指します。
２．目指す職員像を具体的行動に置き直すこと、そして
業務のなかで実行する
職員同士で自分ができることを確認し合い無理のない行
動の目安をつくり、職員自身の成長の姿を自ら描き、かつ実
践することで、自律型人財に成長する一助とします。
①目指す職員像を踏まえ、日々の業務のなかで自身が実践す
る行動を定める。
②職場単位で、職員の行動を全員で話し合うことで、成長
への行動指針とする。
③職員の成長支援。
ア）目標管理や人事考課の制度構築と、期首面接や中間・育
成面接で管理者と部下が共有
イ）ＯＪＴで管理者が指導する視線
④職場単位の取り組み例。
ア）朝礼での１分間スピーチや勉強会で自身の行動を宣言
することで、それらを自覚と確信とする。
【人事管理】
「自ら解決策を作り実行する人財」が自ら成長するのを応援しよう！
！
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妊娠・出産など、育児休業などに関する
ハラスメントの防止措置について
ＪＣ総研 経営相談部

労働法務チーム

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、雇用保

「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇

険法の改正案が 2016 年３月 29 日に成立し、2017 年

用管理上の措置」にかかる通達「改正雇用の分野にお

１月１日施行となっています。

ける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

この法律の育児休業、介護休業などの制度改正に

律の施行について」
（2016 年６月 14 日）において、
「職

ついては、それが休暇制度の変更であることから、Ｊ

場におけるセクシュアルハラスメントの対象者について、

Ａなどの就業規則で、法律施行前の 2016 年中に変更

従来からの解釈を明確化するため、被害を受ける者の

する必要があります。

性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職

以下に、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法

場におけるセクシュアルハラスメントも対象となる旨を

の改正で新たに示された指針での「ハラスメントの内

明示するものである」として、ＬＧＢＴ（Lesbian ＜レズ

容」や「ハラスメントの防止措置」について、お伝えし

ビアン＞、Gay ＜ゲイ＞、Bisexual ＜バイセクシュア

ます。

ル＞、Transgender ＜トランスジェンダー＞の頭文字を
つなげた略語、性的少数者を限定的に指す言葉）に

１．職場のセクシュアルハラスメントの種類

関するセクシュアルハラスメントも対象となる旨、明確

①「対価型セクシュアルハラスメント」

化されました。
「
『性的指向』とは、人の恋愛・性愛が

「労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の

いずれの性別を対象とするかを表すものであり、
『性自

対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、

認』とは、性別に関する自己意識をいうものであること」

減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象から

とされます。

の除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利

この適用は発出当日の 2016 年６月 14 日です。

益を受けること」とされています。
②「環境型セクシュアルハラスメント」
「労働者の意に反する性的な言動により労働者の就
業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大
な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過
できない程度の支障が生じること」とされています。

３．
「事業主が職場における性的な言動に起因する
問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての
指針（セクハラ指針）
」
セクハラ指針の「事業主の方針の明確化及びその周
知・啓発」では、
「職場におけるセクシュアルハラスメン
トの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならな

２．ＬＧＢＴにかかるセクシュアルハラスメントも対

い旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者

象となる旨を明確化

に周知・啓発すること」
「セクシュアルハラスメントの行

今回の法律改正とは別に、男女雇用機会均等法の
58
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働 ◆
法 ◆
務 ▶▶▶▶▶▶
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容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含

措置についての指針」
「子の養育又は家族の介護を

む労働者に周知・啓発すること」とされ、就業規則に

行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

記載することを求めています。

生活との両立が図られるようにするために事業主が

さらに、
「相談・苦情に応じ、適切に対応するために
必要な体制を整備」することや「セクシュアルハラスメ
ントに対する事後の迅速適切な対応」を求めています。

講ずべき措置に関する指針」
セクハラ指針と同様に「事業主の方針の明確化及び
その周知・啓発」が求められ、
「ハラスメントの行為者
については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を

４．育児・介護休業法、男女雇用機会均等法改正

就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労

によるハラスメント

働者に周知・啓発すること」とされ、就業規則に記載

指針によると、事業主以外の上司、同僚からのハラ

することを求めており、また、
「相談・苦情に応じ、適

スメントとして、
「制度などの利用への嫌がらせ型」
「状

切に対応するために必要な体制を整備することや、ハ

態への嫌がらせ型」に区分し、その事由、行為につい

ラスメントに対する事後の迅速適切な対応」を求めて

て、以下の例示が示されています。これらについては、

います。

「業務上の必要性がある言動については、防止措置の
対象とならない」とされています。

さらに、セクハラ指針にはない「ハラスメントの原因
や背景となる要因を解消するための措置」として、
「業
務体制の整備」や「制度等が利用できる旨や利用等へ

５．
「事業主が職場における妊娠、出産等に関する

の心構え等を周知・啓発することが望ましい」とされて

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき

います。

【労働法務】妊娠・出産など、育児休業などに関するハラスメントの防止措置について
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売り上げが伸びているファーマーズ
マーケットは、ここが違う！
〜ＦＭ戦略研究会・運営改善調査から〜
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

ＪＡファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ戦略研

に対して、お客さまへの挨拶や声掛けは耳（聴覚）か

究会）
では、
「運営改善調査」
を毎年１回実施しています。

ら入ってくる情報になります。伸びている店舗は、売り

着実に売り上げ実績を伸ばしているＦＭは、他の店舗

場に活気があり賑やかで、いつも絶え間なく従業員か

とどう違うのでしょうか。

ら声が出ています。
④食の提案については、従業員任せではなく全従
業員に店のポリシーが伝えられ、共有されている。
売り上げが伸びている店舗では、従業員任せではな
く、店長などが重点テーマを決めたり具体的に指示を
するなどして、食の提案についても徹底しています。新
設店舗（オープンして７年未満のＦＭ）では、常設のセ
ンターキッチンなどを用いて「従業員提供の試食」を行
うところが増えてきています。

①出荷者が作ったポップの表示内容についてきちん
と店舗で確認している。
出荷者が作成したポップは、従業員が作成したポッ
プよりも強烈なインパクトがありますが、細かい字で文
字だけたくさん書いてあっても無意味ですし、用紙の

⑤提携ＪＡのＦＭと協力して商品売り出しイベント

サイズがバラバラで統一性がないと、売り場に雑然と

を実施している。

した感じを与え逆効果です。伸びている店舗では、出

商品売り出しイベントは、提携ＪＡの参加を求めて

荷者が作ったポップについてもきちんと表示内容を確

いるお店が売り上げを伸ばしています。調査によると、

認しています。

老舗店舗（オープンして７年以上のＦＭ）の方が、新設

②商品名・商品の特徴・調理方法をポップにきちん

店舗よりも、提携ＪＡのイベントに参加しＦＭ間取引も

と表示している。

積極的に実施しているようです。

最近のポップは、商品名や品種だけではなく、商品
の特徴や食べ方・調理方法にも重きが置かれるように

加工室や食育ルームを備えている新設店舗では「加

なってきています。

工体験」を多く企画し、老舗店舗ではハードの設備が

③お客さまへの挨拶・声掛けを徹底している。

要らない「農業体験」のようなイベントが多いようです。

ポップが目（視覚）に訴える情報伝達手段であるの
60

⑥消費者参加型のイベントを積極的に実施している。
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「モノ」ではなく、交流や体験を売り込んだり地域の

【ＦＭ】売り上げが伸びているファーマーズマーケットは、
ここが違う！

伝統や文化を 6 次産業化で具現化していくといった試

の発行を停止する」だけではなく「出荷停止」扱いに

みも、これからは大事なのではないでしょうか。

している。

⑦売り場づくりのためのレイアウト変更・商品構成
見直しを定期的に行っている。

生産履歴は防除日誌で確認しますが、新設店舗では
「ＪＡの営農指導員」が、老舗店舗では「ＦＭ店舗専属

レイアウトの変更や商品構成の見直しを「年２回以
上」行っているという店舗が伸びています。

の担当者」が、防除日誌のチェックを行うようになって
きているようです。

販売台の更新、壁や床の改装、売り場の増築や用

特に、伸びている店舗では、生産履歴が確認でき

途変更など、ハード面での追加投資はなかなかできな

ない農産物が見つかった場合、
「バーコードの発行を停

いと思いますが、年中同じ売り場では飽きます。試食

止する」だけではなく、
「出荷停止扱いにしている」とこ

コーナーやイートインコーナーの追加、小さい改装で

ろが多いという結果でした。ＦＭのお客さまは、安全・

も構わないのでやれることからやってみましょう。

安心に対する意識がとりわけ高いので、生産者に対し
て厳しく臨むことも大切であると思います。

⑫パート研修を年４回以上実施している。
⑧常時、メールや電話で生産者に対し追加出荷を
依頼している。

伸びている店舗では、定期的に従業員・パート向け
の研修を実施しています。

最近は商品の売れ行き状況に関する情報を、正午と

「運営改善調査」と同時に実施している「ＪＡファー

か 15 時とか定時に生産者にメールで配信するお店が

マーズマーケット実態調査」によると、会員店舗におい

増えてきています。

ては、年末年始を除き年中無休の店が約 40％もありま

⑨生産者が追加出荷してくれたとき、店内放送でア

す。定休日がないと、施設のメンテナンス（修繕）も従

ナウンスしＰＲしている。

業員研修もできないので、最低でも月１回の休みを設

追加出荷があったとき、店内放送で「たった今、○

けることが望ましいのですが、実態はそうはなってい

○さんのキュウリが届きました」といったアナウンスをし

ません。

ます。そして、お店ではその日のうちに絶対売り切ると

⑬定例ミーティングとして、
「朝礼」を実施している。

いう気概を持って、販売します。

⑭食中毒対策を徹底している。

⑩商品不足時は、地元卸売市場・県内ＪＡ以外に、
県外の提携ＦＭからも仕入れている。

伸びている店舗では食中毒対策を徹底しています。
新設店舗では、クレーム対応マニュアルを常備し、従

ＦＭは地産地消のお店ですから地場の特産品と旬

業員に徹底しているようですが、その反面、食中毒や

の野菜・果物が目玉ですが、常時多様な仕入れ先を

火災・地震については、対策マニュアルを持っていな

確保しておくことが重要です。地場の物が足りない時

いところが多いという調査結果でした。

には他産地から仕入れたり県外の提携ＪＡから補充し
なければなりません。
⑪生産履歴が確認できない場合には、
「バーコード

【ＦＭ】売り上げが伸びているファーマーズマーケットは、
ここが違う！
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す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

株式会社ビジネスラポール 心理学博士

2015年12月１日より、
「改正労働

神奈川県ＪＡ中央会では、各ＪＡ

スと感じていなくても耐性力が軟弱

安全衛生法」により、
「ストレスチェ

の自己活性化を目指して、いち早く

なら強烈なストレスとしての悪影響

ック制度」が実施されて数カ月が経

取り組みを始めています。 マネジメ

を受けてしまうことになるのです。

ちました。 経過はいかがでしょう

ント研修に上級管理職が「部下を

か？

育て、部下を本気にさせ、部下を活
かす」ための目標管理、意欲マネジ

があります。

当初は各ＪＡともどのように着手

メント、 組織力と個人の役割、 グ

強化の５項目は講座内容にもなっ

し実行し展開したらよいのか、 試

ループダイナミックス、メンタル＆ス

ている「目標管理・意欲マネジメン

行錯誤の状態からのスタートではな

トレスコントロールなどを目的にした

ト・役割認識・ダイナミックス・コン

かったでしょうか？

実践企画の講座を設定しました。

トロール法」が総合的に重要な構成

産業医との関わり方や結果への

活き活きと心豊かに、さらに伸び

対応・ 対策、個人情報の取り扱い

伸びとした歓喜溢れる「農の喜び」

制限や守秘義務と、戸惑いばかり

の実践です。 組合員や職員、地域

ストレス耐性力の５要素は「環境

が先行していたでしょう。 今もその

の方々にもＪＡを軸に機能できる実

変化・人間関係・生活様式・生理

状態が継続し、新制度がきちんと

践力の実学として具体策、 行動化

反応（経験）・自己啓発」です。こ

機能していないかもしれません。

がテーマです。

の反応で耐性力の強弱レベルを把

あふ

そうなると制度自体に対しても批

個別の事情や特殊な心理ケ ース

判的になったり、軽視して形骸化さ

のような微妙な状況にも適応して詳

せてしまいます。自らの手で効果の

細に調整しています。

りかねません。 改革を常に求めら

ストレス源は個人の耐性力の差

れているＪＡです。 このストレスチ

で影響を受けます。 事実や現象が

ェック制度を「好転と躍進 」のきっ

ストレスを持っているのではなく、

かけにするために全職員を人財化

受け止める個人の「耐性力」で決ま

し、力量を向上させなくてはなりま

ります。 どんなに意識で強いストレ

せん。

スと認識したとしても耐性力が強け
ればものともしません。 逆にストレ
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要素になるのです。

握するのです。
ストレス耐性力を強化することで、
どのような強烈なストレスに襲われ

ないものに陥らせてしまうことにな
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耐性力の５要素と強化の５項目

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

たとしても跳ね返します。 ストレス
源の改善に立ち向かえるのです。
まず、あなたのストレス耐性力を
チェックしてください。
次の問いに〇△×で答えてくださ
い。

「正しく思えるために何が必要か？」

〇→最近の自分によく当てはまる
△→最近の自分に時々当てはまる
×→最近の自分にほとんど当てはまらない

→「３つ出しておこう！」。この三段
論法を自分に向けて問い掛けなが
ら現状を見つめる習慣によって培
われます。
②跳返力（意欲マネジメントの実
践、ダイナミックスの徹底と役割
拡大と強化）
「この結果になった原因は、 何
だ！」
「協力者は、 誰だ！」
「今の
ひる

最善で実行しよう！」。怯まない心
で現実から理想に向かう計画を立
てて今を認めよう！

と意識するこ

とによって培われます。
③陽転力（メンタル＆ストレスコ
ントロールの活用）
「障害は、改善の明確点だ！」
「短
所は状況で長所に変えられる！」
「視点を変えたら影の裏部分が見
えるものだ！」。常にすべての事象、
現象、出来事に自分にプラスの価
値付けをすることによって培われま
ストレス耐性力を強化する５要素

す。

に共通する３ポイントを鍛えましょ
う。
①楽観力（目標管理の充実）
「本当にこれで正しいのか？」 →

「人財」は、時代の流れや相手の
求めに応じて育まれ、失敗例から
磨かれていくのです！

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

画

総

務

会員からの期待・評価を踏まえた貢献に向けて
～ＪＣ総研会員アンケート調査結果概要～
ＪＣ総研 企画総務部

ＪＣ総研では、当総研の業務・活動について、
会員の期待度（ニーズ）や客観的な評価（満足度）

（２）協同組合研究分野
組合自身で人材育成方針を策定していくことが課

を把握し、それらを事業活動や運営に生かしてい

題であることから、
「協同組合にふさわしい職員の

くため、今年度新たに、会員アンケート調査を実

あり方と人材の研究」へ高い期待度が示されました。

施いたしました。

（３）経営相談分野

多くの会員の皆さまのご協力に感謝いたしますと

人事労務関係セミナーについては「ＪＡの実務に

ともに、その結果概要についてご報告いたします。

沿った内容で役に立った」、法律相談については

当総研の取り組みに関する評価結果概要
全体の評価（５点満点）については、期待度平
均 3.8、満足度平均 3.4 となりました。

「直接相談できる」、また、ファーマーズマーケッ
ト関係では「新規開設の参考になった」など、満足
度・必要度とも大きいと評価する回答を多くいただ

とりわけ、期待度の高かった事業は、

きました。

・ 総合事業性と准組合員制度の確保に向けた研

当総研の業務・活動についての意見・提案など

究など「農業・農協のあり方」に関する調査研
究（評価 4.1）

人事・労務にかかるセミナーや相談事業につい
て、引き続き期待しているといった意見が多く出さ

・ 協同組合にふさわしい職員のあり方と人材育
成の研究（評価 4.1）

れました。加えて、准組合員の利用規制やＴＰＰ
（環
太平洋パートナーシップ協定）と日本農業、協同組

・ 労働関係法、人事制度関連実務などの人事労
務関係セミナー（評価 4.1）
の３項目となりました。

合連携にかかる事務局機能など、現下の情勢を踏
まえた課題への対応にかかる調査・研究などへの
期待もお寄せいただきました。

他方、満足度の高かった事業は、
・ 労働関係法、人事制度関連実務などの人事労
務関係セミナー（評価 3.8）
・ 協同組合にふさわしい職員のあり方と人材育

他方、
「当総研の業務・活動について十分な広報
す

がされていない」「一社となる全中との事業棲み分
けが必要」といったご指摘など、今後、当総研とし
ての対応が必要な課題も浮き彫りになりました。

成の研究（評価 3.5）
・ 職能資格制度、目標管理制度、人事考課制度、
賃金・退職金制度などの人事制度の導入・見
直しと運用に関する人事コンサルおよび講師
派遣（出講）
（評価 3.5）
の３項目となりました。
分野ごとの評価など
（１）基礎研究分野
「『農業・農協のあり方』に関する調査研究」への
期待度が高く、特に「農協改革における今後の正・
准組合員制度のあり方、ＪＡの求心力発揮のため

＜アンケート実施概要＞
○実施期間：2016 年４月 15 日（金）～ 28 日（木）
○回答方法：メールにてアンケート協力依頼送付。
アンケート設問掲載・回答は当総研ウェブ上で
実施
○協力依頼先：第２号
（50）
および第３号会員
（583）
○回答数：80 会員
※内訳：ＪＡ＝ 57、その他ＪＡグループ＝ 18、
生協・漁協・森組＝５
○調査内容：当総研ホームページ（会員専用ペー
ジ）調査票参照

の方策の提言」などの必要性が挙げられました。
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【企画総務】会員からの期待・評価を踏まえた貢献に向けて

編 集 後 記

「雑誌の寿命は 10 年」。この都市伝説のような言葉を思い出したのは、女性ファッション誌『AneCan』
（姉キャン）が
2016 年 11 月発行号をもって休刊とのお知らせだった。当時発行部数 80 万部ともいわれた『CanCam』のお姉さん系姉妹
誌を創ると親しい編集者から聞いたのが 2006 年。その年にパイロット版が発売され、10 年目の今年休刊することになった。
私自身が制作や記事を執筆した雑誌でも約 10 年で姿を消した雑誌が思い出せる限りで３誌ある。もちろん、10 年以上
ずっと続いている雑誌も少なくない。続く理由の１つにリニューアルの成功が挙げられる。
創刊から 10 年も経つと雑誌を取り巻く環境は様変わりする。例えば、マイクロソフト社のＯＳ、Windowsは 1985 年に
『Windows1.01』を発売し、10 年後の 1995 年に『Windows95』を発売、誰もがインターネットとパソコンに親しめる時代
を到来させた。1987 年に一眼レフカメラＥＯＳシリーズ第１号機『EOS650』を発売したキヤノン（株）は、1998 年にデ
ジタル一眼レフ『EOS D2000』を自社開発、速報性を重視する報道分野からデジタルへと写真を変えた。
こうした変化する時代の潮流に臆せず対応していく能力が制作の現場に求められる。同様に発行元の経営者たちにも決断
と覚悟を日々促す。だが、30 歳で携わったら 10 年後は 40 歳、経営者たちも含めて創刊時メンバーは２、３代目編集長だ
けということもある。つまり、10 年も経つと創刊の哲学はぼやけ、持ち味だった誌面のトーン＆マナーも無理解な乱暴者
が紛れ込んでおかしくなっていたり、ちょっとのリニューアルでは対処し切れないのが「雑誌の寿命は 10 年」説だと思う。
雑誌の寿命だけでなくビジネスモデルにもこれは当てはまる。前述のWindowsは 2005 年前後に『Windows XP』でパソ
コン全盛時代を創り、2015 年、時代の潮流に沿ってスマートフォンやタブレットなどパソコン以外の機器にも対応させた
『Windows10』を登場させた。
10 年で様変わりするのが世の中なら、ヒラヒラと風にあらがいもせず秋空の下で舞うアオスジアゲハ蝶のようにいたい
と思う。この感覚って季節のせい？

（編集スタッフ 加藤文英）

今年の夏は花火の当たり年だった。地元葛飾区の花火大会に始まり、川向こう千葉県松戸市の花火大会、隅田川の花火大
みやび

会など、たくさんの雅やかな花火の競演を楽しむことができた。なかでも印象深いのは、日本一の誉れ高い新潟県長岡市の
花火大会だ。
昨年の夏に北海道を旅していたときのこと。小樽の有名な寿司店のカウンターで、長岡から来たという同世代のご夫妻と
隣り合わせになり意気投合した。新潟県出身の夫が、これまで１度も長岡の花火大会を見たことがないと言うと「だったら
ぜひわが家に来てください」というありがたいお誘いを受けた。昨年は仕事の都合で残念ながらかなわなかったのだが、年
くだん

が明け、ちょうど花火大会のチケットが売り出しになる季節に入ったころ、件の奥さまから「今年こそはぜひ」といううれ
しいメールが届いた。１度会ったきりの私たち夫婦を忘れずにまた声を掛けてくださったことに感激し「これは行くしかな
い！」と、墓参りも兼ねて１泊２日の花火観覧ツアーに出掛けた。
当日は「局地的豪雨」という最悪の天気予報だったにもかかわらず、現地に到着すると雨はどこへやら、程よく風が吹き
わたる絶好の花火日和！ 花火大会は予想以上のど迫力で、その壮麗さに私たちは声を失うほどだった。花火を堪能した後
は、会場をご夫妻の自宅に移しての２次会。花火の余韻に浸りつつ、奥さま手作りのおつまみとおいしいお酒に舌鼓を打ち
ながら夜遅くまでよもやま話に花を咲かせたのである。
大人になってから出来た友人というのは本当にありがたい。花火大会の素晴らしさ以上に、この新たな出会いが、私たち
夫婦にとってこの夏一番の思い出となった。

（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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3-3268-8761

〒 162-0826

東京都新宿区市谷船河原町 11
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ＪＣ総研では、研究成果を広く発信することを目的に、農業書を中心に幅広いテーマを扱う「筑波書房
ブックレット」の一環として、
『ＪＣ総研ブックレット』シリーズを刊行しています。

No.1

企業の農業参入

地域と結ぶ様々なかたち

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

No.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、
制度実施を機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。

《以降、順次刊行予定》
ご注文はお近くの書店、または筑波書房へ
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