CONTENTS

ＪＣ総研レポート／2016年 冬 発行／VOL.40

巻頭言

1

農業所得に占める補助金割合の再検証
ＪＣ総研 研究所長

巻頭レポート
食料・農業・農村

2

鈴木 宣弘

新たな「結」の形として①

森 久美子

作家

10 《研究ノート》増加する低所得層と日本農業 〜日本農業は誰に向かって生産をするのか〜
（一社）都市農地活用支援センター 研究員

友田 滋夫

16 《報告》平成28年度 ＪＡ組織基盤強化フォーラム 〜多様化する正・准組合員といかに向き合うか〜
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

黒木 秀人

21 《研究ノート》
「農業の６次産業化」
とＪＡにおける取り組み

高橋 良晴

ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

27 《シリーズ

アグリテック見聞録》Episode３：農業に｢勝ち組｣と｢負け組｣あり
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

36 《海外レポート》不足から過剰へ

橘 昌男

構造的不均衡に伴う中国における食糧事情の変化

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

倪鏡

40 《Web調査》
「米を主食とした食数増加、過去５カ年で最多」が意味するもの
米の消費行動に関する調査結果〜2016年調査〜から
ＪＣ総研 経営相談部 主任研究員

食育ソムリエNOW

50

青柳 靖元

深化する食育② 食育ソムリエによる地場食材の価値創出
ＪＡえちご上越 あるるん畑の取り組みから
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

宮澤 奈津子

『協同組合研究誌 にじ』2016年冬号の概要紹介

協同組合

52

人事管理

56

働き方と人材育成

研修報告

58

2016年度「アメリカ情報システムセミナー」報告

ＪＣ総研 経営相談部 主任研究員

ＪＣ総研 経営相談部 労働法務チーム 主任研究員

ＦＭ

60

ＪＣ総研 協同組合研究部

杉田 伸策

高林 浩一

ファーマーズマーケット戦略研究会 現地研究会報告「石川・長野編」
ＪＣ総研 経営相談部 ファーマーズマーケットチーム 主席研究員

安達 秀哉

Dr.ジョージの 62 グローバル時代を生きる職員の資質 ̶Ⅰ
メンタル・マネジメント（20）
（株）ビジネスラポール 心理学博士 鈴木 丈織
企画総務

64

登録はお済みですか？「ＪＣ総研メールマガジン」
ＪＣ総研 企画総務部

編集後記

65

表紙デザイン・イラスト／ 室井

秀則

「近年では、日本の農業所得に占める
補助金の割合が上昇し、欧米との格差

なお、日本の補助金比率が高まった背

ようになってきた。これは、筆者が 2006

景の１つは、農産物価格の低下による所

年当時のデータをもとに、農業所得に占

得の減少が相対的に補助金比率を高め

める政府からの補助金の割合を示し、日

つつあることである。特に、米価の下落

本の農業所得に占める補助金の割合は

が深刻で、稲作所得は補助金なしではマ

15.6％なのに対して欧米は高く、なかで

イナスという農家が常態化していることを

も欧州では、軒並み 90％を超えている
（フ

考慮する必要がある。
農業所得に占める補助金比率は高くな

日本農業過保護論は誤 謬 であると主張

い。ただし、まず指摘しておくべきは、

し続けてきたことへの反論である。

欧州の補助金が環境支払い的な固定支

そこで、われわれは、最新のデータで、

農家の再生産に最低限必要な価格水準

所得のうち政府補助金の占める割合は、

との差額を伸縮的に支払うシステムが完

2006 年の 15.6％と同じ統計資料に基づ

備されているが、国際価格が高いと発動

くと、確かに近年は上昇して、2009 年に

されないことである。農家が下支え水準

31.4％、2012 ～ 2014 年は、順に、38.2、

を明確に認識して投資計画が立てられる

39.1、38.6％と最近年は４割弱で推移して

「予見可能」なシステムとしては優れてい

いる。しかし、主要国を 2013 年で比較

るが、常時発動されるわけではないから、

すると、アメリカが 35.2％で、日本とほ

近年のような国際価格高騰が継続してい

ぼ同水準であるが、欧州諸国はやはり高

ると補助金の支出は小さくなる。

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

もう１点、注目すべきは、農業生産額

だが、フランス 94.7％、イギリス 90.5％、

に対する農業予算の割合（2012 年）であ

スイス 104.8％である。

る。これで見ると、日本の 38.2％に対し

ここで、農業所得は農業粗収益から支

き

払いであるのに対して、アメリカの場合は、

この点を再検証した。日本の農家の農業

い。今回、対象に加えたドイツは 69.7％

す ず

逆に、アメリカでは、欧州に比較して

94.5％、アメリカ 26.4％）ことを指摘し、
ご びゅう

研究所長

大きな違いである。

は小さくなっている」との指摘が聞かれる

ランス 90.2％、イギリス 95.2％、スイス

ＪＣ総研

助金で占められるというのはわが国とは

て、 フランス 44.4％、 イギリス 63.2％、

払経費を差し引いて補助金を加えたもの

ドイツ 60.6％、アメリカ 75.4％となってお

である。これに対する補助金の割合が９

り、日本の場合は、農業所得に占める補

割を超えているということは、補助金が

助金比率と同じ４割弱で、主要国のなか

なければ、自身の労働に対する対価はほ

で最も低く、特筆すべきは、補助金比率

とんどゼロに近いことを意味する。100％

は 35％のアメリカが予算比率は 75％で、

を超える場合は、農産物の売り上げでは

最も高いということである。アメリカの２

経費も支払いきれず、補助金を経費の支

指標が乖離する理由については精査する

払いの一部にも充当している状況である。

必要があるが、これらを総合的に勘案

しかも、2014 年のフランスの品目別の

すると、わが国の農業保護水準が欧米

データを見ると、穀物や肉牛では 200％

に比べて低いという事実は再確認できた

近く、養豚でも 100％強、酪農で８割近く、

といってよかろう。欧米では、命を守り、

養鶏と果樹が約５割、野菜でも 26％と

環境を守り、国土・国境を守っている産

なっており、品目別の差は大きいが、野

業を国民みんなで支えるのは当たり前な

菜や果樹でも農業所得の相当部分が補

のである。

かい り
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巻頭レポート

新たな﹁結﹂
の
形として ①

１．はじめに 〜都市が失っているもの
北海道の開拓時代の農村に生きる少女を主人公に
した小説を書いて、 文学賞に入賞してから瞬く間に21
年の歳月が過ぎた。以来、農業・農村をテーマに小説
やコラムを執筆したり、 講演したりする機会が多い。
なぜ今もそれをテーマとして書いたり話したりしている
のか、質問されることがある。
開拓農家で苦労した祖母の人生を書き残しておきた
いと思ったのが、最初の純粋な動機だった。しかし作
家として全国の農山村に取材に伺うたびに、 都市に住
む自分が失っているもの、 あるいは手に入れることが
できないでいるものは何かに気付かされた。 そして発
信する必要があると強く思うようになった。
農業・農村に暮らす人たちから、 生きる上で精神の
幹となる、 天災で被害を受けても前に向かう気持ちを
学んだ。そして同時に、周りの人とバランスを取りなが

も り

森 久美子

ら生活する、他者へのいたわりの気持ちを教えられた。
2016年の春、 古民家再生も手掛ける棟梁を主人公
にした小説を書くために、福岡県八女市に取材に行っ

く

た。 八女市は全国でも有数のお茶の産地だし、 八女

み

杉の産地でもある。古民家再生の話を伺ううちに、屋
根の葺き替えは地域の共同作業として行われてきたと

こ

知った。

作家

大工の棟梁が、
「昔から『結』があるから、互いに手
伝うのが今も当たり前。 現在もみんなで葺き替えをし
ている」と話された。私のように都市で生活している者
には、このような相互扶助の精神が、明らかに欠けて
いると思う。
都市の生活でも、昔は地域のつながりがあったはず

【プロフィール】
作家、エッセイスト。北海道札幌市出身。農林水産省 食料・
農業・農村政策審議会委員他、食と農に関わる多くの委員な
どを務める。1995 年 朝日新聞北 海道 支 社 主催「らいらっ
く文学賞」に、開拓時代の農村に生きる少女の成長を描いた
小説で入賞。以来、新聞、雑誌に多くの連載を持つ。現在『日
本農業新聞』のコラム「万象点描」を担当中。
『日本農業新聞』
で 2014 年 10 月から１年間連載した小説「青い雪」が、
『ハ
ッカの薫る丘で』のタイトルで、中央公論新社より 2016 年
11 月に出版。その他の主な著書に『母のゆいごん』
（共同文
化社）
、
『
「食育」実践記 きゅうりの声を聞いてごらん』
（家の
光協会）などがある。
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だ。 しかし知らぬ間に失ったものは、 枚挙にいとまが
ない。 個人の時間を人の役に立つために使うことを避
けるようになった。 地域の小中学校に子どもが通って
いるのに、ＰＴＡの役員のなり手がいない。町内会の
役員についてもしかりだ。
集合住宅では互いに名を明かさず、 表札を出さない。
人口減少が進む農山村よりも、
「結」が失われているの
はむしろ、人が密集している都会の方だ。災害が起き

巻 頭 レ ポ ー ト
た時に安否を確認しようにも、近隣の居住者の名簿が

酪農の現場で見て、私はこれからの農業の方向性に光

ないどころか、顔も名前も知らないのだ。

明を見出した気がしている。

都市が失った人のつながりは、 人口減少や過疎化
が進むなかでも、農山村には残っている。紹介する事
例が、農村の人口減少に歯止めをかけると安易に考え
ているわけではない。 日本の古き良き時代へのノスタ
ルジーで、そう思うのでもない。
むしろ人口が減少している現状を受け入れた上で、
最も近代的な営農の方法を持ち込んで育て上げること
が、 昔ながらの「結 」の精神を生かすと考えている。
人数が少ないからこそ、よりつながりを重視して自立し、
かつ再生産可能な農業のあり方があるはずだ。事例を
挙げて、３回に分けて考察していきたい。

北海道開拓の村で、屋根の葺き替えをするボランティア
（北海道古民家再生協会提供）

３．北海道オホーツク管内湧別町の事例
２．
「結」とは
北海道オホーツク総合振興局管内の北西部に位置す
＜『日本大百科全書』より＞

る、 紋別郡湧別町に拓かれた805ha の農業地帯に、

語源的には結う、結ぶ、結合、共同などを意味し、
地域社会内の家相互間で行われる対等的労力交換、

排水路、 暗渠排水、 圃場の整地を目的とした国営農
地防災事業が行われた。
酪農を基幹とした経営が展開されているこの地域だ

相互扶助をいう。
地方によってはイイ、ユイッコ、エエなどとよばれ、

が、 地区内の地盤は、 泥炭土壌に起因した不等沈下

また中国・四国地方のように手間換、手間借と称する

が進行し、 農業用排水路および農用地の機能が低下

所もある。結は催合とともにわが国の伝統的な共同労

していた。

働制度の１つであるが、催合の慣行がかつて漁村で盛

特に、 農用地は常時過湿の状態にあるため、 生産

んで現在は衰退しつつあるのに対し、結は農山村で盛

性が低く粗飼料自給率は低位にとどまっていた。降雨

んで、 現在も田植、 稲刈りなどさまざまな機会に行わ

時および融雪時には、 農作物の湛 水被害が生じてい

れている。

た。 埋め木の露出などにより農作業の能率低下を招き、

結における労力交換では、 多くの場合、 働き手とし
て出動する個人の労働力の強弱はあまり問題とはされ

生産コストが増大するなど、 地域が目指す農業振興を
阻害する要因となっていた。

ないが、一人前の人間が1日提供してくれた労力に対し

この地に本州から入植して北限の米作りに取り組ん

ては、 かならず1日の労働で返済することが基本で、

でいた農家は、 冷害による凶作の連続で、 家族が食

金銭や物で相殺することを許さない点に特徴がある。

べる米もない状況が続いた。50年ほど前に酪農への

結は農耕作業で行われることが多く、起源もそこに

転換が一気に進んだ背景には、豊かになりたいという

あると考えられるが、実際の機会はそれにとどまらず、
屋根の葺き替え作業における茅の切出しや縄ないなど
でもよく行われた。

必死な気持ちがあったのは想像に難くない。
もうかる農業にするために、飼養頭数を増やしたり、
牧草などの粗飼料の生産性を上げたりしなければなら
ない。しかし高齢化や労働力の不足は深刻さを増すば

このように解説されているが、 結における「労力交
換」
「手間換」
「手間借」と考えられる事例を北海道の

かりだ。離農を検討していた農家も少なくなかったとい
う。
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そこで、粗飼料基盤の整備・改良などによる粗飼料
自給率の向上と生産コストの低減を図り、効率的かつ
安定的な酪農経営を確立することを目指した。農業用
排水施設の改修と併せて、暗渠排水、整地により農地
保全を行い、 農業生産の維持および農業経営の安定
化を図るために国営農地防災事業が実施された。
農地基盤整備が行われ、どのような変化をもたらし
たかを項目別に見ていく。
① 湧別町の専業・兼業農家の割合
湧別町の農家数は、 国営農地防災事業実施前の
2000年の476戸から、 事業完了後の2015年には266
戸となった。15年間で44％減少している一方、専業農
家の割合は、2000年の55％から2015年には77％に増
加していて、北海道の割合70％を上回っている。なお、
国営農地防災事業の受益農家においては、 すべて専
業農家となっている。
② 耕地面積規模別農家の割合
湧別町の経営耕地面積規模別農家割合は、30ha以
上の規模を有する農家が、2000年の23％から2010年
には42 ％と増加している。 受益農家においては30ha
以上の農家の割合は 44％であり、北海道の割合 25％
を大きく上回っている。
③ 年齢別農業就業人口
湧別町の農業 就業者のうち60歳以 上の割合は、
2 0 0 0年の3 8 ％から2 015年は4 5 ％となっており、 や
や増加している。 しかし、 受益農家においては50 〜
59歳は40%で、 北海道の割合を大きく上回っている。
一方で60歳以上の割合は32 ％で、 町全体および北海
道の割合を下回っている（図１）。
④ 主要家畜の飼養状況
湧別町の乳用牛飼養頭数は、2000年の1万7600 頭
から2015年には1万9833頭に増加している。戸当たり

年の6.85t ／頭から2010年には8.49t ／頭に増加する

飼養頭数は2000年の73頭／戸から2015年は125頭／

とともに、 町の生乳生産量は7万9000t ／年から9万

戸に増加している（図２）。

1000 t ／年と15％増加している（図３）
。

農家経営に大きく影響する１頭当たり乳量は、2000

4
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農地の基盤整備事業で圃場の排水不良が改善され、

巻 頭 レ ポ ー ト
農地の集約・大区画化が進んだことにより、牧草や青

濃厚飼料はトウモロコシなどの穀物が主な原料で、

刈りトウモロコシの収量が大幅に増えた。粗飼料の生

そのほとんどを海外からの輸入に依存しているため、

産性が向上し、 調整した飼料を構成員の酪農・畜産

その価格は穀物相場や海上運賃、為替などの影響を

家に配送するセンターの設立の機運が高まっていった。

大きく受ける。濃厚飼料を主な原料とする配合飼料価

そして、 地域で将来のあり方を模索するなかで、 ５
年前にＴＭＲセンター注）が設立された。

格は、2016 年１月時点では、10 年前と比べると 1.5 倍
となっている。

グラフの数字の変化で分かるように、乳用牛頭数の

粗飼料については、優良品種を用いた草地改良を進

増加と生産量増加の大きな要因となったのは、ＴＭＲ

め、青刈りトウモロコシなどの高栄養作物の利用拡大

センターを核とした地域づくりの成果だといえる。現地

することが必要だと考えられる。北海道では、粗飼料

で農家の方々の話を伺ったところ、 所得の向上につな

を自給するだけでなく、府県に販売する力をつけること

がった事例の根底には、作業の助け合いによって地域

が必要ではないだろうか。農家の収入を増やすだけで

と産業を守る思いがあった。

なく、国内飼料自給率の向上に寄与できるはずだ。
一方で流通コストが割高になるため、府県では輸

４．日本の自給飼料の現状と利用拡大

入飼料に頼っている現状がある。食料自給率の低さの
要素となっている、家畜の飼料の輸入依存度を下げな

家畜の飼料は、大きく分けて牛などの草食家畜に給
与される粗飼料と、牛の他、豚や鶏に利用される濃厚
飼料がある。2015 年度の供給量の割合は、粗飼料が
２割、濃厚飼料が８割。粗飼料の自給率は 79％、濃
厚飼料の自給率は 14％となっている。

ければならないことを重要課題と捉え、国の支援策も
含めて考えていかなければならないと思う（図４）
。
注 ）ＴＭＲセ ン タ ー： 粗飼料や濃厚飼料などを混合し、 牛が必要
としているすべての栄養素をバ ラ ン ス良く含んだＴＭＲ（Total
Mixed Rations：完全混合飼料）を農家に供給する施設
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５．酪農における担い手の育成と
労働負担の軽減に向けて

地域では、普及センターやＪＡをはじめとする地域の
関係者が一体となって、健康的な乳牛管理の土台とな
る高品質な粗飼料を確保するため、積極的に草地管
理に取り組んでいる。

酪農の労働負担を軽減するため、外部支援組織の

ＴＭＲセンターの稼働により、飼料の高品質化と均

活用による分業化、飼料の生産・給与や排せつ物処

一化が図られ、
良質な粗飼料供給体制が整った。個々

理などにおいて、省力化が期待できる放牧および搾乳

の酪農家は、圃場作業時間の削減に伴い、乳牛管理

ロボットや哺乳ロボットなどの機械の導入を、農水省

にかける時間を増やすことができるようになった。その

は推進している。

成果は、乳量の向上や疾病の減少などにつながり、経

外部支援組織としては、ＴＭＲセンターの他に、コ
ントラクター（飼料作物の収穫作業などの農作業を請

産牛１頭当たり出荷乳量が約３割増加して所得向上に
寄与している（図５）
。

け負う組織 ）も近年増加してきている（表）。

６．株式会社ドリームゆうべつの事例
国営総合農地防災事業が行われたことにより草地の

また、高齢化や労働力不足により離農を検討してい

環境が改善され、地域の農家が一体となって（株）ド

た農家が、ＴＭＲセンターを利用することによって経営

リームゆうべつの設立に向かった経緯を紹介する。

を継続できるとともに、ＴＭＲセンターがモデル農家の

ＪＡ、普及センター、ホクレンと打ち合わせて委員会
を設け、2011 年 1 月、構成員 17 人

乳牛 977 頭、肉

牛 1050 頭、耕作面積 402ha 規模でスタートした。Ｔ

取り組みや飼料設計の情報発信を行うことで、ＴＭＲ
センター事務所に立ち寄る農家が増え、情報交換を行
うなど地域酪農を活性化している（図６）
。

ＭＲ部会、土地部会、作業部会をつくり事業がスムー
ズに行える体制を整え、デントコーンサイレージの収

ＴＭＲ構成員からの現状認識

穫調整を行い、2012 年８月よりＴＭＲ飼料の供給が

・ 耕作地をフル活用しながら自給飼料を中心にＴＭＲ

始まった。

飼料の製造販売をする。
・自給飼料の栄養価を上げるために、定期的な草地改

【2016 年５月現在】
構成員：18 人
経営面積：牧草 290ha、デントコーン 249ha
飼養頭数：育成牛 362 頭、搾乳牛 739 頭、
肉牛 955 頭

良、畑作地との交換作による有機質の投入を行い
購入飼料（配合飼料）の軽減を図っている。
・部会体制により、構成員が自主的に各担当部門にお
いて問題点の改善を行っている。
・ サポートチーム（普及センター、NOSAI、ホクレン、
担当獣医）における定期的なミーティングを行い、

6
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【図６】地域が一体となったサポート体制

かったのに、構成員たちが互いに現場を見て意見交
換することで、牛を健康に管理するための気づきが生

構成員

ＮＯＳＡＩ

モデル農家

ＪＡ

毎日の

診療や繁殖
検診状況

我が家の
牛群の様子や
他の農家の声

クミカン
乳量・乳成分
検定成績

搾乳頭数
出荷頭数
給与量

まれたという。ＴＭＲセンターが効率の向上と同時に、
営農の質の水準を高めていることも分かる。
草地更新や畑作のローテーションをうまく組み、自
給飼料の高品質化と均一化につなげているのも評価さ
れるべき点だと思う。その結果、
濃厚飼料の購入が減っ

普及センター

ドリーム
ゆうべつ

てコストが削減され、所得向上につながっている。

定期的に集まる情報や巡回を踏まえ

飼料設計（月2.2回）

掲示板
平成25年１月から

毎月更新

ドリームゆうべつ通信
（FAX情報）
平成25年１月から

毎月配信

資料：釧路農業改良普及センター
出典：図１と同じ

問題点や改善点を協議している。
・ センター独自で収穫 機械（ハーベスター）を持た
ずに、ＪＡのコントラクターを利用して経費の節減を
図っている。

実証農家を交えたサポートチーム指導

・ 新規就農者に対しても、条件はあるがスムーズに供
給することができるようになった。

定期巡回後のサポートチーム検討会

収穫して集めてきた粗飼料をショベル３台で踏圧

構成員の平均年齢は 45 歳。月に２〜３回集まって
意見を交換し、情報を共有することで、センターの運
営がスムーズに行われているという。構成員の耕作地
をフル活用しながら、およそ 2000 頭の乳牛と肉牛の
飼料を供給しているのだから、スケールが大きい。
これまで他の農家の草地や牛舎に入ったことがな

【巻頭レポート】新たな「結」の形として①
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７．
ＴＭＲセンターを核とした人づくり地域づくり
〜 釧路農業改良普及センター 主査（担い手）
山田 聡氏の発表より

青年と女性で培った草づくり改善の気運
普及センターは、ドリームが稼働するまでの３年
間に青年や女性・ＪＡ若手職員の意識を ｢土づくり・
草づくり｣ に誘導することで、健康的な乳牛管理の
土台となる高品質粗飼料確保が重要であることの意
識醸成と、改善に向けて地域の気運が高まるように
支援した。

家族の夢の実現に向け試算する後継者夫婦

畑作経営は融雪や降雨後の排水性や作業性に悩み

後継者グループである湧別町４Ｈクラブだけでな

ながら、所有地のなかでてんさい・麦・カボチャを

く、ＪＡ女性部や農村女性ステップアップ基礎講座

飼料用トウモロコシと輪作してきたが、ドリームでは

など各世代を啓発したことで家族の理解が高まり、

希望地に自由に作付できる体制を推進した。

22 〜 23 年に４Ｈクラブ９人全員参加（ドリーム１戸）

当初は「苦労して雑草を減らしてきた畑を他人に

による土 ･ 草づくりプロジェクトが実践された。特に

使わせたくない」とすぐには理解を得られなかった。

率先して取り組んだ３人の農業士と連携し、集合研

普及センターがドリーム土地部会と連携して時間を

修をＪＡ青年部として企画した結果、若手農業者全

かけて合意形成を図った結果、25 年から取り組み

体で課題や成果を共有できた。

が始まった。

この取り組みが 24 年に北海道青年農業者会議で

「畑が家から遠くなっても、ＴＭＲセンターの肥培

表彰されたことは青年達に自信を与え、ドリーム稼

管理を受けた地力の高い畑に作付けすると収量が

働前に地域の農家やＪＡ職員が ｢土 ･ 草 ｣ の重要性

増える」という実践農家の喜びの声が波及を後押し

を再認識するきっかけになった。

して、今では希望地への輪作が定着した。将来的に
は畑作物の団地化を図って、麦前作トウモロコシの
作付けと収穫作業の効率アップを目指している。
全戸の見学を通じた成果の共有
稼働当初から３年間、毎年３日間かけて全戸を巡
回見学する研修会を行った。努力の成果や今後の
目標を全戸一覧にして配布し、後継者や女性が発
表したので、お互いの競争意識も高まった。また人
が訪れることで、農場内の整理整頓や敷料の充実
を心掛ける経営が増え、各戸の牛舎環境が年々改

乳質改善の成果を語るモデル農家女性

善されていく効果も確認できた。

所有地にこだわらない輪作体系の確立

今後の課題

湧別地区の土壌は泥炭土と灰色台地土の分布が
広く、湧別川周辺のみ低地土となっている。多くの
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（１）肉牛法人経営の酪農参入支援
健康的に乳量が伸び、経営が安定したことで、規

巻 頭 レ ポ ー ト
模拡大を検討し始める構成員が増えている。特に
28 年度には、肉牛専業の法人が酪農に参入する。
償還財源をしっかりと確保していける安定的な生産
体制に向けて、関係機関が一丸となって支援中であ
る。
（２）新たに加入する農家の経営改善指導
27 年に 65 歳以上の構成員１戸が離農したことを
きっかけに、湧別地域全戸に意向調査を行った結
果、７戸が３年以内の加入を希望した。そのうち 28
年には２戸が加入を決めたことからＪＡ・ＮＯＳＡＩ・

各部会で議論した改善策は全員で話し合い合意形成する

普及センターによるサポートチームでは、新規加入
者のフォローを次の課題として連携していくことを決
めた。
加入希望者へのアンケート調査では、
「仲間として
受け入れられるだろうか」
「わが家の経営も良くなる
のだろうか」といった不安を抱えている。これに対
し構成員内では、
「受け身ではなく積極的に迎え入
れよう」
「不安ならわれわれもサポートしよう」といっ
た、互助精神が高まっている。

私は湧別町でＴＭＲセンターの利用者に直接話を
伺った。ＪＡのコントラクターを利用して収穫作業をす

湧別町の酪農を牽引する(株)ドリームゆうべつ

ることにより、個々の農家でやっていたサイレージの調
整の手間も減り、労力負担が減った点を大きく評価し

※７〜９ページ写真提供：釧路農業改良普及センター

ていた。

主査 山田 聡氏

「搾乳に集中できるようになったよ」
笑顔で話してくれる農家を見て、酪農の前途に光明
が見いだせた気がした。
コントラクターの利用や、ＴＭＲセンターのような支
援組織の数は、全国的に年々増加している。それを日
本に昔からあった
「結」
における
「労力交換」
「手間換」
「手間借」と捉えてはどうだろうか。地域の産業や仲間
の生活を維持する、現代の地域の支え合いの方法とし
て、外部支援組織の利用を広げていくことが、日本の
農業を発展させる力になるに違いない。

【巻頭レポート】新たな「結」の形として①
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食料・農業・農村 研 究 ノ ー ト

増加する低所得層と日本農業
〜日本農業は誰に向かって生産をするのか〜
一般社団法人 都市農地活用支援センター 研究員

１

とも

だ

しげ

お

友田 滋夫

討、 ④特に高齢者層で伸びている中食や外食と高齢

．はじめに

者福祉政策の関係の検討、 ⑤国内消費動向に向けて

言うまでもないことであるが、 人間は食べなければ

日本農業が果たす役割の検討、を行っていきたいが、

生きていくことができない。仕事を失い、貯蓄も尽き、

そのすべてを一度で掲載することは難しいので、 本号

生活保護も受けられなければ、 餓死することもあり得

ではまず日本における世帯所得の動向を検討する。

注１）

。

る

そうした極端な事象は日常的に起こるものではない
し、 起こることのないようにしなければならないが、
ギリギリの生活をする者にとって、餓死を避けるために

２

．世帯所得の減少

世帯所得の減少傾向が止まらない。厚生労働省「国

は食の質よりも、まずは量を確保することが必須となる。

民生活基礎調査 」 によると所得金額階級別の世帯分

現在の日本においては、一方で「安全・安心・高付加

布の推移は図１のとおりである。 年収300万円未満の

価値の国産農産物」への需要が存在しており、その需

世帯の割合は1993年の21.7％を底として上昇し、2014

要をターゲットにした農業生産は、産地生き残りの１つ

年には34.1％と、 全世帯の３分の１以上が年収300万

の戦略とされ、全国各地で高付加価値化に向けたさま
ざまな取り組みがされている。しかし他方で、
「貧困と
格差の拡大 」が進んでいるともされている。 いったい
日本農業は誰に向かって生産すればよいのだろうか。
所得階層の高い人々だけをターゲットにしていればよい
のだろうか。 かつて「貧乏人は麦を食え」という趣旨
の発言をして批判を浴びた政治家がいたが、 現代の
「貧乏人 」 は何を食べればよいのだろうか。 そして現
代の「貧乏人」の「食」に対して、日本農業は何をなし
得るのだろうか。 仮に貧困が時とともに拡大しつつあ
るとすれば、所得階層の高い人々をターゲットとした販
路の拡大余地は徐々に狭まっていくのではないだろう
か。
こうした問題意識から、本稿では、①日本における

注１）福岡県北九州市で2006年に起こったいわゆる「門司餓死事

世帯所得の動向、 ②世帯所得との関係における消費

件」はマスコミでも大きく取り上げられたが、その後もこうした事

動向の検討、 ③消費動向のなかで今後伸びが期待さ
れるとされている中食（調理食品） や外食の動向の検
10
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件が頻発していることについては、長尾英彦「生活保護制度をめぐ
る近年の状況」
『中京法学』第48巻1・2号 合併号（2013年12月）
中京大学法学会、9 ～ 13ページを参照
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研 究 ノ ー ト 食料・農業・農村

円未満世帯となっている。 年収300万〜 500万円の世

る。また、所得金額100万～ 300万円の世帯の割合は

帯の割合も1997年の20.9％を底として2011年までやや

1999年まで上昇して53.4％に達した後、 やや低下して

上昇傾向にあった。 ただし2011年以降はやや低下傾

いたが、2006年以降再び上昇し、2014年には53.6 ％

向にある。 年収500万〜 1000万円の世帯の割合は、

に達している。他方、所得金額300万～ 500万円およ

年収300万円未満の世帯とは対照的に1993年の38.4％

び500万～ 1000万円の世帯の割合はほぼ一貫した低

をピークとして以後低下し、2014年には30.9％となった。

下傾向にある。 世帯人員１人世帯における所得金額

1000万円以上の世帯も300万円未満の世帯とほぼ対照

1000万円以上の世帯の割合は微々たるものである。こ

的に1996年をピークとして低下してきている。このよう

のように世帯人員１人世帯では、1995年から2014年ま

に、 ほぼ1990年代後半以降、300万円未満世帯が唯

での約20年の間で、 所得金額300万円未満世帯の割

一構成割合を継続的に高めており、500万円以上世帯

合の上昇、300万円以上世帯の割合の低下を基本とし、

は継続的に構成割合を低下させ、300万～ 500万円世

特に所得金額100万円未満世帯の割合が低下して、そ

帯も近年では構成割合を低下させるという、 全面的な

の割合が恒常的に所得金額300万～ 500万円世帯の

所得低下傾向が見られるのである。

割合を上回るようになったのが特徴といえる。

では、 このような所得の低下傾向はどのような世帯

世帯人員２人世帯では、図３のとおり、所得金額100
万円未満の世帯の割合はそれほど大きな変化はなく

で生じているのだろうか。

５％未満で推移している。 所得金額100万～ 300万円

３

．小規模世帯における貧困化の進行

の世帯の割合は1995年には23.5 ％であったが、 その
後上昇を続け、2005年には31.4 ％に達する。 その後

国民生活基礎調査より世帯構造別の所得種類別構

やや低下傾向を見せ、2011年には29.7％となるが、そ

成や世帯人員別所得を見ると、世帯人員の少ない世帯

の後再び上昇し、2014年には31.3％となっている。所

における貧困化の進行を見て取ることができる。 全体

得金額300万～ 500万円の世帯の割合もやや上昇傾向

として300万円未満の低所得世帯が増加傾向に入った

にあるが、所得金額100万～ 300万円の世帯の割合の

1990年代後半以降について、この点を確認してみよう。

上昇度の方が大きく、1995年には両者の差が６ポイン

世帯人員１人世帯では、図２のとおり、所得金額100

トほどあったが、近年は両者の差が縮まっている。所

万円未満の世帯の割合が1995年には14.8 ％であった

得金額500万～ 1000万円の世帯と1000万円以上の世

のが上昇を続け、2004年には24.5 ％に達する。 その

帯の割合は低下しており、特に1995年に33.9％を占め

後はやや低下しているが、ほぼ20％以上で推移してい

ていた500万～ 1000万円世帯は、2014年には24.9 ％
にまで低下している。
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以上のように、 世帯人員２人世帯でも、 所得金額
300万円未満の世帯の割合が上昇し500万円以上の世
帯の割合が低下するという、 全体的な低所得化が進
んでいる。
世帯人員３人世帯においても、図４のとおり、 所得
金額100万円未満の世帯の割合はわずかである。所得
金額100万～ 300万円の世帯の割合は1995 年には
12.1％であったが、以後上昇傾向にあり、2014年には
14.9 ％となっている。 所得金額300万～ 500万円の世
帯の割合も同様に上昇傾向にあり、1995年の22.9％か
ら、2014年には23.2％となっている。所得金額500万
～ 1000万円の世帯の割合は45％前後で大きな動きは

額10 0万～ 3 0 0万円と3 0 0万～ 5 0 0万円の世帯の割

なく推移してきたが、1998年までは45％を超える年が

合が2010年まで上昇傾向を続け、両所得階級の合計

あったものの、その後2013年までは45％を超えること

は同年には30.9 ％に達していた。しかしその後は両所

なく推移してきた。 所得金額1000万円以上世帯の割

得金額階級とも割合が低下傾向にあり、その合計は

合は1995年には20.1 ％だったが、 低下傾向を続け、

2014年で26.9％となっている。所得金額500万～ 1000

2014年には14.1％となっている。

万円の世帯の割合は、増減は見られるものの50％前後
を推移している。 所得金額1000万円以上の世帯の割
合は2010年ごろまで低下傾向にあったが、 以後は上
昇傾向にある。
このように、 世帯人員４人世帯では､ 2010年ごろま
で所得金額 500万円未満の世帯の割合 が上昇し、
1000万円以上の世帯の割合が低下するという、 低所
得化の傾向にあったが、2011年以降は逆に500万円未
満の世帯の割合が低下し、1000万円以上の世帯の割
合が上昇するという所得向上傾向にある。
世帯人員５人世帯の場合も、図６のように、 所得金
額100万～ 300万円と300万～ 500万円の世帯の割合

このように世帯人員３人世帯においては所得金額
500万円未満の世帯の割合が上昇し、1000万円以上の
世帯の割合が低下しており、 かつては所得金額1000
万円以上の世帯の割合が100万～ 300万円の世帯の割
合を大きく上回っていたが、2005年以降は両者がほぼ
同じ割合となり、近年では所得金額100万～ 300万円
の世帯の割合がやや上回るようになっている。 世帯人
員３人世帯においても高所得層の割合の低下と低所得
層の割合の上昇という全般的な低所得化が進んだの
である。
世帯人員４人世帯においては図５のとおり、所得金
12
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が2009年まで上昇し、両所得金額階級の合計は1995

以上のように、所得金額を世帯人員別に見ると、小

年には21.1％であったのが、2009年には27.7％となった。

規模世帯では1995年以降ほぼ一貫して貧困化が進ん

しかしその後は低下傾向にあり、2014年には20.7％と

でいるのに対し、大規模世帯では2008 ～ 2009年ごろ

なっている。これに対して、所得金額500万～ 1000万

を境に、それ以前では貧困化傾向、以後は所得向上傾

円の世帯は、1995年には51.0％と過半を占めていたが、

向が見られる。日本の世帯構成において、重世代世帯

以後は低下傾向にあり、2007年には46.0％にまで低下

のような大規模世帯が減少し、核家族世帯や単身世帯

した。 しかしその後はやや回復傾向で、2013年には

などの小規模世帯が増加していることを考えると、小

50.0％となった。ただし、2014年には45.7％に急落し

規模世帯における貧困化の進行が意味するところは重

ている。所得金額1000万円以上の世帯の割合は1995

い。 しかも、上位所得層が所得を伸ばすことなく、む

年には27.6％だったが、その後はいったん低下傾向を

しろそこから下位所得層へと転落する者が増えること

見せ、2008年には23.4 ％となった。 しかし2009年以

によって、上位所得層に属する世帯が減り、下位所得

降は上昇傾向で、2014年には33.7％に達している。

層に属する世帯が増えているのであり、世帯人員の小さ

このように世帯人員５人世帯は、2008 ～ 2009年ご

い世帯を中心として、まさに全階層的落層化、貧困化

ろまで所得金額100万～ 500万円の世帯割合が上昇し、

が生じているのである。 貧困と格差の拡大といった場

1000万円以上の世帯割合が低下してきたが、 以後は

合、中堅所得層が減少し、貧困層と富裕層に分解して

逆に所得金額100万～ 500万円の世帯の割合が低下し、

いくこと、 従って一定の富裕層が形成されることをイ

1000万円以上の世帯の割合が上昇しており、世帯人員

メージしがちであるが、現状は「富裕層」が「層」とし

４人世帯と同様、所得向上傾向にある。

て形成されず、むしろ「富裕層」に属していた人たちの

世帯人員６人以上の世帯についても図７のように同

一部が「富裕な人」として点的に取り残され、他は「富

様の傾向にあり、所得金額100万～ 300万円世帯と300

裕層」から脱落する形で全体的な所得低下が生じてい

万～ 500万円世帯の割合は2008年ごろまで上昇傾向

ると言った方が正しい。 前掲した図はこうした事実を

にあり、両所得金額階級の合計は2008年には22.7 ％

端的に物語っている

となっていたが、以後は両所得金額階級の割合とも停
滞ないし低下傾向にあり、2014年の両所得金額階級
の合計割合は15.9 ％となっている。これに対して所得
金額1000万円以上世帯の割合は2007年までは低下傾
向にあったが以後は上昇傾向となっている。

注２）

４

。

．高齢者世帯における所得の動向

次に、 高齢者世帯の所得動向を検討する。 前述し
たように、 小規模世帯における貧困化が進行している
が、高齢者世帯には小規模世帯も多い。にもかかわら
ず、高齢者は、子育て負担から解放され、現在崩壊し
つつある終身雇用・年功賃金体系が生きているうちに
定年退職し、 退職金と年金に恵まれているという側面
注２）大竹文雄・ 小原美紀は、「80年代、90年代を通じた所得格
差の長期的な拡大の原因は、人口高齢化である」と、大竹がこれま
で唱えてきた説を維持しながらも、「2000年代に入ってからは、
若年層を中心に所得格差が拡大し始めた」として若年層における格
差拡大にも言及している。同時に、
「日本の所得格差拡大の原因は、
所得上位層の所得上昇というよりも、所得下位層の所得低下であっ
た」と述べている（大竹文雄・小原美紀「8

所得格差」、内閣府経

済社会総合研究所企画・監修『バブル／デフレ期の日本経済と経済
政策』第6巻、樋口美雄編集『労働市場と所得分配』、慶應義塾大学
出版会、2010年、283 ～ 284ページ）
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を持つことは確かであり、従って、高付加価値商品の

就職である。 このころはちょうど、 現在の厚生年金制

需要者として期待されている面もある。 他方で、 年齢

度の成立時期にあたる。1941年には男子工場労働者

階層内の所得格差を見るならば「若年層よりも高齢層

を対象とする労働者年金保険法が制定され、1942年

の間での年齢内所得格差は大きい」ことが指摘されて

６月１日に施行されている。 さらに、1944年には労働

いる注３）。高齢者世帯は豊かなのか、貧困なのか、高

者年金保険法が厚生年金保険法に改められ、 適用範

付加価値農産物の需要者として期待してよいのだろう

囲も女子や事務職にまで拡大された。つまり、1943年

か。

ごろに就職した者は、学卒就職時から厚生年金に加入

高齢者世帯内部における所得格差は2000年ごろま
ではむしろ縮小傾向をたどってきた。国民生活基礎調

することができた初めての世代である。
図８における1985年から1998年にかけての所得金

査により高齢者世帯（65歳以上の者のみで構成するか、

額300万円以上世帯の構成比の上昇は、 厚生年金受

またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯）の

給者のうち、より若い時点で厚生年金に加入した者の

所得分布の推移を見ると、図８のように、 所得金額

割合、すなわち加入期間のより長い者の割合が増えて

300万円未満の世帯の割合は1998年まで低下しており、

いく過程を示すものである。そして雇用労働者が新規

以後は60 ～ 63％程度で安定している。対して所得金

学卒時点で厚生年金に加入することができた世代が65

額300万～ 500万円の世帯の割合は1998年に27.0％に

歳を迎えた1998年以降、 近年まで高齢者の所得格差

達するまで急上昇し、以後は25 ～ 28％程度の間で安

の状況はほぼ安定した推移を示してきたといえる。

定的に推移している。 所得金額500万～ 1000万円の

このように、 かつて高齢者世帯といえば所得金額

世帯の割合も1998年まで漸増して11.0％に達し、以後

300万円未満の世帯が多くを占めていたものが、1990

は漸減傾向にある。 所得金額1000万円以上の世帯の

年代末までに急速に所得の上昇が進み、所得金額300

割合も1999年までなだらかに上昇し、 同年に3.6 ％に

万円以上の世帯が一定量形成された。 このことが、

達した後、なだらかに低下する。

けんいん

「高齢者の消費」を牽引してきたといえる。

1998年に65歳以上の者といえば1933年以前に生ま

この、
「高齢者の消費」にグリーン・ツーリズムや国

れた者である。15歳で就職したとすれば1948年以前

産・高品質で比較的価格の高い食材が含まれているこ

の就職である。 ただし、 世帯を構成する夫婦の両方

とは想像に難くない。

が65歳以上でなければ高齢者世帯に該当しないので、

もっとも、こうした比較的消費意欲の旺盛な高齢者

男性の方が高齢である夫婦が多数であることを考える

世帯の増加をもって、 いわゆる「豊かな高齢者」像で

と、 世帯主である男性はより高齢だろう。 例えば女性

高齢者一般を捉えることは、図８から見ても正しくない。

より５歳年上と考えれば、男性世帯主は1943年以前の

いまだに高齢者世帯の６割は所得金額300万円未満で
ある。さらに、この所得金額300万円未満の世帯の内
訳の動向を見ると、図９のように、所得金額100万円未
満世帯および100万～ 200万円世帯の割合は、 共に
1998 ～ 99年ごろまで低下してきたとはいえ、 それ以
後は低下傾向にはなく、2014年においても40％程度の
世帯が所得金額200万円未満の世帯なのである。 高
齢者夫婦２人世帯とすれば国民健康保険料が年間20
万～ 30万円掛かるだろうから、月当たり14万～ 15万円
以下で生活しなければならない。良質な食品やグリー
注３）同注２、272ページ
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ど＞のこと）のうち、高齢者夫婦世帯（夫65歳以上、
妻60歳以上の夫婦 ）における持ち家率を収入階級別
に見ると、図10のとおり、収入300万円未満の世帯で
は、 持ち家率が他の収入階級に比べて極端に低い。
一般的には現役時代に持ち家を順次購入していくため、
年齢が高くなるに従って持ち家率は上昇するので、 年
金受給年齢となって現役時代よりも所得が減少する高
齢者世帯の持ち家率は高いはずだが、 高齢者夫婦世
帯のなかでも年収300万円未満の低所得世帯はこうし
た流れから置き去りにされているのである。 なかでも
年収200万円未満の高齢者世帯の持ち家率は年々低
ン・ツーリズムに支出を割く余裕はほとんどないだろう。

下してきている。 こうした世帯においては、 年収が低

このように、全世帯で見た場合の所得格差の拡大の

い上に、被保護世帯でなければ月々の家賃負担が生じ

大きな要因となってきたとされている高齢者世帯の増

ることから、 その生活は極めて厳しいと考えられる。

加について、その高齢者世帯の内部においては、1990

国民生活基礎調査の所得面から見れば、 高齢者世帯

年代末ごろまでは低所得世帯が減少し、中堅所得世

内部における格差は1990年代後半以降固定化された

帯が増加するという、格差の縮小、全体的な所得の底

だけに見えたが、持ち家というストックの面も含めてみ

上げが実現されてきたが、90年代末以降はこうした動

ると、 最底辺の所得階級の生活が困窮化し、 格差が

きが頭打ちになり、格差が固定化される傾向にある。

拡大しつつあるといえる。

また、
「平成25年住宅・土地統計調査 」
（総務省）

以上のように、本号では所得の低下傾向を検討して

によって、主世帯（１住宅に１世帯が住んでいる場合は

きたが、 次号では現役世代の所得を検討したのち、

その世帯、１住宅に２世帯以上住んでいる場合には、

これら所得がどのように支出されているかの検討を行

そのうちの主な世帯＜家の持ち主や借り主の世帯な

う予定である。
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報 告

平成28年度 ＪＡ組織基盤強化フォーラム
～多様化する正・准組合員といかに向き合うか～
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

くろ

ぎ

ひで

と

黒木 秀人

ＪＣ総研とＪＡ全中は「平成28年度 ＪＡ組織基盤

課題である。組合員の意識と行動を顕在化してター

強化フォーラム～多様化する正・准組合員といかに

ゲットの選択と集中に取り組み、活動と事業をつな

向き合うか～」を９月20日（東日本会場・新横浜プリ

げる必要性がある。地域に根差した協同組合である

ンスホテル）、９月29日（西日本会場・神戸ポートピ

ＪＡを再構築するだけでなく、
『おらがＪＡ』を復活さ

アホテル）に開催した。本フォーラムは、第27回Ｊ

せていきたい。ぜひ一緒に、この５年間を乗り切っ

Ａ全国大会において決議した「正・准組合員のメン

ていきたい。共に頑張りましょう」と提起した。

バーシップ強化」を通じた「『食と農を基軸として地
域に根ざした協同組合員』の確立」に向けて、多様
化する正・准組合員に対応した組織基盤強化の取り

２

引き続き、
「ＪＡの体系的な組合員政策に
関する研究会」座長の滋賀県立大 学環境科

組みのうち「組合員アンケート」に焦点を当て、モデ

学部増田佳昭教授が、 研究会報告として組織基盤

ル実施ＪＡの実例や全国の状況を踏まえて相互研究

強化に取り組むＪＡへ提言・

するものであり、 両会場合わせ500人以上のＪＡ関

問題提起した。

係者にご参加いただいた。

◎滋賀県立大学 増田教授
（組 織 基 盤 強化に取り組む

1

冒頭、ＪＡ全中の加
賀尚彦 常 務 理事が、

ＪＡへの提言、問題提起）
ＪＡは、農協法改正などに

「われわれが自己改革をやっ

よる制度の危機と、多様化する組合員を十分に把握

ていくなかで、アクティブメン

できていない組織の危機という２つの危機に直面し

バ ーシップの強化が喫緊の

ている。 また、 農協改革と、 ＪＡ自らが組合員と地

東日本会場
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域のためにしっかり取り組むべき改革であるＪＡ改革

展している。 こういう状況のなかでＪＡは担い手経

とを区別する必要がある。 この2点を問題提起させ

営体の人たちにどうアプロー チしていけばよいか。

ていただく。組織の危機のなかで弱くなった組合員

アンケートで担い手経営体がＪＡに期待する活動に

との関係を再構築して、ＪＡとしての組織の強みを取

ついて尋ねたところ、 両ＪＡ共に、 最も期待する活

り戻そうというのが、アクティブメンバーシップの本

動は、農業所得の向上や起業のためのビジネス講座

当の狙いだ。 組合員や地域にとって必要とされる組

や、有志が集まって技術開発を行うための資金援助

織として存続していくためには、組織基盤を強化し、

であった。彼らのアクティブメンバーシップを高める

はっきりとした改革を今進めなければならない。 改

ポイントは、 学びの場づくりとか研究活動の促進で

革を進めるためには、徹底して組合員目線にこだわ

あり、これは、ＪＡでは営農指導の領域になる。つ

ること、対話できる組合員を「育てる」こと、 目に見

まり、今般ＪＡグループが打ち出したアクティブメン

える改革を重視すること、 改革経過と実績を組合

バーシップの強化は、 決して企画やくらしの部門だ

員・地域社会に発信すること、改革の推進体制を作

けで対応できるものではなく、 営農部門も含めオー

ること、 が重要である。 このなかで今回提言する

ルＪＡで取り組んでいかなければならないことを示唆

正・准組合員へのアンケートは大事なツールだ。組

している。

合員の意見を聞かない改革は改革にならない。ぜひ
今回議論を深めて、活用いただければと思う。

今回のアンケートで、 ＪＡの組合員の意識、 親し
みのようなものを介して活動と事業はつながっている
のだということに、 可能性を感じた。
「ＪＡに親しみ

３ 「アクティブメンバーシップ強化のポイント

を感じるか」という問いについて肯定的な回答をして

は何か —— 組合員アンケートに見る事例２ＪＡの特

むね高くなっているが、近年のＪＡの活動はいささか

徴 ——」を報告した。

不特定多数型の活動、単発のイベントに偏っている

◎ＪＣ総研 西井主任研究員

のではないか。それでは組合員の意識を高い次元に

次に、 ＪＣ総研の西井賢悟主任研究員が

いる人ほど、貯金も共済も利用度合いの点数はおお

引き上げていくのに限界があるのではないかと思う。

准組合員の実家について、
ＪＡひまわりでは、 実家は農

不特定多数型活動への参加者よりも、 特定少数型

家だと答えた人が20％、実家

活動への参加者の方が、
「ＪＡに親しみを感じる」点

は元農家だと答えた人が16％。

数がより高いことも確認できた。

ＪＡグリーン近江では、それぞれ21％、29％となった。
両ＪＡ共に、農家にルーツを持つ准組合員が多い。
また、今現在、家庭菜園などで実際に農業に関わっ

４

次に「アクティブメンバーシップの確立に向
けた組合員総合施策の展開について」のテー

ていると回答した准組合員は、ＪＡひまわりで38％、

マでパネルディスカッションが行われた。

ＪＡグリーン近江で59％と、かなりいることが明らか

＜パネルディスカッション＞

になった。 ぜひ、 皆さんのＪＡでも、 准組合員の農

コーディネーター：滋賀県立大学 環境科学部 増田

業との関わりを確認していただきたい。 准組合員が

佳昭教授

農業との関わりを持っているならば、ＪＡにとって格

パネリスト：愛知県ＪＡひまわり 今泉秀哉専務理事、

好のチャンスであろう。

滋賀県ＪＡグリーン近江 大林茂松常務理事、広島

その一方で、 担い手経営体と中核的担い手を比

大学大学院 生物圏科学研究科 小林元助教（東日

べたときに、 どちらのＪＡにおいても担い手経営体

本会場 ）、 福島大学 経済経営学類 小山良太教授

の方がＪＡの利用度合いが低い。残念ながら、地域

（西日本会場 ）、ＪＡ全中 組合員・くらしの対策推

のなかで一番規模の大きい層においてＪＡ離れが進

進部 西野司部長、ＪＣ総研 西井賢悟主任研究員
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を与え、 そこそこの参画状況になっているかと思う。
また現在、 毎月１回、 女性部の組織選出理事と女
性部役員との意見交換会を開催しており、常勤役員
も参加し、いろいろな意見交換をしている。
◎ＪＡグリーン近江 大林常務（
「ＪＡグリーン近江
の組織基盤強化の取り組み」
）
当ＪＡでは2014年12月から

西日本会場

2015年２月にかけ、自己改革

◎ＪＡひまわり 今泉専務（「ＪＡひまわりの概況と

の組織討議を延べ33会場で

組織基盤強化の取り組み」）

実施し、その中身を組合員の

ＪＡ設 立当初から地域 協
同組合路線を敷いており、地

①営農・経済面をもっと強化

域住民すべてを組合加入対

してほしい。 ②暮らしに役立つ情報をもっと提供し

象と捉え、産直事業を住民と

てほしい。 ③ＪＡグリーン近江独自の自発的な取り

の懸け橋・ＪＡの入り口・ 接

組みをもっとしてほしい。④組合員との関係をもっと

点として位置付け、 力を注いできた。 組合員加入申

強化してほしい。 ⑤地域とのつながりをもっと大事

込書に「組合員として地域農業の振興を応援し、 組

にしてほしい。これらの声にどのように応えていくの

合事業を利用します」という文言を入れ、 加入をお

かが、ＪＡグリーン近江自己改革の基本であると考

願いする際に職員に意識して説明してもらっている。

えている。アクティブメンバーシップの確立に向けて

総合ポイント制度（当ＪＡでは「わい！ わい！ ポイ

は特に、 ④と⑤を重要視し、 ＪＡとして応えていか

ント制度 」）は、 まさにＪＡが取り組むさまざまな活

なければならないし、 そのためには組合員のＪＡへ

動に参加を促し、複数事業利用へ誘導することを狙

の参画が重要なものであると考えている。

い運用している。当ＪＡの会員数は、今年８月現在、

「協同組合塾」は、組合員を対象に、協同組合運

８万6000人。 管内の成人人口のカバー率は50％を

動を再認識していただき、地域のリーダー的な人材

超えているかと思う。地元の農産物を買ってもらった

の育成を図ることを目的に開講している。また、
「協

ときにはポイントを２倍に優遇することで地元産品の

同組合学校」は、中堅職員を対象とし、ＪＡで働く

購入を誘導している。農業まつりの来場者や、女性

意義や協同組合運動を学習し、 経営理念を具現化

部の「わい！ わい！ 活動」に年間60％以上参加した

できる職員育成を目的に開講している。
「グリ ー ン

女性部員にもポイントを付けている。 ポイント制度

ウェイ」は、役職員が執るべき行動や考え方を表し

の活用は、 企画部署を中心に、 事業横断的にさま

たもので、最終的には経営理念を実現するためのＪ

ざまな部署のスタッフが関わっており、 これからも

Ａ活動の基礎となる。

複数事業利用の可能性を追求していきたい。

18

声として次の５つにまとめた。

「支店ふれあい委員会」は、2004年度に支店再編

女性部については、 役員を敬遠されてしまうこと

を実施した際に支店運営委員会を設置したことが始

や若い層が入ってこないことなどで、 一時は減少を

まり。 しかし、 そこで出てくるのは不満あるいは要

余儀なくされた。しかし、拘束性の少ない緩やかな

望ばかりで、長続きしなかった。そのため2010年度

連合体という位置付けで目的別活動の「 わい！ わ

から、 支店ふれあい委員会に変更し、 支店に人が

い！ 活動」を導入した結果、1000人以上の新しい仲

集う仕組みづくりとして、ＪＡが事務局になって、組

間が増えた。当ＪＡでは、
「わい！ わい！ 活動」
、産

合員自らが、自分たちはどんなことができるだろうか

直活動、ポイント制度、などが女性部員によい影響

という方向で進めることにした。 この委員会は、 支
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店管内の組合員が主体的に運営し、さまざまなふれ

体で行動してもらっていることが特徴ではないかと

あい活動を企画し、実施している。

思う。また、年１回、各支店のふれあい委員全員が

◎広島大学 小林助教（組合員の存在実態の捉え方）

集まる集いにＪＡの支店の職員が参加し、 一緒に勉
強させていただいている。

組合員という存在実 態の
捉え方について、われわれは

◎ＪＡひまわり 今泉専務（接点のための生活事業

組合員の顔をどんな人だろう

拠点）

とちゃんと見ずに、正、准、

地域のいろいろな方々と接点をつくっていくには、

地域住民というところだけで

店舗事業や直売所、介護事業、ガソリンスタンド、

分けてしまっているのではな

いわゆる生活にまつわる事業分野が結構大事かなと

いか。実はいろいろな関わり方もあるし、それに応

思っている。 経営的にはなかなかしんどいことがあ

じていろいろな接点がある。多様化している組合員

るが、 生活事業をどんなふうにこれから維持してい

がどんな人なのかをまず捉えることと、そうした人た

くのか、 この辺りがある程度経営的にないと、 メン

ちと最初の接点や、 もう少しＪＡのことを知ってもら

バーシップを高めていくのは難しい。営農だけでは、

うという接点をどうやってつくっていくかが重要と考

正組合員、 農家向けということになるので、 その辺

える。 今のＪＡひまわりで行われている「わい！ わ

りがキーポイントではないか。

い！ 活動」や「わい！ わい！ ポイント」は、ＪＡとの

◎ＪＡグリーン近江 大林常務（生活事業拠点の重

接点のハードルを下げ、みんなが参加しやすい仕組

要性）

みではないかと思うし、ＪＡグリーン近江であれば

生活事業の拠点は経済事業改革に伴いどんどん

支店協同活動という形で、支店にみんなが集まりや

撤退してきた。 このため、 ５年ほど前から計画を見

すいと思う。

直し、組合員の皆さんの要望のあるものは予算の範

◎ＪＣ総研 西井主任研究員（支店協同活動につい

囲内で着手していこうと、例えば直売所や高齢者の

て）

福祉施設など拠点になるものに、組合員の皆さんの

支店協同活動のことだけに限れば、心配している
こともある。職員はかなり業務過多のなかでこの活

話を聞きながら取り組んできた。
◎ＪＡ全中 西野部長（総合ポイント制度）

動に関わってきていることから、マンネリ化する、あ

総合ポイント制度は、全中

るいは息切れをするのではないかと。この取り組み

の開発したシステム、 および

を真にＪＡなり地域に定着させていくためには、職員

県独自のシステムで運用して

主体の活動から、組合員が企画や計画・準備の段階

いるＪＡを合わせると、 全国

から主体的に参加するような活動に切り替えていくよ

的には約120のＪＡで導入し

うなことを意識していただければと思う。

ている。このたび、全中では、

◎ＪＡグリーン近江 大林常務（支店での取り組み

携帯パソコンとカードリーダーにより、組合員個人ご

について）

とに直売所の利用や小規模の活動参加の実績にも

「支店ふれあい委員会 」については、 ＪＡが組合

ポイントを付与し、実績把握できるシステムを開発し

員の皆さんの意見を聞くというスタンスではなく、Ｊ

た。 事業推進のためのアタックリストなど、 組織基

Ａが事務局になって自分たちは組合員の皆さんにど

盤強化に向けてさまざまな取り組みに役立てること

んなことができるかという方向で進めることにした。

ができる。ぜひご活用をご検討いただきたい。

各職員がふれあい委員会のなかで職員と組合員とが

◎福島大学 小山教授（総合ポイントカードについて）

一緒に企画をして、準備も一緒にする、実施も一緒

ＪＡひまわりでは、ポイントカードに入っている地

にする。そういうことで、あくまで組合員の皆さん主

域の３割の方々は、Ｔポイントカード（カルチュア・コ
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ンビニエンス・ クラブが展開

大きなプラスのポイントだと思う。10年後に振り返っ

するポイントサービス）と同じ

てみて、あのとき一生懸命やっておいてよかったなと

ような感じで使いやすくなっ

なるのが、 組合員に対するつながり強化の働き掛け

ていると思う。総合ポイント・

だろう。

ＪＡカ ードは、Ｔポイントや

今日は組織強化、メンバーシップをキーワードに

Pontaカード（ローソン）のよ

議論してきた。 これを目に見える形で実現していく、

うに、 業種をまたいだような形で、 地方版で使える

改革の精度を上げていくということが、大事になって

とすごくいい。そこの仕掛けをつくれないだろうか。

くる。２つのＪＡのご報告は、先進的な取り組みとし

例えば別会社や、 全国連、 県で、 あるいは地域間

て、モデルを示してくれていると思う。アンケート調

で、 そういう仕組みをもう一段考えないとなかなか

査についても紹介したが、まずは、組合員がどんな

広がるのは難しい。ＪＡごとに総合ポイントを考える

状態にあって、 ＪＡに何を期待しているのか、 それ

と、できるＪＡとできないＪＡとがはっきりしてしまう

をしっかり把握する。それと同時に、組合員の意見

のではないか。

をしっかり聴く。そういうところから改革に着手して

◎ＪＡひまわり 今泉専務（まとめ）

いく必要があるだろう。

農業所得の増大が最大の課題だが、 そのことだ

農協改革とＪＡ改革、２つのことをやるのは大変だ

けを追求するのではなく、 今日のテーマにあるよう

が、今まさにその改革に取り組まなければいけない。

な組合員組織強化、アクティブメンバーをどんどんレ

そういう問題意識を持っていただければ、今日の

ベルアップして、それを進めることによって地域の農

フォーラムの成果があったのではないか。皆さん方も

業を持続していきたいと思う。このアンケートも含め

ＪＡでぜひ改革にしっかりと取り組まれることを期待

て、 弱点あるいは可能性をしっかり把握して、 自信

申し上げたい。

を持って進めていきたい。そんな思いを強くした。
◎ＪＡグリーン近江 大林常務（まとめ）
われわれＪＡグリーン近江としては、組合員と話し
合いをして５つの声をいただいた。この声をちょっと
でも実現に近づけていくことに尽力したいと思うし、

20

５

最後にＪＣ総研代表理事理事長冨士重夫が
閉会の挨拶を行った。

◎冨士理事長（閉会挨拶）
農協改革の最終的な狙い

このことによって組合員との関係をますます強化して

はＪＡの総合事業の解体、Ｊ

いき、ＪＡが組合員、地域にとって必要な組織であ

Ａの経済事業中心の専門農

ると言ってもらえるように頑張りたい。

協化、 連合会の株式会社へ

◎滋賀県立大学 増田教授（まとめ）

の転換だと思う。だからこそ、協同組合であること、

准組合員対策において、５年後に向けて何をすれ

総合事業であることを、多様な正・准組合員の関係

ばいいのか、 何年やったからといって評価してもら

を強化して、 農業だけでなく地域の暮らしを守るこ

えないのではないか、 といった声を聞く。 各ＪＡが

とも一体としてやっていくことがＪＡなのだということ

一生懸命工夫をし、取り組んでいるが、農協改革と

を、目に見えるように事業を展開していくことが重要

いう上からの改革の流れのなかでは、なかなか評価

だ。総合事業や地域に根ざした協同組合であること

を得にくいのではないかと思う。

を制度的に担保するには、 そうしたＪＡの姿、 確固

ただ、 ＪＡ改革、 ＪＡの自己改革という点から見

とした実態を先につくり上げていく必要がある。 本

れば、正・准組合員とのつながりを強め、活動に参

日は、 そのために必要なこと、 重要なポイントや示

加してもらい、事業を利用してもらい、場合によって

唆を皆さんに得ていただけたのであれば、主催者と

は准組合員に運営にも参加してもらうといったことは、

して幸いに思う。
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「農業の６次産業化」とＪＡにおける
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

企業者と農林漁業者の有機的連携により、それぞれの

．はじめに

経営資源を有効に活用した、新商品の開発、新サービ

「農業の６次産業化」
（以下、６次化）の狙いは、農
業生産（１次産業）、食品加工（２次産業）、販売・情

スの提供もしくは生産・需要の開拓などの促進が図ら
れている（表１）
。

報（３次産業）の各部門をつなげることにより、農業の
可能性を広げることにある。 これらの産業が融合して
付加価値を増すことにより、 基本である農業部門の所
得が増加し、 地域経済が活性化することが期待され
る。 ６次化に関連する事業は、
「加工」
「直売 」の他
「観光」や「サービス」など多方面にわたり、事業形態
にはさまざまな組み合わせが見られる。
本稿では、まず、国の支援策や農林業センサスにお
ける６次化の状況を概観し、次に、当総研の現地調査
による取り組み事例などから、ＪＡの６次化においてよ
く見られるパターンについて、それぞれの形態の特徴
やＪＡの役割、取り組み課題などについて考察した。

２

．６次化への支援と取り組みの状況

まず、６次化支援にかかる国の中心的施策である、
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の
促進に関する法律」
（以下、農商工等連携促進法）と、
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創
出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
（以下、六次産業化法）における状況を見てみよう。
（１）６次化の支援施策
農商工等連携促進法は、2008（平成20）年７月21

六次産業化法（六次産業化・地産地消法とも略され

日に施行され、同年８月20日に連携事業計画および連

る）は、2011（平成23）年３月１日に施行された。 農

携支援事業計画の認定基準などが定められた。 中小

林漁業経営の改善に向けて、 農林漁業者などが農林
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水産物などの生産およびその加工または販売を一体的

事業計画 ）の累計認可件数は2174件（2016年10月11

に行う事業活動を支援しており、
「総合化事業計画」お

日現在）となっている。

よび「研究開発・成果利用事業計画」の認定を受けた
者に対して各種支援措置が講じられる。

農商工連携計画の内訳を見ると、最も多いのが「新
規用途開拓による地域農林水産物の需要拡大、 ブラ

要件の違いなどはあるが、 地域資源を活用した地

ンド向上」の319件（全体の46％）で、 以下、
「新たな

域経済の活性化など、意図するところは共通しており、

作目や品種の特徴を活かした需要拡大 」161件（同

農商工等連携促進法は六次産業化法の先行施策と位

23％）
、
「規格外や低未利用品の有効活用」113件（同

置付けられる。なお、６次化に関連する施策としては、

16 ％）などとなっている。 高齢化・少子化による国内

この他にも「中小企業地域資源活用促進法」
（2007年6

消費市場の縮小を反映して需要拡大に向けた取り組み

月施行）や、地方自治体における６次産業活性化推進

が多い（図１）
。

事業などが挙げられる。

総合化事業計画の内訳を見ると、
「加工」
「直売 」
「レストラン」といった計画の他、 これらをつないだ、

（２）６次化における事業計画の状況
６次化の取り組み状況を事業計画で見てみると、農
商工等連携促進法における事業計画（以下、農商工連
携計画 ）の累計認可件数は695件（2016年７月６日現
在）、六次産業化法の総合化事業計画（以下、総合化

「加工・ 直売 」
「加工・ 直売・レストラン」
「加工・ 直
売・輸出」など、バリエーションが多い。全体に占める
割合が最も高いのが「加工・直売」の68.6％で、以下、
「加工」19.9％、
「加工・直売・レストラン」6.6％、
「直
売」2.5％、などとなっている。
（３）農林業センサスにおける６次化の状況
2015年農林業センサス（以下、センサス）によると、
農業生産関連事業（以下、 ６次化事業）として、 農産
物の直接販売の他、農産物の加工、貸農園や体験農
園等、観光農園、農家民宿、農家レストラン、海外へ
の輸出、などが挙げられている。
６次化事業を行う農業経営体数は25万１千経営体
で、内訳は、家族経営体（販売農家）が24万２千経営
体（全体の96％）
、組織経営体が９千経営体（同４％）
となっている。
事業内容を見ると、家族経営体の95％（22万９千経
営体）
、組織経営体の81％（７千５百経営体）が、それ
ぞれ「直接販売」に取り組んでいる。この他、
「農産物
の加工」は、家族経営体の約９％、組織経営体の約
38％が取り組んでおり、
「観光農園」は家族経営体が
約２％、組織経営体は約８％などとなっている（図２）。
家族経営体に比べて組織経営体は、
「直接販売」の
割合が低く、その他の事業の割合が高い。また、
「農
産物の加工」の割合が増加しており、組織経営体では
多角化が進んでいることがうかがえる。
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ング調査を踏まえて、ＪＡにおける６次化への取り組み
パターンについて概観する。
（１）ＪＡにおける事業としての取り組み
ＪＡにおける取り組みパターンを見ると、 加工事業
（２次）への取り組みは設備投資などのリスクが大きい
ことから、 自らの事業として主体的に取り組む「多角
化型」と、行政や地域の仲介により農商工連携に取り
組む「事業連携型」
（後述）に分けられる（表２）。
ⒶＪＡの場合、自ら梅干しの加工部門を設けており、一
番古い設備は1984年にさかのぼる。 梅の加工は単
に販売するためだけでなく、豊作時の出荷調整とい
う役割機能も担っている。また、ＪＡ内の販売部署
では全国に営業活動を行っており、生産―加工―販
売の３部門が連携して取り組んでいる。
ⒷＪＡでは、最重点振興作物に指定された穀物につい
て、自ら子会社を設立して、栽培指導や作業受託の
他、 清涼飲料向けの加工を行い、 また地域ネット
ワークを形成して販売数量を伸ばしている。

（４）６次化にかかるＪＡの取り組み
６次化の施策におけるＪＡの取り組み状況を見てみる
と、 農商工連携計画で54ＪＡ、 総合化事業計画では
63ＪＡが、 それぞれ事業計画を認定されている（2015
年７月現在の累計）。
この他、ＪＡ全中の調査によれば、
「６次産業化およ
び農商工連携の取組み状況 」について、実施している
と回答したＪＡは176ＪＡ（全ＪＡの27％）、今後実施する
注１）

と回答したＪＡは130ＪＡ（同20％）となっている

。

（２）行政（地域）の仲介による取り組み
事業連携型では、行政の仲介による農商工連携や、
県域ブランド力を活かした宣伝など、 地域における６

３

．ＪＡにおける６次化への取り組みパターン

以下では、当総研で2015年度に実施した現地ヒアリ

次化の取り組みが背景に見られる。
注１）ＪＡ全中「全ＪＡ調査」
（2016年度）
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ⒸＪＡの場合、行政の紹介により、地元ブランド果実の
活用拡大に向けて地元菓子メーカーとの農商工連携
が実現した。 さらに、 女性部が中心になってＪＡ内
で化粧品を商品化するなど、ＪＡ独自の事業へ展開
している。

えを背景に集客力が高い直売所を核にして、地域ブラ
ンドと連携した商品開発にも取り組んでいる。

４

．ＪＡにおける６次化の役割

ⒹＪＡの場合、市農業委員会の呼び掛けで、商工会議

ＪＡにおける６次化への取り組みは、生産と販売のマッ

所などとＪＡの包括的な農商工連携協定が結ばれ、

チングがポイントになっており、転作作物や規格外品の

地場企業と連携して地元野菜を活用した清涼飲料

活用（需要拡大）
、 付加価値化による買い取り価格の引

が商品化された。ＪＡでは専担部署を設け、市や商

き上げ、契約栽培の拡大による販売数量の確保などによ

工会議所とタイアップして全国展開を図り、地域をア

り、生産者の所得向上が図られている。

ピールした広報宣伝や商品ラインアップなどを進め

以下では、１次～３次それぞれのステージにおけるＪＡ
の役割、機能について取りまとめた（図３）
。

ている。
ⒺＪＡの場合は、 地元食品企業における地域ブランド
しょうゆの製造に向けた要望を受けて、地元卸会社
が仲介調整し、市と地元農業改良普及センターが加
わり、ＪＡが協力して完熟小麦などの地元原料の生
産が復活した。
（３）直売所を核とした６次化
６次化事業のなかでも「直接販売 」は取り組み割合
が最も高いが、ＪＡにおける取り組みを見ても、直売所
（ファーマーズマーケット）を設置しているＪＡは562ＪＡ
で、ＪＡ全体の85％を占めている注２）。
今般の調査では、直売所を核にした取り組みとして、
以下の４ＪＡが挙げられるが、 いずれも直売所を核に
した「多角化」のなかで加工にも取り組んでいる。
ⒺＪＡ（上記）は、地域における農商工連携の他に、
直売所のネットワーク化などを進めており、さらに直
売所の加工設備を使って地場農産物の加工にも取り
組んでいる。
ⒻＪＡは、ラーメン用「県域ブランド」小麦を栽培して
地域資源生産の一翼（１次 ）を担っているが、 この
小麦を使って自らもラーメンを商品化し、運営する大
型直売所において「地域ブランド」商品として販売し
ている。
ⒼＪＡでは、米の単作栽培からの脱却を目指し、地元
農産物の栽培拡大と併せて、加工品として清涼飲料
などを商品化して直売所を中心に販売している。
ⒽＪＡでは、果実産地としての豊富な集荷能力と品ぞろ
24
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（１）生産（１次）における役割

あるが、 直売所はその販売チャネルの１つになる。 な

加工向けの生産では、 一定水準の品質と原料の安

お、直売所をはじめとする６次化事業では、女性部を

定供給が求められることから、 ＪＡの取り組みとして

はじめ女性の参画が重要かつ必要であり、生産者を含

は、 原料生産の確保に向けた生産者の協力や生産数

めた地域の人々の活動拠点にもなっている。

量の取りまとめなどの他、品質確保に向けた技術指導
とそのための普及センターとの連携などが挙げられる。
は ざかい き

直売所向け生産では、 端境期の市場出荷用の栽培
あっせん

指導や苗の斡 旋配布、 生産調整や売れ筋栽培品目の
提案、などが挙げられる。

５

．今後の取り組み課題

（１）販売チャネルの方向性
６次化では、
「新商品の開発」に加えて、
「新たな販
売方式」がポイントになってくる。ＪＡの販売チャネル

（２）加工（２次）における役割
加工にかかるＪＡの役割としては、 商品開発から設
備投資、販売ルートの開拓、などが挙げられる。
新商品の開発については、 市場環境の変化のなか

は、消費者に商品を送り届ける「市場供給型」と、消
費者を招き入れる「地産地消型」に分けられる注３）が、
どちらの方向に向かうかによって、 商品開発や販売戦
略の取り組みも変わってこよう。

で既存の取り組みだけでは限界があり、 農商工連携

市場供給型では、販売チャネルの活用と多様化、販

の他、 産学連携など、 地域資源の活用によるネット

売ネットワークの構築のなかで、商品を販売ルートにい

ワークづくりが必要になっている。

かに載せるかが課題である。 消費者（市場 ）のオ ー

加工設備については、投資リスクを伴うため、一部

ダーに応えるための生産基盤が必要であり、市場への

先進的に取り組んでいるＪＡを除けば、身の丈に合った

マ ー ケティング戦略、 設計された商品サ ービスの生

投資や既存設備の活用、６次化支援の利用、といった

産・供給が求められよう。

対応により負担を抑えている。

地産地消型では、直売所のように、地域ネットワー

今般の調査では、まず農商工連携により商品化を試

クを活かした商品販売が行われており、来店客に地元

みた後、新規需要の開発や販売先の開拓などを踏まえ

の地域性（特色）をいかにアピールするかが課題にな

て、新たな商品開発を進めるといった多角化への進展

る。 訪れる顧客のニーズを収集し、 地域資源に顧客

も見られた。

価値を付与した商品サービスを設計することによって、
少量多品目でも、消費者が期待する品質での品ぞろえ

（３）販売（３次）における役割

をすべきであろう。

食品業界を取り巻く環境は変化しており、従来のパ
ターンの他、新たなタイプのサプライチェーンが形成さ

（２）地域の６次化

れている。 ＪＡの役割としては、需要の多様化に即し

「販売チャネルの方向性」を産業・ビジネスにかかる

た販売方法やルートの開拓など、販売チャネルを拡大

取り組み課題とすれば、
「地域の６次化 」は地域・コ

することでより有利な取引を実現することが求められる。

ミュニティーにかかる取り組み課題ということができよ

センサスに見られるように、農業者における「直接販

う（図４）
。

売」への取り組み割合は高く、直売所の設立はこうした
受け皿としての役割が大きい。 この他、直売所は単に
販売店舗であるだけでなく、主役である青果物の販売
を補完する、加工品開発をはじめ、加工調理、レスト
ランなどの６次化事業を展開することができる場であ
る。加工への取り組みでは販売ルートの開拓が課題で

注３）小林茂典「六次産業化のタ イ プ分け」
、 髙橋信正著『
「農 」の
付加価値を高める 六次産業化の実践 』筑摩書房、2013年、12
〜 16ページ。小林茂典「農林水産政策研究所成果報告

６次産業

化のさらなる推進に向けて−『連結の経済性』とプラットフォーム
−」
、農水省主催
「第２回６次産業化サミット」
（2016年2月26日）
資料など
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ている。
今般の調査でも、ⒷＪＡの場合、
６次化への新たな取り組みにおい
て、出資法人が司令塔として、地
域の農業振興から加工まで主導
的な役割を果たしている注５）。
ⒸＪＡの場合は、都市近郊型Ｊ
Ａであることから、 出資法人にお
いては、 作業受託事業や栽培事
業に加えて食育研修事業が柱の１
つになっており、
「体験農園 」や
「ふれあい農園」
「農業塾」
「ＪＡ
農業体験 」などの事業を一手に
担っている。
いずれの出資法人も、設立の経
緯は、後継者不足による農地保全
や耕作放棄地の防止などによるが、
事業展開のなかでそれぞれ役割
機能を発展、多様化させている。
６次化において生 産 基 盤（１
次）を担うＪＡの取り組み範囲は広
当総研では、2015年度に開催したシンポジウム「産

く、 地域に応じてさまざまな農業振興や６次化事業が

業・なりわいづくりと農山村再生 」において、 農業が

あり、求められる取り組みパターンは千差万別である。

持つ土着性やローカルな技術、コミュニティーの物語

ＪＡが柔軟に対応するなかで、 こうした出資法人の役

性などに着目した６次産業化を、地域づくりにおける６

割が増してくることが予想される。

注４）

次産業化として提唱している

。

農山村の６次産業化において、 ＪＡは地域づくりの
一翼である１次産業を担うものと位置付けられる。 し
かし、地域・コミュニティーは農山村だけの話ではな
いことに留意したい。農地は少ないが、都市型農業地
域では、貸農園や観光農園といった６次化の取り組み
が見られる。都市近郊は消費者との距離が近いため、
６次化事業～コミュニティーの形成という構図がうかが
える。
（３）直接の担い手としてのＪＡ
高齢化により農業の担い手が減少するなかで、ＪＡ
が直接農業経営を任されるケースが増えてきており、
ＪＡ出資型農業生産法人（以下、出資法人）が増加し
26
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注４）
「平成27年度ＪＣ総研シンポジウム『産業・なりわいづくり
と農山村再生』筒井一伸・基調講演」
『ＪＣ総研レポート』
（2016
年夏 VOL.38）ＪＣ総研、７ページ
『 農中総研 調査と情報』
（2010.3
注５）小針美和「ＪＡが農地を守る」
＜第17号＞）農林中金総合研究所
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Episode３：

農業に ｢勝ち組｣と｢負け組｣ あり
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

１

たちばな

まさ

お

橘 昌男

して、 またＪＡの

．はじめに

総代として、 農業

ＪＡしまね斐川地区本部では、農業ＩＣＴを農産物

の現場で感じてい

の販売強化につなげる新たな地域農業ビジョンの実

ることや今後のこ

現に向けた挑戦が始まっている。関係者がそれぞれの

とをお話しします。

立場から意見交換を行う「斐川町ＩＣＴ導入研究会 」

営農 指 導 歴 32

を定期的に開催し、地域にマッチした課題解決や新た

年のなかで、畜産

な発想を取り入れている。 そこには先見性のある旗振
り役がいる。その１人である（有）グリーンサポート斐
川の勝部隆司代表取締役社長が、 ＪＡの農機担当者

と米の指導員を９
（有）グリーンサポート斐川

年間、特産園芸の

勝部隆司代表取締役社長

指導販売を７年間、

を対象に「（全農主催）次世代を担うリーダー育成研修

転作などを含めた営農企画・農業ビジョンの策定を３

会」
（2016年８月25日、ＪＣ総研にて）で講演した「私

年間やりました。 退職までの９年間は、斐川町の農業

の農業観と農業ＩＣＴ」を掲載する。

公社に出向しました。そこでは、田んぼを作れなくなっ
た方が「田んぼ作れなくなったよ。 勝部さん、 田んぼ
を作ってくれる人を紹介してもらえませんでしょうか」
あっせん

という農地貸借の斡旋をしました。2004年からそこの
常務に就任しました。2009年から（有）
グリーンサポー
ト斐川の社長を、ＪＡの職員でありながらやることにな
りました。2012年にＪＡを退職した以降も、 社長業を
現場で実践しています。
第１回斐川町ＩＣＴ導入研究会の模様
左からＪＡしまね斐川地区本部・岡営農部長、（株）勝部農産・勝
部喜政社長、（有）グリーンサポート斐川・勝部隆司社長

２

．勝部代表取締役社長の自己紹介

1971（昭和46）年に農協に入り、支所で窓口や共済
の担当を経て、1981年に畜産課に異動して以降退職す

３

．出雲市斐川町の概要

斐川町は、中国地方
の北側に位置します。
行政やＪＡの統合に関
して、斐川町は独自な
動きをしました。

るまでの32年間、 営農指導をしてきました。 ＪＡの営

1995年島根県が11ＪＡ（構想）になるというときに、

農部と一体感を持ちながら、ＪＡの関連会社の社長と

ＪＡ斐川町はＪＡ出雲市と合併することになっていたの
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ですが、 これを離脱しました。2005年には平成の市

財布を１つにした協業型の集落営農の始まりも1993

町村合併がありましたが、これも離脱しました。今は、

年でした。 このとき私が係わったのが農機の導入・効

島根県は１ＪＡになりましたが、出雲地区本部管内とい

率利用です。大区画圃場に適した農機を選定して、作

うことではなく、 斐川地区本部という独立の機構に

業計画を立てて、雨が降ったら稼働率を何パーセント

なっています。 出雲市のなかにあっても、 出雲市の地

にし、 日照がどれだけあったら前後1.5時間くらい減ら

域農業ビジョンと斐川町の農業ビジョンの２つのビジョ

して作業をやるんだというように、機械化集落営農の

ンが併存しています。 なぜ、 斐川町が独自なことを

取り組みをやらせていただいた。他地区の収量が２～

やってこられたのか。斐川町の圃場整備の地図を用い

３俵のときに、 ここでは７俵とれたので、 集落営農に

て説明します。

否定的な方々も、
「こんなにできるんだ」となりました。

ほ じょう

その後は、 集落営農をやるときに
は「
（斐川町）今在家方式を採用し
たい」といった相談がどんどん出て
くるようになりました。
現在、圃場整備が99％終わって
います。 コックをひねれば水が出
るパイプラインが整備されている
所が76％、大概の所がコックをひ
ねれば水が出ます。 水が出てこな
いのは、 山間です。 そういったエ
リアは用水でオープン水路です。
主な作物を挙げますと、2014年
は、水稲1380ha、大麦400ha、そ
れと大豆、ハト麦。ハト麦は、全国
で３番目くらいの面積になっていま
す。 また、ヒマワリとソバ。ソバは
斐川町には富士通（株）や（株）村田製作所などの企
業があり、 島根県の工業生産額の３分の１を占めてい

ています。 土地利用型の品目に大きくシフトしています。

ます。出雲空港があり、交通も商業も工業もずば抜け

１年目に稲を作り、２年目までには麦を作る。２年目の

ています。 財政的に豊かであったことから、 自分たち

夏作は大豆やハト麦あるいは、ヒマワリ、ソバで、｢２年

で何とかやっていこうという思いが強くあります。 それ

３作」という形をとっています。

と、圃場整備事業が大きな理由です。1973年、1979

全国の耕地利用率は90％、島根県は78％、斐川町

年、1992年と３度の大区画圃場整備事業をやりました。

は117 ％です。 昔からタマネギの産地で、 斐川町が出

｢担い手を誰にする」とあらかじめ決め込んで、圃場整

せば淡路島はタマネギを冷蔵庫に入れるといわれてい

備を行いました。1992年に圃場整備を行い、1993年

ます。シクラメンは西日本に出荷しています。ブドウは

に冷夏長雨で米が２～３俵しかとれなかったときに、

デラウェアで、近年はシャインマスカットも作っていま

今在家地区では７俵くらいとれました。｢圃場整備を終

す。

いまざい け

28

2014年に30haでしたけど、2016年は51haまで拡大し

えて初めての年に」です。 土地改良をやったときに、

産出額は穀物（米、ソバ、麦、大豆、ハト麦）が64％

表土を全部集めて作業をやったので泥の層が厚くなっ

で、土地利用型品目がメインとなっています。もう１つ

たことで、冷害に負けない米作りができました。

の特徴は、農林事務局体制、農業振興地区制度や農
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業公社ではないかなと思っています。

興区長会と農林事務局とで意見交換をやって、地域の
農業振興政策を決めます。振興区は、自治会あるいは
集落が２〜３集まって１つのエリアを組んで、そこから
代表が出て、行政と一体で振興を図っています。

農業公社による農地の集積も、 全国と違うと思いま
す。
「人・農地プラン」を、斐川町は2003年に作ってい
ます。

４

．
「人・農地プラン」作り

当時、 私はＪＡの営農企画課におり、 地域農業ビ
ジョンを作る立場でした。 私の前任者が「勝部さん、

農林事務局体制は1963年からあります。 島根県の

あそこへ行ってみたらいいよ」と助言してくれました。Ｊ

普及部、 行政、 ＪＡ、 農業公社、 農業委員会、 土地

Ａ、 市役所、 農業委員会、 ３者の課長さんが一緒に

改良区、農業共済組合の課長が毎月１回集まり、農業

行って、その地域を見て、ＪＡの立場、市役所の立場、

振興政策や課題を話し合います。ＪＡでは毎冬に座談

農業委員会の立場、互いに立場が違うなかでそれを持

会をやるのですが、市役所、ＪＡ、農業委員会、農業

ち帰り、
「斐川町はどうしたらいいのか」という議論をし

公社の４者が一緒に出席します。

て出来たのが「斐川町農業再生プラン」です。 町内全

座談会の方法は、 農業者の代表組織である農業振

部の所に、
「地域の農業をどうしたいか」というテーマ
だけで話をして歩きました。
メインテーマは「所有権と利用権の分離 」
。 田んぼ
が飛び地でも、
「飛び地の所有権は確保しながら、 利
用はあなたがやってよ」という面的まとめです。面的に
けいはん

まとめ、畦畔を取る。畦畔を取れば草刈りの労力が減
る。すると、さらに面積を受けられる。面積が大きく
なれば、20馬力のトラクタ ーが40 〜 60馬力になり効
率化できることを話し合って、面的集積をしてきました。
そうなると別の問題が出てきました。 賃借料が「○
○さんに貸していたら10aで２万円頂いた。△△さんに
貸したら１万5000円。これでは貸せないよ。農地の入
れ替えもできないよ」ということ。 そこで、 分かりやす
くしたのが「点数化」です。面積が10 〜 20aだったら
【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録／Episode３：農業に｢勝ち組｣と｢負け組｣あり
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何点、30aだったら何点と点数化し、 真四角なのか変

そうなると農業の効率化が非常に進み経営も豊かに

形なのか、圃場整備の有無でも点数を変えました。農

なってきます。今、町内では40ha以上が9経営体、20

道の幅、用水がパイプラインなのか明渠なのか、法面

～ 40haの経営体が20ある。2ha以上の農家が111あっ

の大小、土質、転作の可否、以上の７項目の総合点で、

て、これで1736ha（73％）が経営されています。

めいきょ

｢何点〜何点だったらいくらだよ」という標準化をやりま

農業公社が持っているマッピングシステムは、田ん

した。Googleマップで「あなたのところの田んぼはここ

ぼ１枚１枚に好きな色が塗れます。色ごとに集計もでき

だね」と、現場まで行かなくても分かります。そういっ

ますし、担い手ごとに集計もできる。マッピングシステ

た指標を出すことによって、貸し手も借り手も同じレベ

ムというのは行政にとって、 あるいはＪＡにとって重要

ル・物差しになります。

なツールであると思っています。

こういうことを2005年に確立して、 地権者と耕作者
が共に農業公社に白紙委任するようにしました。
「○○
さんは米作りがうまいし、管理もしっかりしているから、

５

．
（有）グリーンサポート斐川の概要

○○さんに貸したい」と言われても、 隣を△△さんが

（有）
グリーンサポート斐川は、2003年に農業公社か

耕作していたら「△△・○○・△△・その何枚か向こ

ら独立しました。農業公社は農地の相談役で、公社が

うに○○」となって農地が分散したままで集積できませ

頼んでも誰も引き受け手がない農地は、当社が受ける

ん。
「確実に受け手を作ってあげますので、 これから

仕組みです。出雲市とＪＡ斐川町（現ＪＡしまね斐川地

先は公社にお任せください」ということをやりました。

区本部）と私、この３者による第３セクターです。役員

耕作者には地図上でオープンに、
「こういった田んぼが

は、私と非常勤監査役（市役所とＪＡ）です。正職員２

出ましたが、 これは公社の方で配分しますので皆さん

人、常用契約職員２人になったのは2015年からです。

方には情報はあらかじめおつなぎします」というように、

それまではもっと少人数でした。正職員が40歳代と20

すべて白紙委任の形にした結果、2004年には担い手

歳代、 常用契約職員が60歳代と50歳代で２人、 私が

の面積が1163ha、 農地集積率が49 ％だったものが、

60歳代で、５人でやっています。

2015年には73％まで農地集積ができるようになりまし
た。
農地集積で2.2haとか2.5haの圃場がざらにあります。

当社は、土曜日・日曜日は休み、祝祭日も休みです。
盆も正月も休みます。 残業も含め年間総労働時間が
1960時間です。ＪＡや市役所並みの号級表もあって、
毎年給料が上がるように作られています。 利益が下
がっても給料は上げなきゃいけないのが、私の一番頭
が痛いところです。 ボーナスは、 夏・冬と年度末手当
も払います。 年度末手当は私が個人ごとに査定する成
30
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果報酬で、もうかったら従業員に還元し喜んで仕事を

います。
「条件が悪い所はグリ ーンサポ ー ト斐川だ

してもらうようにしています。

よ」となっています。 視察に来られると、
「グリーンサ

事業の内容は農地所有適格法人で、 認定農業者で

ポート斐川さんは、 変な所ばかり受けてもうけが出る

もあります。 現在33haありますが、 すべて借地です。

の？」と言われます。当社は、市役所やＪＡからの補助

エゴマは最近注目されているので、 作っています。 大

を一切受けていません。自分たちの売り上げで、職員

豆・麦・ソバは転作です。
「農地を持っていても転作で

に給料を払っています。 米価が下がってきたので、 薬

きない方の農地をまとめてもらえれば、私たちが代わっ

草、 サツマイモ、 ソバなどを作っています。 町内では

てやってあげますよ」と言っています。

誰も作っていない酒米も作っています。ハイブリッド米

斐川町約2300haの農地で、農業委員会で耕作放棄

（多収穫米）も含め６品種くらい作っています。全部ＪＡ

地とされているのは6.7haしかありません。当社が、ど

へ出しますけれども、 リスク分散を含めて、 作り方も

ういう土地条件の所で作っているのかを、
『アグリノート

皆さんと違うやり方をやっています。

（栽培記録システム）』で地図にプロットしたものが下の
位置図です。
宍道湖畔から一番遠い所まで17㎞あります。当社が
耕作しているのは山間部でパイプラインのない所、 宍

６

．私の農業観について

（１）農業に ｢勝ち組｣ と ｢負け組｣ あり

道湖の堤防がある海抜ゼロメートル、雨が降ると水が

私は、農業に「勝ち組」と「負け組」ありと常々申し

たまってきてしまうエリアです。それに土地改良をやっ

ております。今、当社は「勝ち組」と思っています。会

ていない所もあります。砂地で米が作れない所。筆数

社設立以来、赤字になったことはありません。集落営

は307筆あります。

農では、
「売り上げから経費を引いて面積で割っていく

１筆当たりの平均が10aぐらい。地主さんと交渉をし

と、去年はこれだったけれど、今年は米価が下がった

て、畦畔を取り払わせてもらって、大きいので70aの田

から10a当たりこれだけですよ」と、どんどん下がってい

んぼを作りました。307筆が120ほどの枚数の田んぼに

ます。 うちがそのようでは、 職員の給料を下げざるを

なりました。 パイプ
ラインが斐川町全体

得ないし、職員は辞めていきます。
人は財産、 職員を優遇したい。
「勝ち組 」と「負け

76 ％と言いましたが、

組」というのは、赤字を出さないということが一番で、

私どもは６割の田ん

先見性を持って情報を早く正しく共有し発信すると

ぼは上から下に水を

いうことです。
『アグリノート』とか水田センサーは町内

引いてきて管理して

で私が一番早く情報を入手して、メーカーにメールしま
した。 私が情報を得る手段は、
ツイッターです。ツイッターの情
報を常時眺めて動向を見ておく
と、
「うんっ !?」 ということが必
ずあります。 それを読むと、 全
国の情報がつぶさに分かってき
ます。私はフェイスブックはやっ
ていません。ツイッターは名前が
伏せてあるので、 有益な情報を
ポンッと出す人がいるんですね。
「還暦のおじいさんが、なぜツ
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イッターをやっている」のか。ＪＡ職員時代はＪＡから給

ですが、2015年12月17日、農林水産省主催の講演に

料をもらっていました。給料をもらって別会社（＜有＞

参加し、｢国が考えているこれからの農業はどういった

グリーンサポート斐川）を経営していました。そのとき

ものか」を聞いてきました。 そのときに、
『アグリノー

は、 会社の経費として私の給料は要らなかった。 とこ

ト』や『パディウォッチ』を扱う会社の方と知り合いまし

ろが、私がＪＡを退職して会社へ入り込むと、自分の給

た。 国が考えていることを想定したら、 その先にこう

料分は自分で稼がなきゃ、 職員の給料を減らすことに

いったものがある。 では、 現場で何ができるのか。下

なります。 職員の給料を減らさずに自分の給料を稼ぐ

に対策ありです。国はイメージを創る。対策というの

となると、情報を持って田んぼをうまく機能させて、今

は、実際に物を動かして創意工夫をして実行すると

までよりも、 自分の役員報酬分の売り上げを上げてい

いうことが求められます。 今年、 タマネギは非常によ

かなければなりません。利用面積が変わらないなかで、

かった。でも作っていなかったら「作っていたらよかっ

どうしていくのかということになります。自分の足の裏

たね」で終わってしまう。だから、政策があれば、創

をひっくり返して歩いてでも経営をやらなくては職員

意工夫をして実行してみることが私は一番必要である

が辞めていきます。

と思います。

あふ

ツイッターには情報が溢れていると思いました。この

私は米の指導員のとき、 肥料をきれいにまきたいと

溢れている「情報を早く正しく」ということが大切です。

思いました。 それで、 まだ誰もやっていなかった動力

信頼性の見極めも重要になってきます。 私１人だけで

散布機で肥料をまきました。使い方も分からない、共

情報を持っていても、 力にならない。 それを周りの人

立（
〈株〉やまびこ）や（株）丸山製作所など、いろいろ

と話をして、 正しいとか、 どうだとか。 私は毎朝ミー

な物があり、吐出口の格好も全部違いました。最初は

ティングで、ツイッターで得た情報を職員に「こういっ

窒素が入ったものを振るのですが、 どこまで飛んでい

た情報が流れていたけど、どう思う？」と話をします。

るのかが分からないので、窒素のない肥料で水の張っ

会社としてその情報を共有しないと、社長だけが勝手

ていない田んぼでまいて、 ２回目は窒素を入れてまい

に思い込みでやっても、 職員は付いてこないし、 情報

て歩く。帯の幅に色が出てくる。
「そうか、振って歩か

を共有することが会社の力になります。

ないと駄目なんだ」ということがよく分かりました。 そ

情報を共有して、 それがいいものであったら、 欲し
いものであったら、 メールを打って「情報や意見交換

ういった工夫、 使い方も実際にやってみないとなかな
か分からないということです。

させてください」ということをやります。 それで、 全国
であまり作られていない薬草も、 こちらからメールを

（３）６次産業化

打ったり出向いたり。こちらから情報発信して、向こう

国は６次産業化に予算を付けています。私はこれに

から来てもらい、生薬メーカー３社と契約をして、売り

飛び付きません。 新しいものは好きだが、 私はやらな

上げでは米に次ぐ品目になっています。

いと決めています。餅は餅屋。われわれは生産をやり
ます。 加工する人は加工をやる。 販売する人は販売を

（２）知識を知恵に変える

する。地域のなかでネットワークをつなげていく。私は

２番目は、
「知識を知恵に変える」こと。
「上に政策

共に栄える、 共に地域で拡大し合うのが一番良いと

あれば、下に対策あり」です。国がいろいろな政策を

思います。私が事務局長のソバ生産組合で51ha栽培し

決めていきます。 国は一昨年から、
「平成25年産の米

ています。作って６年になります。１年目に私が、地元

の生産費に対して、 担い手農家は、 生産コストを４割

にある蕎麦屋の「そば庄 たまき」さんと契約をして作

削減してください。 その削減の度合いによって補助金

り始めました。当時、出雲そばの原料は出雲産ではな

を出しますよ」ということで、 鉄コーティングや直播を

かった。島根県の農業技術センターで ｢出雲の舞」と

やったら補助金が出るようになっています。私は１農家

いうオリジナルのソバが育種されました。それを最初に

ちょく は
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作って増殖して、 私は種苗の登録も取って、 町内に普

メールをして、社長さんに来ていただいて話をして、町

及させました。 町内の出雲そばは、 すべて ｢出雲の

内でもなかなか普及しないので、私がやり続けて、そ

舞」に代わっています。これからは、商品化をたまきさ

の会社といろいろコラボレーションさせていただくこと

んでやってもらいます。われわれはそれを買い取って営

になったということです。

業する営業マンのシステムを作ろうかと思っています。

３つ目がＧＰＳレベラ ーによる均平作業です。 北

個人でやると不良在庫になったり、 販売のため、 また

海道で４年に１回の農機展があり、町内の大型農家10

経理のために事務員を置かなくてはとなるので、 餅は

人程度で行きました。斐川町は北海道並みの２ha以上

餅屋で、それぞれの所でやっていくということです。

の農地集積があって、 畦畔を取ればいくらでも面積は
大きくすることができました。今まで畦畔を取れなかっ

（４）地域で元気な農業者になる

た理由は、レベラーがないし、高低差がどうなってい

たまきさんと当社の契約は、 他よりも単価は高く、

るか分からなかったからです。畦畔を取ってしまって、

その代わり複数年契約。それで６年間で51haまで増や

高低差があったら草が生えてくる。私は提唱者ですか

してきました。当社がＪＡに出荷して、ＪＡからたまき

ら、400万円ほど金を掛けてＧＰＳレベラーを入れまし

さんへ納めてもらっています。 すべてＪＡとタイアップ

た。 ＧＰＳレベラーは当社に作業を頼んだ人だけのメ

しながら、 ＪＡにも手数料が入るように仕掛けていま

リットですので、中古のトラクターを買って、ＧＰＳを付

す。そういったことをいろいろやりながら、地域で一番

けて田んぼの「高低差を測ってあげます」という事業を

元気な農業者になりたいと思います。 条件不利地を

今秋から展開しています。高低差が分かれば、自分で

受けながら創意工夫をして、 いろいろな事をして「グ

冬場にトラクター用運搬整地機『サンキャリー』で土を

リーンサポートは頑張っているね」と言われるようにな

運ぶことができます。

りたい。そういった思いを持ちながらチャレンジしてい
る農業ＩＣＴのことをお話しします。

７

．農業ＩＣＴの概要

１つ目が水田センサ ーによる水管理です。 私は町

ＧＰＳレベラー

サンキャリー

内一円を引き受けていますので、 町内一円を走らなけ
ればなりません。 水田センサ ーはＮＴＴドコモの実証

４つ目が鉄コーティング直播です。トラクター、田

実験を熊本県の内田農場さんがやっておられたのがツ

植機が動けないような軟弱圃場は額縁明渠をバ ッ ク

イッターで流れていました。私はそれを見て、
「ぜひ欲

ホ ーで全部冬場に掘ります。 田植機、 パワクロトラク

しい」と思って、 メーカーにメールしたら、 そのメー

ターでも動けなくなるという所ですので、水を張って代

カーのフットワークが軽かったですね。
「島根県ではど

掻きしておいて、 後で水を落として一回固めておいて、

こもやっておられませんので、説明に行きます」と取締

また水を張って、周囲から動散で鉄コーティングの散播

役が来られて、意見交換をして、それで12月に農水省

をやります。田植機を入れません。今年からやっている

に行ったら、 そこでお会いして意気投合したのが導入

のが乾田直播です。 超低コストということです。 斐川

につながりました。私が情報を早く発信した成果です。

町は400haの大麦があります。 農家には麦の播種機が

２つ目が『アグリノート』による農作業管理です。

たねもみ

あります。 それを利用して、 芽出しした種籾をまきます。

これもツイッターで、新潟県の石井さんが、
『アグリノー

今年は２haほどやりました。全部が全部、それをやっ

ト』を紹介されていました。
「自分はこうやっています

て失敗すると笑いものになります。ＷＣＳ（Whole Crop

よ」と見せてもらって、これも『アグリノート』の会社に

Silage）でリスク分散しながら技術を高めています。町
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内では400haの大麦をまくので、 技術を高めていけば

マイモの掘り取りをします。 専用の機械を買ったらどん

相当な低コスト、 町内一になると思っています。 町内

どんコストが掛かるので、あるものを汎用的に使ってい

でやっているのはもちろん私だけですが、 内緒にしな

ます。

いでオープンにやっています。皆にも考え方を変えても
らう必要があると思っています。
あとは、高価格農産物への挑戦で、 薬草、 ハイブ

８

．農業ＩＣＴのメリット

リッド米、サツマイモです。地元にサツマイモを加工・

水管理と水田センサーの関係ですが、下図左側が、

６次商品化をする人がおられ、４年前に私の方に３ha

私がセンサーを入れる前に水管理で移動した軌跡です。

ほど作ってほしいと話がありました。３haは無理だが、

毎朝バイクで45kmくらい回っていました。 ５時に家を

技術的に機械化ができればということで、 タマネギ・

出て、 約２時間、 ７時前に帰って、 朝ご飯を食べて、

キャベツ用の畝を作って、マルチを被せます。 ２条で

会社に８時半に出て、 １日の作業というのが私の日課

手植えをやって、 後はフレ ールモアでつるを切ってし

でした。それが、水田センサーを南部の遠い所に入れ

まって、球根の掘取機で収穫しています。自分の所に

たので行かなくてよくなりました。26km・１時間半に

ある機械、薬草のために入れた掘取機を活用してサツ

短縮され、水田センサーを５カ所、遠隔地に設置して

うね

おいて、今日はあそこ、今日はこ
のコースというふうに移動します。
水田センサーは私にとって本当に
なくてはならないツールの１つに
なっています。これがないと、毎
朝30分以上ムダなことをやること
になります。
それから、農業日誌の『アグリ
ノート』の活用です。下写真が、
私が何を作っているかというもの
です。 作物ごとに色を変えられま
水田センサー導入前と導入後の水管理巡回コースの変化

す。 また、 生育記録を写真で登
録しておくと、 毎年さかの
ぼってそれを見ることがで
きます。 コシヒカリの出穂
がいつどこでどうなってい
る、 去年はこうだなという
ことになります。 タブレッ
ト１つ、 スマホ１つ持って
いれば、 すべからく去年
のことまで、いつどこで何
が起きたかを知ることが
できます。いつ何をやった
のか、現場でタブレットを

農業日誌の『アグリノート』
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さいよ。運営してくださいよ」とい
うアドバイザ ーでもあります。 皆
さんもいろんな部分でこれからも、
現場で活躍されると思いますけど、
ＪＡパーソンとしての誇りを持って、
活動していただきたいなと思って
おります。 ご清聴ありがとうござ
いました。

フィールドサーバー

９

．おわりに

タブレットに表示した

農作業が多忙ななかで講演い

フィールドサーバーの情報画像

ただいた勝部社長に深く感謝申
のツールとして活用しています。

し上げる。 ＪＡの存在意義、 企業経営者の気概、

次なるＩＴの活用は、フィールドサーバーという物で

チャレンジ精神など大いに刺激を受けた。筆者の知人

す。 設置場所の温度、 日射量、 湿度、 降水量、 など

であり東京都在住で島根県観光ＰＲ大使「遣島使 」で

がセンサーで計測でき、340度回転するカメラの画像も

ある嶋啓祐氏は、2010年に初めて島根県を訪れて以来、

見られます。私がＪＡに提案しているのは、ＪＡの応接

その魅力を多くのメディアで紹介している。 県内19市

室にビューアーを付けておいて、バイヤーが来たときに、

町村をくまなく巡回し、 生産者や加工会社とのつなが

けんとう し

「これが管内の様子です」と見せることです。このカメ

りを構築し、 首都圏において島根県の農産物や加工

ラを340度回転させたり、ズームさせたり上下に動かす

品を数多く流通させた実績を持つ。嶋氏は斐川地区の

こともできます。ＪＡの担当者がタブレットを持ち歩け

取り組みに触れ、
「少量生産ながら質の高い農作物を

ば、 いろいろな所で活用できると思います。 米屋さん

生み出す島根県。特に、斐川地区の産品はこれまで以

に行って栽培状況を見せたり、 果樹園に置けばリアル

上に都心のマーケットに普及していくだろう」と可能性

に果樹の状態を見せられます。 お客さまが行き来しな

の大きさを語った。

いで、 商談現場でそのライブ画像が見られますので、

最後に、斐川地区における農業ＩＣＴが農産物の販

お客さまとの信頼関係はすごく高まってくると思ってい

売強化につながることを祈念するとともに、本稿が全

ます。

国各地の農業ビジョンの実現に波及する一助になれば

今後のＩＴの話になります。
「ＩＴは単なるツール」で

幸甚である。

す。私は単なるツールに、人がどういった思いを載せ
るかということで、 そのツールは化けると確信してい
ます。スマホ、タブレット、私には営業の道具です。
ＪＡもこれから、いろんなチャレンジをしつつあります。
まずはデ ー タを集めて、デ ー タを正しく解析して、
それをみんなで共有して、 地域全体をアップしない
といけないなと思っています。私は共存共栄の精神を
ＪＡで教えていただきました。ＯＢとして、現場を抱え

「遣島使」の嶋啓祐氏

る者の一員として、 ＪＡに対して「現場でこういったこ
とが起きているよ。現場はこんなこと思っているからＪ
Ａはそういったことに十分配慮して営農展開をしてくだ
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不足から過剰へ 構造的不均衡に伴う
中国における食糧事情の変化
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

ニ イ

ジ ン

倪鏡

改革開放以降、中国の食糧生産は安定的に増加して

．はじめに

きた（図１）
。ここ三十数年間を振り返ってみると、作

中国の食糧注）問題における主要な課題は、長い間供

付面積は 1980 年代前半と 2000 年代前半にそれぞれ

給不足のなかでいかに需給バランスを取るかということ

変動の時期があったものの、全体として 1.11 億 ha の

であった。そのため、食糧増産が農業政策の基本的な

水準を維持してきた。2004 年以降は生産刺激政策の

スタンスとして実施されてきた。近年においては、2004

実施などによって作付面積は増え続け、2015 年には

年に導入された穀物生産直接支払いをはじめ、農家の

1.13 億 ha まで拡大した。それと同時に技術や資材の

生産意欲を刺激する政策が相次ぎ打ち出されてきた。

投入も増え、その結果生産量は大幅に上昇し、2015

その背景には、経済成長に伴う食糧需要の急増がある。

年にはついに改革開放を始めた当初
（1978 年 3.0 億 t）

とりわけ、食の高度化による植物油や食肉に対する需

の２倍強にも相当する 6.2 億ｔに達した。

要の伸びが激しい。しかし、増産してもこうした需要

作物の内訳を見ると（図２）
、トウモロコシは作付面

の急拡大に追い付けず、そして国際市場における価格

積が 0.38 億 ha（34％）
、
生産量 2.2 億ｔ（36%）であり、

競争力の低下などの要因に加え、結局自給で賄えない

面積的にも量的にも最も高い割合を占める。一方、中

分は輸入に頼る選択となった。ところが、ここへきてこ

国人の主食として、長年食糧生産の１位、２位を占め

うした不足分だけを国際市場から調達するという理想

ていた水稲と小麦は、それぞれ２位と３位に後退した。

的な構造はついにバランスが崩れ始めている。中国で
は、食糧の供給不足から供給過剰へと新たな局面を迎
えることになったのである。
そこで本稿では、直近の 2015 年の主要食糧作物の
供給状況を踏まえ、中国における食糧事情の変化を取
り上げたい。

２

．量的供給不足から供給過剰へ

① 12 年間連続増産でも品目間は不均衡
2015 年の中国の食糧生産量は、12 年間連続での
増加となった。本来ならば、国を挙げて五穀豊穣を祝

注）中国では、穀物よりやや広い概念として、「食糧」を用いる。具

うはずだが、手放しに喜べる状況ではない。なぜなら、

体的には、米、小麦、トウモロコシ、その他雑穀のほか、イモ類、

食糧の供給状況は不足ではなく、むしろ過剰だからで
ある。
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豆類（大豆が主）を含めたものを指す。食糧の生産量はいずれも脱
穀後のものの重量で、イモ類は生鮮重量を５分の１にして食糧換算
される
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トウモロコシの産地が東北地域に集中しているのに対
して、加工・消費地は東部、南部の沿海地域が多い。
たとえ国内市場価格と輸入価格が同水準でも、国内
輸送コストが加えられると、最終仕入れ価格はやはり
輸入を上回る。
中国海関総署の公表データによれば、2015 年中国
食糧の総輸入量は合計 1.3 億 t、そのうち大豆が 0.8
億ｔ、全体の 62% も占めている。大豆は 2000 年代以
来輸入量の最も多い品目として増え続けており、2015
年も前年比 14% 増である。米（精米）は前年比３％増
作付面積では水稲 0.30 億 ha（27％）、小麦 0.24 億 ha

の 335 万 t であり、量的には関税割当量 532 万 t ／年

（21％）、生産量では水稲 2.1 億 t（34％）、小麦 1.3 億

に届かない水準ではある。しかし、近年ベトナムやタ

t（21％）であり、両者合わせても５割にとどまっている。

イからの密輸が相当増えており、正規ルートの数倍に

さらに、近年輸入量が急増している大豆は作付面積が

も上ると推測されている。そのことも考慮すると、外

約 0.06 億 ha、作付面積全体の５％に過ぎず、生産量

国産米による国内市場への影響は決して小さくないと

に至ってはわずか２％しかない。４大食糧作物の品目

思われる。また、小麦は 297 万 t であり、横ばいで推

間のアンバランスが際立つ。

移しているが、国内生産コストの上昇によって、国内価

また、生産量は前年より 2.4％増である。品目別では、
トウモロコシ 4.1％増、米 0.9％増、小麦 3.2％増に対し

格が国際価格を大幅に上回っているため、他の品目同
様に輸入の圧力に直面している。

て、大豆は 13.4％減となった。いわゆる 12 年間連続増

ここで最も注目したい品目はトウモロコシである。ト

産の裏には、米、小麦、トウモロコシの微増と大豆の

ウモロコシの輸入量は 473 万 t でＷＴＯ加盟時に約束

急減があることはよく分かる。

した 700 万 t の関税割当量を大幅に下回っているとは

以上のように、品目間の生産が極めて不均衡な状況

いえ、2014 年と比べて 82% の激増である。さらには、
コウ

下にあり、生産量が増加したとはいえ需給問題がすべ

関税割当対象外である大麦（1070 万ｔ、98% 増）、高

て解決したというわけではない。

粱（1069 万 t、85% 増）
、キャッサバ（937 万 t、8.4%

リャン

増）
、DDGS（トウモロコシ蒸留粕、600 万 t、11％増）
② 大豆およびトウモロコシ代替品の急増

など、トウモロコシ代替品の輸入量は計 5260 万 t に

近年中国では経済が急速に成長するなか、国内農

上る。その量はトウモロコシの輸入量の 11 倍、国内生

産物の生産コストも年々高まり、今や恒常的に国内価

産量の２割超に相当する。つまり、トウモロコシに関し

格が国際価格を上回る状況である。特にここ数年国際

ては政府が関税割当で輸入をコントロールするのは極

穀物価格の下落、人民元の切り上げ、原油価格の下

めて困難な状況になっている。

落に伴う輸送コストの低下などの要素が加わり、内外
価格差がさらに広がった。
トウモロコシを例にすれば、2015 年政府買付価格
（2000 元／ t）は、当年アメリカのトウモロコシ生産者

③ 記録的政府在庫の膨張
国内外価格差と輸入増の結果として、政府在庫は
膨張してしまった。

価格（884 元／ t）の約 2.3 倍に相当する。海上運賃が

生産刺激政策のもとで、主要食糧の生産量が年々

加算されても輸入価格（Ｃ＆Ｆ価格）は国内価格より

増えると同時に、政府買付価格も年々上昇し、2012 年

はるかに安い。そのため、加工業者は高価な国産を避

以降国内価格が国際価格を上回ることが恒常化した。

けて、安価な輸入品を選んでしまう。さらに、中国国内

農家は収穫物を政府に売り渡す量が年々増加し、そ
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の結果在庫量は記録を更新している。正確な数字は

30％以上増えた。今や全国平均単位面積ではトウモロ

公表されていないが、おそらく５億 t は超えているだろ

コシの単収は大豆の 3.4 倍になる。その結果、生産農

うと関係者が予測している。そのなかで、トウモロコ

家にとって、大豆はますます収益が低下していくことに

シだけで４割も占めており、しかもその量は年間消費

なった。

量を上回るものである。
膨大な政府在庫は多額な維持管理備蓄費用を要
している。政府の公表データでは食糧１t 当たりの買
付・保管費用は 252 元／年である。それを基準に計
算すれば、１年間の在庫を管理するための財政支出は
1260 億元になる。加えて、今後削減のため在庫を放
出した場合、買付価格を下回った分が損失として出て
しまう。両者を合わせると、大きな財政負担になること
は間違いないであろう。
以上のように、中国では国内生産量、輸入量と政府
在庫を合わせた食糧の供給量が急激に増加している。
年間食糧消費量は約 6.4 億 t といわれているが、2015
年の生産量は約 6.2 億ｔで、不足分は 0.2 億 t になる

②トウモロコシの生産過剰と政策転換
一方、トウモロコシの生産過剰は前述したここ 20 年

が、しかし、2015 年の輸入量は 1.3 億 t であるため、

間単収の大幅な増加のほか、2007 年以降は政策的な

約１億 t の食糧は過剰だという結果になる。やや乱暴

生産刺激の影響が極めて大きい。それが 2007 年に始

な計算ではあるが、食糧供給が過剰であることは疑う

まった政府臨時買付備蓄制度である。当制度は 2004

余地がないであろう。

年に導入された米・小麦の最低価格買付制度に続く価
格支持制度の１つである。背景には食生活の多様化に

３

．品目間の不均衡を生んだ生産構造の変化

伴い肉食が増加し、飼料用需要が高まったことがある。
この価格支持制度の狙いは、トウモロコシの安定供給

上記のように、各作物間には大きな差があり、その

と生産農家の所得向上であり、
対象地域は東北３省
（黒

代表的なものは大豆の不足とトウモロコシの過剰であ

竜江・吉林・遼寧）と内モンゴル自治区の東部の４地

る。

域である。制度の主な内容は、市場価格が下落し、農
家が販売困難な際に、臨時的に政府から委託された

① 大豆輸入量の増加と作付面積の減少
近年、大豆輸入の急増が主な原因で、国内の大豆

38

国有・民間食糧企業が農家から買い上げるというもの
である。

生産が大幅に縮小している。図３のように、2005 〜

図４のように、2008 〜 2014 年まで政府買付価格が

2015 年まで、大豆の輸入量は 2659 万 t から 8169 万 t

年々引き上げられる。遼寧省・内モンゴル自治区の例

に増え、10 年余りで３倍超まで膨らんだ。一方、作付

を見れば、2014 年の買付価格は 2008 年より 48.7％も

面積はこの間 959 万 1000ha から 554 万 3000ha へ、

上昇した。買付価格上昇傾向の刺激のもと、2008 年

42.2％減となった。

以降作付面積が 26％増、生産量は 35.3％増となった。

大豆生産の急激な減少をもたらしたもう１つの要因

増加面積のうち、半分以上は東北３省と内モンゴル自

は、トウモロコシとの単収の差による収益の大きな差

治区に集中している。これらの地域はもともとトウモロ

である。
大豆の単収は1990 年から25 年間でわずか２％

コシ、大豆と雑穀を複合的に栽培する地域であったが、

しか増えていないのに対して、トウモロコシはこの間

大豆の収益が低いことに加え、政府臨時備蓄制度が
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を輸入によって調達する。今特に問題となっているトウ
モロコシは、政策転換によって国内生産面積を縮小し、
余剰分を削減していくことが余儀なくされる。しかし、
国際穀物豊作と原油価格の低迷が続くなか、中国政
府の政策の効果がまだ限定的なものと見られている。
中国に次ぐ食糧輸入大国の日本としては今後もその動
向を注意深く見ていく必要があるであろう。

実施されたこともあり、安定的な所得を確保するため、
多くの生産農家が大豆からトウモロコシへ転換した。
一部の地域では、本来トウモロコシ生産に適さない土
地まで拡大した。
こうした状況のなか、中国政府は 2014 年以降価格
支持制度から目標価格制度へと政策転換を図った。
最初は 2014 年に大豆と綿花の主産地において試験的
に導入し、大豆は東北３省と内モンゴル自治区を対象
とし、綿花は新疆ウイグル自治区に限定した。目標価

スーパーの売り場を埋め尽くす種類豊富な国産と輸入小麦粉

格の制度はこれまでの価格支持制度と違って、政府
は介入せず市場に価格形成を任せる仕組みとなってい
る。トウモロコシに関しては、臨時備蓄制度を停止し、

「付記」
本稿は 2016 年８月に参加した吉林農業大学で開催さ

取引を自由市場に委ねた上で、トウモロコシ生産農家

れた「 第 13 回北東アジア農業農村発展シンポジウム」の

に対する作付面積に応じた直接補助金の支払いに移

関連報告および現地ヒアリングに基づき作成した。情報

行することに変更した。なお、補助額は約 1500 元／

提供してくださった関係者に記して感謝の意を表する。

ha とされる。

４

．おわりに

以上のように、中国の食糧については、生産量、輸
入量と政府在庫が同時に増加したという現象が起き
ている。トウモロコシをはじめ、食糧全体は構造的供
給過剰となっている。一方では、品目間の差が大きく、
とりわけトウモロコシの過剰と大豆の不足が際立つ。
食糧問題は量的不足から構造的不均衡に変わった。
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「米を主食とした食数増加、
過去５カ年で最多」が意味するもの
米の消費行動に関する調査結果～ 2016年調査～から
あ お や ぎ

ＪＣ総研 経営相談部 主任研究員 青柳

１

やすもと

靖元

はるか後塵を拝している。日本農業における米の位置

．はじめに

付け（金額ベース）は、すでに17％程度にまで落ち込ん

近年の農業を取り巻く情勢下では農家の高齢化・老

でいる。また、日本の米の１人当たり消費量は、年々

齢化は一段と進み、 世代交代や安定収入が見込めな

減少傾向にあり、1962年度のピーク時の年間118.3kg

いことによる新規就農者確保の難しさ、地震や台風と

から、2015年度（概算）には54.6kgと、半減以下となっ

いった自然災害、 地球温暖化や異常気象による作柄

ている。とはいえ、米は「瑞穂の国にっぽん」の食文化

変動、耕作放棄地の増加など、生産基盤の脆弱化に

の象徴でもある。そのようななか、ＪＣ総研では2016

歯止めはかかっていない。また、米の生産調整に関わ

年３月に「米の消費行動に関する調査 」
（表１・２）を

る政策変更、イギリスのＥＵ離脱後の経済変化、アメリ

実施し、2015年までの調査データを踏まえて経年変化

カ大統領選挙結果（2016年11月）を受けたＴＰＰ（環

を含めた分析を行った。本稿では、調査結果から主要

太平洋パートナーシップ協定 ）交渉の動向いかんなど

なポイントについて紹介することとしたい。

ぜいじゃく

により、わが国農業への影響は避け難く、生産現場で
の不安や離農がますます広がってこよう。
農林水産省が発表した2 014年度農業総産出額約

みず ほ

２

米を主食とした食数の割合：6 5％を超え
．
（13.68食）増加、過去５カ年で最多

８兆4000億円（前年度比約99％）のうち、米は約１兆

この１週間（３食×７日＝21食）
、主食に何を食べた

4000億円（同約80％）で前年度より3500億円も減り、

かを尋ねた結果が表３である。 今回調査の特徴は、

畜産（約２兆9000億円）や野菜（約２兆2000億円）の

米を主食とした食数の割合が65 ％を超えて13.68食／
１週間と増加、前年を0.35食上回り、過去５カ年で最
多となったことである。
「食べなかった」が1.44食（前年
1.49食）と前回までの増加傾向が微減に転じたなかで、
「米が主食 」における項目内では、 中食・外食の合計
が2.23食（同2.09食）と増加し、家庭で炊飯した米の
食数も、11.45食（同11.2 4食 ）と過去５カ
年で最多となった。一方、米以外を主食と
した食数は減少し、 パン類は0.14食減、
めん類は0.21食減となった。
属性別に見ると、
「米が主食 」は単身男
性以外すべて増加し既婚男性14.26食（同
14.22食）が最多で、炊飯した米を主食とす
る食数も既婚男性が12.15食（同12.17食 ）

40
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で一番多かった。 次いで既婚女性の炊飯した米の食
数が12.12食（同11.63食 ）と多く、 単身女性は炊飯し

３

朝食を欠食する（食べない） 理由：
「食べる
．
習慣がない」、単身女性で６割超

た米の食数が9.63食（同8.89食）との伸び率が一番高

前項のとおり、 米を主食とした食数の割合が増えて

かった。 一方、 単身男性では炊飯した米の食数が減

いるなかで「朝食 」のみ減少した。 そこで朝食を食べ

少したが、シリアル・果物・ヨーグルトなど「その他」

なかった人に理由を尋ねた。図１は、 属性別に示した

の食数が増加し、
「食べなかった」も増加した。

ものである。トータルでは「朝食を食べる習慣がない」

「朝食 」
「昼食 」
「夕食 」別に示したものが表４であ

40.4％がトップで、次いで「朝は食欲がない」26.3％、

る。
「朝食 」では炊飯した米・パン類・めん類の食数

「１日２食で充分だから」21.1％が２割を超えた。続い

が減少し、
「その他」と「食べなかった」は増加した。

て「少しでも寝ていたい」19.3％、
「朝は忙しくて食べる

「昼食 」では炊飯した米・
「その他 」が増加し、 パン

時間がない」10.5％が１割を超えた。
「ダイエットしてい

類・めん類が減少した。
「夕食 」では炊飯した米・パ

るから」は5.3％にとどまった。特に、単身女性で「朝

ン類・
「その他」が増加し、めん類と「食べなかった」

食を食べる習慣がない」63.6％、
「１日２食で充分だか

が減少した。

ら」54.5 ％と他の属性に比べ圧倒的にポイントが高い
のが、 特徴的である。 また、
「少しでも食費を節約し
たいから」はトータル7.9％であるにもかかわらず、単身
男性では18.2 ％と10.3ポイントも高かったのは、 経済

【食料・農業・農村】Web調査／
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また、60代が
「１日２食 で充
分だから」36.4
％とポイントが
高いのは 理 解
できるにしても、
次いで20 代 以
下2 5.0 ％とポ
イントが高いの
は 気 掛 かりで
あ る。2 0 代 以
下は、
「少しで
も寝ていたい」
情勢・懐具合を反映しているのだろうか。

62.5％、
「朝は忙しくて食べる時間がない」でも25.0％

図２は、年齢層別に示したものである。
「朝食を食べ

といずれも圧倒的トップとなった。 なお、 意外にも40

る習慣がない」は30代47.6％がトップで、50代42.9％、

代の「ダイエットしているから」が21.1％と２割を超えた

60代40.9 ％と続く。30代は「朝は食欲がない」でも

が、調査母数が少ないことも影響したのであろうか。

42.9％と他の世代を大きく引き離してトップとなった。
42
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４

家庭で炊飯した米の食数

．

の増減の理由：増えた理

由は、圧倒的トップの「外食を減
らした」に加え、２位「パン・め
んなどを減らした」が増加
家庭で炊飯した米の食数が１
年前より「増えた」あるいは「減っ
た」理由を尋ねた。増えた理由は
図３のとおりである。 前回に続き
トップは「外食を減らして、家で食
べることが増えたから」で56.3 ％
（前年56.0 ％）と増加し、 次いで
「パン・めんなどを減らして、ご飯
を食べることが増えたから」 が
29.9％（同2 5 . 9 ％）で、３位「健
康のため」2 5.0％（同2 8.3％）を
抜いて２位にランクアップした。４
位「外食・中食に比べて、 家庭で
の炊事の方が安いから」が18.1％
（同21.7％）と減少したものの、２
割弱の支持を得ている。５位「中
食を減らして、内食が増えたから」
は、17.4％（同16.3％）と増加した。
図４は減った理由を示したもの
である。トップは前回同様「パン・
【食料・農業・農村】Web調査／
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めんなどの他の主食が増えたから」で30.2％（同31.3
％）と減少した。２位は「カロリー制限のため」22.8％
（同26.7％）、３位は「健康のため」18.1％（同22.1％）で、

５

米を購入する際のこだわり：
．
トップは
「価格帯」
、 群を抜く

米を購入する際のこだわりについて尋ねた（図５）。

共に減少した。 次いで「外食が増えたから」が16.8％

断然トップの「価格帯」は63.4％（前年65.5％）と減少

（同11.8％）と大きく増加した。５位の「食事を抜くこと

したが、 ６割を超えた。 続いて「品種 」は18.2％（同

が増えたから」が14.1％（同13.8％）とやや増加した。

20.6 ％）と減少し２割を切った。 ３位「産地 」、 ４位

増えた理由・減った理由共に、 それぞれポイントは前

「買う店・場所」
、５位「精米年月日」は、いずれもポイ

回より減少したものの、
「健康のため」が上位の３位に

ントが前回を上回った。トータルでは依然として、
「価

選ばれており、健康志向が、米の食数の増減に影響を

格帯 」に対するこだわりが群を抜いて高いが、 ６位

及ぼしていることが分かる。

「玄米・胚芽米」
、７位「農家・生産者」のポイントも増
加した。
図６のとおり、属性別に見ると「価格帯」へのこだわ
りは単身層で約７割と強い。
「品種 」
「産地」
「精米年
月日」は既婚女性で20％を超え、他の属性と比べこだ

44
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わりの強さが感じられる。既婚女性は「買う店・場所」
「農家・生産者」への関心も全属性中、最も強い。
また、 単身層は簡便化志向の影響だろうか、
「無洗
米」への関心が高い結果となった。

続いていると思われる。属性別に見ると、1700円未満
の購入比率は既婚男性を除き増加し、特に既婚女性
で44.0％（同40.2％）と増加幅が大きかった。また、単
身男性で「1500円未満 」 のポイントが、30.1 ％（同
22.8％）と大きく増加した点が注目される。

６

米の購入価格帯：「1500 ～ 1700円未満」
．
「1500円未満」が拮抗

図７は、主に購入する米の価格帯（５㎏当たり）を示
したものである。

年齢層別に比較したのが、図８である。
「1500円未
満」
「1500 ～ 1700円未満」の低価格帯については若
年層でポイントが高い。また、1700円未満については、
トータルで41.7 ％（同40.6 ％）となったが、20代以下

今回の調査では、トータルでの最多購入価格帯トップ

52.9 ％（同61.1 ％）
、30代48.8 ％（同45.0 ％）、40代

は前回２位の「1500 ～ 1700円未満 」20.9 ％（前年

44.1％（同45.5％）
、50代45.9 ％（同39.0 ％）とそれぞ

で、次いで僅差で前回トップの「1500円未満」
19.3％）

れ４割以上となった。特に20代以下は、
「1500円未満」

20.8％（同21.3％）となった。３位は「1700 ～ 2000円

32.1％（同37.3％）と低価格帯への志向が顕著である。

未満」18.0％（同19.2％）で、総じて低価格帯の米を選

なお、
「1700 ～ 2000円未満」と2000円を超える価格

択する傾向は前回同様であり、依然として節約志向が

帯については、高年齢層ほど購入比率が高かった。

７

主に購入・入手する米の品種：
．
コシヒカリ人気群を抜く。 今後

食べたい米の品種の「その他 」では「青
へきれき

天の霹靂」が断然トップ
主に購入・入手する米の品種について
尋ねた（図９）
。上位３つは「コシヒカリ」
「あきたこまち」
「ひとめぼれ」の順で「コ
シヒカリ」の人気が群を抜くが、いずれも
ポイントは減少した。 次いで、 北海道の
「ななつぼし」
「ゆめぴりか」が続いた。
また、作付け割合では上位20位にも入ら
ない「ササニシキ」人気は、 減少気味と
はいえ根強いものがある。今回選択肢に
加えた「つや姫」
「ミルキークイーン」の
うち前者は、同率７位にランクインした。
主に購入・入手する米の品種について
「その他 」と回答した人に、 具体的な品
種を尋ねたところ、 上位３つは、 北海道
「ふっくりんこ」６人、タニタなどの「金芽
米 」６人、 熊本「森のくまさん」６人で
あった。 続いて「夢しずく」４人、
「さが
びより」４人、
「アケボノ」３人となった。
また、
「今後食べたい米の品種 」を尋
【食料・農業・農村】Web調査／
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ねた設問で「その他」と回答した人に具体的な品種を
聞いたところ、 青森の「青天の霹靂」が11人で、 断然
トップとなった（表５）。

属性別（図11）に見ると、 既婚女性は「品種 」
「産
地」
「精米してからの期間」など、米そのものへのこだ
わりが強い。 一方、 単身女性は「炊飯する器具」
「浸

８

ご飯（米 ）のおいしさの決め手：
「品種 」が
．
10.9ポイントの大幅増

ご飯（米）のおいしさを決めると思うものについて尋
ねた。
図10は年次別に見たものである。 トップは前回に

46

27.0％（同33.6％）と大きく減少した。

水（浸漬）時間や水加減 」
「研ぎ方／洗い方」
「炊くと
きの水の種類」など炊飯へのこだわりがうかがえる。

９

１回に炊くご飯の量：家族人数にかかわらず、
．
３合炊きが主流

続き「品種」56.0％（前年45.1％）、２位「炊飯する器

家庭で炊飯する人に１回に炊く量について尋ねた。

具」が42.8％（同33.7％）、 ３位「産地」が33.7％（同

2012年からの年次別推移を示したものが、図12であ

24.1％）とそれぞれ大きく増加した。
「等級」も20.8％

る。前回トップの２合炊き、今回トップの３合炊きを合

（同13.0％）と大きく増加した。一方、
「精米してからの

わせると56.8％（前回56.6％）と増加し、過半数を占め

期間 」が32.0 ％（同37.7 ％）、
「研ぎ方／洗い方 」が

た。2.5合、３合、3.5合、４合、4.5合などの多めの炊
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飯量のポイントが増加し、 １合を除く２合以下の少な

ご飯の量は前回に比べ、やや多めになっている感が強

めの炊飯量のポイントが減少したことから、１回に炊く

まった。
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図13は、 家族人数別に示したものである。 単身・

きる量」は、特に単身男性で24.7％（同15.9％）と大き

３人・４人ではトップが３合、２位が２合となり、２人で

く増加した。
「当座食べる分＋最初から冷凍保存する

はトップが２合、 ２位が３合となった。 ５人家族では

つもりの量」は、単身女性が48.9％（同46.7％）と全属

トップは３合、 ２位が４合であるのに対し、 ６人以上

性中最もポイントが高く、2.2ポイント増加した。 単身

でもトップは３合となった。 ３合炊飯は、 家族人数に

男性は27.3％（同31.8％）と4.5ポイント減少したものの、

かかわらず前回よりポイントが増加している。一方、最

単身女性に次いで割合が高い。 また、
「２回の食事で

近は５合炊き、5.5合炊きなどの大容量炊
飯器の開発競争が激しいにもかかわらず、
例えば５合を見ると、 ４人家族6.3 ％（同
11.9％）、５人16.4％（同22.1％）、６人以
上17.6％（同18.2％）と、多い家族人数で
も炊飯量が増えていないことは、大いに
気掛かりである。

10

１回の炊飯量の目安：
．
「１回の食事で食べきる量」

が減少、 冷凍保存は単身男性で減少し
たものの単身女性では増加
１回に炊飯する量の目安について年次
別推移を示したものが図14である。トー
タルでは、
「１回の食事でほぼ食べきる量」
16.9 ％（前年18.5 ％）と減少し、
「２回の
食事でほぼ食べきる量 」40.7 ％（同
40.0％）と「当座食べる分＋最初から冷凍
保存するつもりの量」18.1％（同16.8 ％）は

増加した。
属性別に見ると「1回の食事でほぼ食べ
48
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ほぼ食べきる量」は、既婚女性45.6％（同44.9％）
、既

遺産）に登録された理由は、①多様で新鮮な食材とそ

婚男性44.8％（同42.0％）と、既婚層で増加した。

の持ち味の尊重、②健康的な食生活を支える栄養バラ

これらの調査結果から、 前回増えた食べきり型で

ンス（長寿や肥満防止に役立つ）
、 ③自然の美しさや

「米は生鮮品」との意識がやや後退し、都度炊飯する

季節の移ろいの表現、④正月などの年中行事との密接

手間を省くため、冷凍保存する傾向が復活した感があ

なかかわり、にあった。登録理由には、
「米」という文

る。

字は見当たらない。 しかし、 和食やいわゆる「日本型

11

食生活」のベースには、米を主食としてきた日本人の長
．おわりに

厚生労働省は「2015年の日本人の平均寿命が女性

87.05歳（前年86.83歳 ）、 男性80.79歳（同80.50歳 ）

い歴史があることは確かであろう。 そのようななか、
「米を主食とした食数」が過去５カ年で最多となったこ
とは、じわり米食回帰への兆候を感じさせる朗報であ
る。

で、いずれも過去最高を更新した」
（2016年７月27日）

近年は、 米の品種改良が進みおいしい米（炊飯器

と発表した。 この結果、 女性は前年よりさらに0.22歳

の改良によるおいしいご飯を含む）が次々と出現してい

延びたが、４年連続で長寿世界一とはならず世界２位

るが“ご飯のお供（おかず）
”を添えるとなお一層、 食

（１位は香港87.32歳）へ。男性も0.29歳延びたが、順

が進む。図15「好きなご飯のお供：トップは『納豆』、

位は１つ下げ世界４位（１位は香港81.24歳）となった。

続いて『生卵 』
『漬物 』
『海苔 』の順（前年同様 ）」の

ちなみに香港人の平均寿命が世界一になった理由につ

データなど参考にしていただきたい。

いてアメリカの中国語ニュースサイト『多維新聞網』は、
「先進国の水準と変わらない充実した医療サ ービスの
ほか、漢方薬材や肉類や海鮮物を煮込む薬膳スープを

そして、米（ご飯）の持つ機能性や健康・長寿への
貢献が今後科学的に明らかにされ、消費拡大につなが
ることを期待したい。

好んで飲むこと、 飲茶文化、 蒸し料理を主とする食事
などの食習慣が長寿の秘訣だ」と分析している。
順位を下げたとはいえ、日本が世界の最長寿国の１
つであり年々平均寿命が延びていることに変わりはな
い。過去にも述べたが、2013年12月「和食；日本人の
伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産（世界文化

【食料・農業・農村】Web調査／
「米を主食とした食数増加、過去５カ年で最多」が意味するもの

ＪＣ総研レポート／2016年 冬／VOL.40

49

食育ソムリエＮＯＷ

深化する食育②
食育ソムリエによる地場食材の価値創出
ＪＡえちご上越 あるるん畑の取り組みから
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

み や ざ わ

な

つ

こ

宮澤 奈津子

インショップ、道の駅、ネットショップなど農産物の

を活かせるよう、 地域で生産してきたものに合わせて

購入ルートは多様化し、さまざまな形態の直売店舗が

需要をコントロールし、 消費を減らさないことが地域

生まれています。こうしたなか、これからのファーマー

の食文化を守り、地域の農業を守ることにつながりま

ズマーケットは、ただ地場のものを並べているだけで

す。

はなく、 付加価値を付けた魅力づくりが必要となって

2012年には、古くから当たり前に行われてきた雪下

います。 そこで今回は、 深化する食育②として（①は

貯蔵を生かして「雪下畑の仲間たち」というブランドを

本誌VOL.37掲載 ）、 地場食材の価値を高める取り組

作りました。多くのメディアにも取り上げられ県外から

みを紹介します。

も注目されるようになり、雪深いこの地域で冬季の収
入を支えています。

１．地域の農力を活かして
ＪＡえちご上越のファーマーズマーケット「旬菜交流
館あるるん畑 」では、 年間50回以上ものイベントを通
して積極的な食の提案をしています。例えばこの夏は、
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２．品種を知って選べる楽しさ
売り場を歩いて気付くことは農産物に関する情報量
の多さです。 特に商品一つひとつに表示されている

「上越丸えんぴつナス」にスポットを当てて試食などを

「品種名」はとても面白い取り組みだと思いました。ハ

行いました。 上越丸えんぴつナスは古くから地域で作

ロウィーンで活気づくこの時期は、どこの店舗でもカボ

られてきた品種です。土着の品種に焦点を当てる活動

チャが人気だと思いますが、あるるん畑では約10種類

の根底には、 地域の食文化を守っていきたいという強

ものかぼちゃが販売されています。坊ちゃん、バター

い思いがあります。近ごろは、メディアなどの影響もあ

ナッツ、バナナカボチャなど特徴的なものだけでなく、

り在来種や伝統野菜が注目されるようになりましたが、

ダークホース、雪化粧、九重栗など一般の人なら同じ

素材の１つとして郷土料理に使われたり、お取り寄せ品

「カボチャ」と認識するようなものにも品種名が表示さ

として利用されるというような、特別な食材となってい

れ、選ぶ楽しみを提供しています。これらの品種名は、

ます。
「食文化は、 生活のなかで活かされてこそ意味

作った人でなければ分からず、生産者が直接出荷する

がある」と４代目店長である西條幸太郎店長は話します。

ファーマーズマーケットだからこそ届けられる情報です。

地域に住んでいる人たちが、
「日常の中の食」として取

「詳しい情報を伝えることで、例えば前回と同じものを

り入れられるよう、 郷土料理はもちろん、 若い人の味

求めて来店したお客さまが、品種の違いに気付かずに

覚に合わせた新しい食べ方なども提案しています。 適

別のものを買ってがっかりされないようにしたい」と西

地適作という言葉があるように、 地域には古くからそ

條店長は話します。また、
「品種を分かって買ってもら

こで作るのに適した作物があります。 ニーズに合わせ

うことで『品種買い』できるファーマーズマーケットを

た農作物を作ることも大切ですが、一方で、昔からの

特徴付けたい」とも話してくれました。店内を見てみる

食材をもう一度見直し現状の食に合わせた提案をして

と、 品種ごとのＰＯＰが掲げられた陳列棚はにぎやか

いくことも重要です。長年積み重ねられてきたノウハウ

で、種類の豊富さが伝わります。品種名を表示するこ
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食育ソムリエＮＯＷ

とで、生産者も意識して他と違う品種にチャレンジする
きっかけにもつながっているのではないでしょうか。

このような取り組みは、 売り上げを確保し、 生産者
を、そして地域の農業を守るという強い思いからです。
あるるん畑の出荷登録人数は500人ほど、常時出荷が
250 ～ 260人、 現在も月４～ 5人増えており、 生産者
からの信頼の厚さがうかがわれます。
４．広がる食と農のテーマパーク
10周年を迎えた今年、
「食と農のテーマパーク」と銘
打ったレストランと加工製造直売施設、
「 あるるんの
もり

杜」がオープンしました。
レストラン「六花」では、バイキング形式のランチに
連日行列ができています。人気の理由は、あるるん畑

にぎわうあるるん畑の店内

と同様 たくさんの種 類の野菜が 使われた充実のメ
３．生産者が主役の食育イベント

ニュー。使用している品種、生産者などがアピールさ

あるるん畑には出荷者でつくられた「あるるん畑利

れています。 なかには、
「女性部さんに教えてもらいま

用組合」があり、店舗のイベントはこの組織の意見が

した」という一品もあり、生産者と店舗が一体となった

反映されています。 あるるん畑のイベントは生産者が

取り組みを感じます。地元の野菜・果物を使ったスイー

主役となっているところが特徴です。 こうしたイベント

ツ・ジェラートとジュースのコーナー「Vege’
c（ベジッ

は月１回開催される試食会などの大きな行事と月数回

ク）」や、地場の素材を使った総菜パンの種類も豊富な

行われる生産者の対面販売があり、 消費者にも好評

「米粉パン工房 じゃぱん」は若い世代にも人気です。

です。また、生産者の希望があればいつでも対面販売

お弁当、お総菜の「Shiori亭」では、添加物の使用を

などを実施し、 積極的に消費者との交流の機会をつ

極力抑え、 肉じゃがや卯の花など定番でありながらプ

くっています。
「生産者の顔が見える販売は、必ずお客

ラスαの工夫がされたメニューが魅力的です。 地場の

さまの指名買いにつながります。ファンが増えることで

野菜や肉、 豆腐などをたっぷり使っていることは、 店

生産者はやりがいを持って農業をすることができ、 作

内に掲示された生産者の写真からも伝わってきます。

られる農産物も魅力を増します。 さらに売り上げも確

落ち着いたカフェスペースと、 キッズスペースにつな

保でき、 好循環がつくられるのです」と西條店長は生

がった開放的なフードコートでは、購入したお弁当やパ

産者と消費者の関係づくりの重要性を指摘します。 ま

ン、 ケーキなどを食べることができ、くつろぐ親子連

た、 こうした活動に慣れていない生産者とは、 一緒に

れの姿が目立ちます。地元大学の食育サークルとコラ

新しい食べ方を考えるなどサポートもしっかりしていま

ボしたメニュー開発や食育講座も行っています。農産

す。例えば、山菜の試食会を企画したいという生産者

物直売所と連携し素材の提供だけでなく「食べる」と

には、 お客さまが苦手とする下処理の実演をしてはど

ころまでを提案していく意気込みを感じました。

うかと提案しました。消費者目線で考えたアドバイスは
イベントの質を高めてくれます。
加工出荷会員が先生となってそば打ちやキムチ作り、

消費者に限らず、生産者でも、自分たちの住んでい
る地域にある魅力に気付いていないことが多くあります。

みそ造りなどを行う「加工研究室 」という食育講座も

地域の農を支える存在であるファーマーズマーケットで

人気の企画となっています。 こちらは、 あるるん畑に

は、食育活動を通して地域が持つ魅力を守り、さらに

来たことがない人の来店を促し、 新規顧客づくりとし

高めていくことを期待します。

て効果的だといいます。
【食育ソムリエNOW】深化する食育② 食育ソムリエによる地場食材の価値創出
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『協同組合研究誌 にじ』
2016年冬号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2016年冬号の特集テーマは、
「協同組合と平和」である。
この研究テーマの座長である都留文科大学の田中夏
子非常勤講師より、 次のとおり特集解題を寄せていた
だいた。

●田中夏子氏プロフィール
1960 年 東京都生まれ。
慶応義塾大学文学研究科 修士
課程修了。都留文科大学教授
（2013 年３月まで）を経て、
現在は、農と協同組合研究に従
事。都留文科大学非常勤講師、

各論題テーマと執筆者は下表のとおりである。
『ＪＣ
と併せて『協同組合研究誌 にじ』
のご愛
総研レポート』
読をお願いしたい。

明治大学大学院非常勤講師
〔主な著書〕
『協同組合は「未来の創造者」になれるか』共著 家の光協会 2014
年。『イタリア社会的経済の地域展開』日本経済評論社 2004 年
〔主な論文〕
「社会的排除と闘う協同：イタリア社会的協同組合の取り組みを題材に」

特集「協同組合と平和」
特集解題
た なかなつ こ

田中夏子
社会学［地域社会学、労働社会学、協同組合論］・農
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（『世界 特集：協同が社会を変える』836 号 2012 年 11 月）他、多数

本特集では、協同組合と平和のつながりをめぐって、
３つの視点～第１に歴史的考察およびグローバルな視
点、 第２に組合員が主体となって展開してきた平和活
動、 第３に日々の事業のなかに織り込まれている平和

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年冬号の概要紹介

産業としての協同組合の可能性と役割～から議論を深

していくための示唆をアマルティア・センに依拠して引

め、多様な実践に学ぶことを企図して、４本の論考、

き出す。 経済学という学問が当初持っていたはずの平

６本の実践編、そして１本の記念講演を掲載している。

等志向がなぜ失われ、格差志向へと転換していったの

大高氏「地域における平和的生存権と協同組合運

か、その経過を捉えた上で、それを再び反転させる概

動」は、日本国憲法前文が謳う平和的生存権を主軸に、

念としてセンの「基本的なケイパビリティ」「複雑なケイ

その具体化を生活圏たる地域から構築しようと試みる

パビリティ」に言及し、 そうした概念を下支えする「共

２つの取り組みに言及する。 １つは筆者大高氏の畏友、

感」が「連帯」の根拠になると説く。

うた

西森茂夫氏の「平和ピラミッド構想」、いまひとつは生

佐藤氏の「協同組合間協同で取り組む平和運動 ──

協共立社が掲げた「90年代構想 」
（「地域に総合生活

協同組合ネットいばらきを事例に──」では、単位協

保障体制の確立の追求 」など）である。 平和的生存権

同組合のみならず、地域の異種の協同組合が連携した

が著しく蔑ろにされつつある今日、 これを守り抜く実

平和の取り組みが示される。同ネットは、生協、農協、

践とその背景にある考え方を、 地域の暮らし・生産・

漁協など、47団体により国際協同組合年の翌年2013年

文化・自治の営みと、それを支える協同組合運動のな

に設立された若い組織だが、ピースアクション・キャラ

かに見いださんとする論考である。 特に協同組合に働

バン、地元大学の紙芝居研究会とタイアップした平和お

く者が、 どのような職員集団形成を果たしていくのか

話会（そのＤＶＤは県内公立小・中学校に寄贈）、茨城

が問われるとする。

県を舞台とする特攻を題材とした映画作成など、短期間

ないがし

石見氏の「平和運動から協同組合の歴史を考える」

に多くの活動が、多様な参画を得て展開している。本論

は、1980年以降、 協同組合が国際的な市民社会によ

はその事業の質量を支える連携のあり方、さらには連携

る平和運動に大きな後れを取ってきたと指摘した上で、

に対する各協同組合関係者の考え方が示され、 地域で

I・マクファーソンの遺稿『コミュニティへの関与；平和

非営利・協同のネットワークを拡充する際の教示となる。

にとっての協同組合の意義 』に依拠しつつ、 協同組合

関口氏の「戦前・戦中の『家の光』と戦後の家の光協

が平和問題とどのように関わってきたか、 その歴史を

会による文化活動」では、前半で、産業組合が戦争遂

紐解くと同時に、同著の共著者パスによる、平和の構

行の経済統制機関へと変質したことを受け、 その媒体

築に向けて協同組合が対応すべき「矛盾 」にも言及す

である『家の光』もまた戦争協力の一翼を担ったその経

る。 平和運動と協同組合との関係を疎遠なものにして

過をたどる。 続いて戦後の「再出発」に際し、 全国各

きたものとは一体何か、 そうした視点を提起する、 極

地で設立されていった農協婦人部により、
『家の光 』を

めて論争的な論考である。

活用した文化運動、生活運動が活発化した様子が示さ

ひも と

伊丹氏の「賀川豊彦における平和思想の変遷と協同

れ、その典型的な活動として３つ～読書会、家計簿帳、

ではスラムでの救貧活動を原点とする賀川
組合平和論」

食農教育運動～をたどる。なお同論文には、戦争協力

豊彦の平和思想の独自性と、 その思想が協同組合運

機関となっていったプロセスの検証がまだ十分ではない

動に結実していく経過を、 戦前から戦後にわたって描

ことへの危惧、今般の改正農協法が協同組合の自治・

き出す。 その到達点として、 非搾取的かつ自治的・民

自立とともに、学びの権利をもな蔑ろにするものである

主的経済を志向する協同組合運動が、 国際社会の平

ことへの危機意識が明確に織り込まれている。

和につながると見た賀川の構想は、格差を深める極度

藤田・中野両氏の「ワーカーズコープによる『平和』

の自由貿易に対し、対抗軸が求められる今日において

へのとりくみ」では、冒頭で、ガルトゥング平和学に依

も示唆深い。

拠して、平和の探求を「貧困・差別・社会的排除等の

池本氏の「連帯経済と平和の追求」では、 協同組合
を含む連帯経済の取り組みが、ローカルなレベルから
グローバルなレベルに至る各段階で、平和運動に接合

構造的暴力」の撲滅と捉え、その観点から、日本社会
連帯機構による「平和」
（「直接的平和」「積極的平和」
「文化的平和」）の実現に向けた取り組みが、ワーカー

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年冬号の概要紹介
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ズコープの歴史的原点、戦後の全日自労の運動にさか

き合うのかを厳しく問うことにもつながっていった。

のぼって紹介されている。日本社会連帯機構は、2004

また戦争体験を軸にしつつも、その時代の暮らしや

年ワーカーズコープを母体として設立され、2010年に

社会意識を広く捉える目的で、 組合員たちが同時並行

一般社団法人化した組織だが、 東日本大震災の際の

的に取り組んできた「聞き書き」活動は、戦争に向かう

緊急物資提供はじめ、 被災地との継続的な関係の拡

時代を立体的に描き出す貴重な資料として今秋で、10

充、そして近年では、多くのワーカーズコープ関係者を

巻目の刊行にこぎつけた。 一貫して組合員主導のもと

辺野古新基地建設反対運動に送り出すなど、精力的に

に蓄積されてきた平和活動として示唆深い。

平和の取り組みを深めてきた。藤田・中野論文からは、

田中の「『難民とともに生きる社会』形成のために、

同機構が、ワーカーズコープのなかに労働運動を位置

協同組合が取り組んできたこと～イタリアの経験を題材

付ける意図で生み出されてきたこと、そして直接的暴力、

として」では、 不寛容化する社会のなかで、 戦火に追

構造的暴力、 文化的暴力に対抗する砦として機能して

われた難民を迎え入れる地域社会での、 協同組合の

きた経過が読み取れ、 協同組合のみならず、 労働運

事業を取り上げた。 日本ではあまりなじみのないもの

動に対する問い掛けともなっている。

の平和の構築には不可欠な「媒介者」として、イタリア

東江氏の「コープおきなわ 平和活動のあゆみ」では、

の社会的協同組合を追う。

米軍基地問題はじめ戦争の危機を日常的に受け止めざ

奥田氏の「貧困・社会的孤立と平和──生活の『物

るを得ない地域での、協同組合の平和に対する取り組

語』を取り戻すために──」は、2016年の国際協同組

みが多岐にわたって示される。 ガイド養成を含めた平

合デー記念中央集会の基調講演である。同氏は「戦争

和連続講座などをはじめ、沖縄戦の歴史を次世代に確

を可能にする３つの要素」として、経済的困窮、社会的

実に語り継ぐとともに、 米軍普天間飛行場閉鎖・返還

孤立、思考停止を挙げ、さらに３者の循環的な関係を

と、県内移設に反対する県民大会はじめ、オスプレイ

示す。 私たちの社会にはその３つが深く突き刺さり、

配備反対県民大会など、 さまざまな大会には多くの組

相互に補強しあっていることがうかがえよう。また論文

合員が参加を果たし、また同コープ平和推進委員会主

末に紹介された国連の「持続可能な開発のための2030

催による憲法学習会や「高江・辺野古の基地を学ぶ」

アジェンダ」の宣言「我々は、人類を貧困の恐怖及び欠

平和学習ツアーなど、圧倒される厚みだ。

乏の専制から解き放ち、地球を癒やし安全にすることを

同時に自組織の取り組みに加え、こうしたコープおき

決意している」が、まさに日本国憲法前文と重なるとの

なわの平和活動の蓄積を背景として、全国の生協への

指摘は、誠に本特集を総括するにこの上ないメッセー

波及力も強くなりつつある。
「沖縄県辺野古を、１人で

ジとなっている。

も多く実際に視ていただきたい」との同コープの呼び掛
けに対し、昨年は22の生協・生協連から530余人の参
加があったという。 沖縄と本土との、 市民間の連帯を
太くしていくための、極めて重要な回路を形成している
ことがうかがえる。
東氏の「あの夏を語る」は、 長野県高齢者生活協同

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

組合における組合員活動の十数年にわたる「戦争の実

54

相を伝える」取り組みについて、経過、意義と課題を提

2016年10月11 ～ 13日、カナダ・ケベックシティにお

示する。
「なぜあの戦争を止められなかったのか」とい

いて、国際協同組合同盟（ＩＣＡ）と、カナダの協同組

う強い思いに基づき、戦争体験者から生の言葉を、組

織金融機関デジャルダン・グループの主催により、第３

合員はもとより地域の人たちと共に聞く「あの夏を語る」

回国際協同組合サミットが開催されました。
「重要な社

は、 当然ながら今日の改憲の動きに、 私たちがどう向

会・経済の課題に対して、 協同組合が解決策の１つで
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あることを示し、世界の協同組合の発展に資すること」

基づき、 事業高上位300位の集計は２兆5331億アメリ

を目的に2012年より２年に１度当地で開催されてきまし

となり、 統計開始以来一貫して増
カドル（約286兆円）

た。今回は「協同組合：行動する力」をテーマに、116

加、昨年からは７％の伸びとなりました。

カ国から2950人の協同組合のリーダーや協同組合以外

日本からは事業高上位300位以内に、ＪＡ全農、ＪＡ

の企業の関係者などが参加、 約60のカナダ内外のメ

共済連、農林中金、ホクレン、日本生協連、全労済、コー

ディアが取材に訪れました。

プ共済連、全国生協連、コープみらい、コープさっぽろ、

「プレサミット」と位置付けられた10月９～ 10日を含め、

コープこうべ、ユーコープが入りました。

235人の講演者・パネリストにより講演やパネルディス

■「持続可能な開発目標（SDGs）」に関する2500

カッションなどが数多く行われ、日本からもＩＣＡ会員

人のワークショップ

団体を中心に８人がパネリストで登壇しました。
■自然災害からの復興に力を発揮する協同組合

10月13日には、2015年国連総会で採択され、 今年
から実行されている「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）」

プレサミット活動として10月10日に開催された分科会

に関する参加者2500人によるワークショップが行われ

「自然災害からの復興において行動する協同組合」には、

ました。５カ国の国連大使から、
「協同組合はSDGs達

日本からＪＡふくしま未来代表理事組合長の菅野孝志

成のメイン・プレーヤー」
（モンゴル）、
「われわれは協

氏、 日本生協連渉外・広報本部長の伊藤治郎氏が、

な
同組合のリーダーシップを必要としている」
（カナダ）

カナダ、フィリピン、ネパール、国際機関からのパネリ

どと期待が述べられたあと、ＳＤＧsに関わる25のテ ー

注１）

による冒頭の取り

マのもと参加者は10人ずつのテ ーブルに分かれ、ＳＤ

組み報告を行った菅野組合長は「『組合員・ 地域社会

Ｇs達成に向けた協同組合の現在と将来の取り組みを出

に基点を置く』という信念があれば、 いつでも正しい

し合いました。その結果、現在の取り組み403、将来の

判断ができる」「３月11日に地震、12日に原発で水素

取り組み345、合計748の取り組みが列挙され、後述の

爆発が起こるなか、４月５日に生産者大会を開催。こ

サミット宣言とともに、国連に手渡される予定です。

のときの『農業を続ける』という決断が、今の管内農業

■サミット宣言（案）の提案

ストとともに登壇しました。ビデオ

を創っている」と強調しました。

大会終了翌日の10月14日、サミット宣言（案）
がサミッ

■実体経済において力を発揮する協同組合

トのウェブサイトに掲載されました。SDGsの達成に向

10月11日に開催された全体会のパネルディスカッショ

けた協同組合の決意を示すとともに、 世界の協同組合

ン「実体経済に対して行動する力」には、ＪＡ全中の奥

運動の2030年までの目標として、 ①組合員20億人、

野長衛会長が、フランス、アメリカ、オーストラリア、

②協同組合400万、③協同組合が世界経済の20％を占

イタリア、 中国のパネリストとともに登壇、 奥野会長は

める、という３点を掲げました注３）。寄せられたコメント

「利益を追求する企業には、地域を守っていく仕事はで
きない。 地域にある他のさまざまな協同組合の仲間と
一緒に地域を守っていく」「人間に着目し、人間の暮ら
しを考える協同組合こそが、 実体経済を再建できる」
と話しました。
■「2016年版世界協同組合モニター」の発表
10月12日には会場で「2016年版世界協同組合モニ
ター」注２）が発表されました。ＩＣＡなどが実施している
世界の大規模な協同組合・連合会の統計で、2012年よ
り始まって今年が５年目になります。

を踏まえて文面を確定し、国連に届ける予定です。
（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）
注１）このビデオは、日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）が運営する
ユーチューブ・チャンネル「協同組合がよりよい社会を築きます。」
に掲載されています。https://youtu.be/l8i8Wy-8cqQ
注２）「世界協同組合モニター」ウェブサイトに各年版が掲載されて
います（英語）。 http://monitor.coop/
注３）これらの目標に関する現状は、 ①については10億人（ＩＣ
Ａは「ＩＣＡは世界の10億人の組合員を代表する」としている。
https://ica.coop/en/directory/members）、②については260
万（国連の2014年公表の調査http://www.un.org/esa/socdev/

世界63カ国2370の協同組合の2014年度のデータに

documents/2014/coopsegm/grace.pdf）となっています

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2016年冬号の概要紹介
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働き方と人材育成
ＪＣ総研 経営相談部 主任研究員

すぎ

た

しんさく

杉田 伸策

人事考課や目標管理といった人事制度の中核部分を

店舗名だった）の女性の超高速の商品・現金の受け渡

セミナーやＪＡからの要請を受けて講義する場に立つ

しや、デパートでのギフト用ラッピングを頼んだときの

と、受講生は 30 代から 40 代の自分の子ども世代で

店員さんの速さと出来栄えの美しさはすごかったし、

あることに驚く。自分も年を取ったものだ、と強く感じ

どの売り場の店員さんもその技を持っていた。

るとともに、この後進たちに何を語っていくべきか、と
いう思いも強くなった。

彼（彼女）らに共通していたのは所作の速さと正確
さ、そして、出来上がっていく商品や作品が美しかっ

そんな自分自身の半生を振り返りつつ、農協が今後
目指すべき人事労務施策に何かヒントになればとの考
えで、フリーに以下述べてみようと思う。

たことである。
家庭のなかでは、主婦もすごい職人技で家事をこな
していたことを思い出す。炊事、洗濯、掃除、裁縫、
そして「ハレの日」の準備などなど。

●国民総職人時代

なかでも、おせち料理、布団の綿入れ、着物の洗

最近一番気になるところは、
「一億総活躍」だろうか。

い張り、といった作業はとてつもない技術と労力を掛

他には、
「女性活躍」
「ワーク・ライフ・バランス」と

けて、エコを心掛けて暮らしていたものだ。

いう単語とともにすでに大企業では定着化しているが

終戦後から東京オリンピックごろまでの庶民の生活

ごとく示されている「フレックスタイム」
「時短」
「早朝

は貧しかったというよりも、
「もったいない」ことはご法

勤務」
「長期休暇」
「リフレッシュ休暇」などなど……。

度だった。なぜなら、モノが無かったし、庶民はよく働

なるほど、だから「働き方改革」という施策らしきも
のが安倍晋三首相の口から発せられたのかなと考える

法は、今日風にいうとＯＪＴ（On-the-Job Training）

と、試行錯誤を繰り返しながら「働かせ方改革」に遮

である。

二無二突き進む大企業の人事部署のラインとそこにまと

職人のタマゴは親方や先輩から基本的なことをみっ

わりつくコンサルタントの群れはなんだか時代を先駆け

ちり教わる。嫌になるほど毎日同じことの繰り返しと、

ていると誇らしく思っているのかもしれないな、などと

それが辛抱できるかどうか試されるし仕込まれる。叱

冷ややかに見ている自分がいる。

られることはあっても褒められることなどほとんどな

1955（昭和 30）年生まれで東京下町育ちの筆者に

い。家庭でも同じように、裁縫などがその典型で、私

とっては、子ども心にそそられる職人技というものが日

の家内の母は、娘時代に母親から裁縫を習っていると

常的に随所で見られたもので、大工、左官、畳、ペンキ、

きに運針がぎこちないと尺差し（竹製の物差し）で手

豆腐、氷、酒屋などなど、その職人技を学校の帰り道

をピシッと叩かれ悲しかったということを、つい昨日の

や買い物途中に道端であるいは店の軒下で飽きること

出来事のように語っていた。しかしそのおかげで、孫

なく見入っていた記憶がある。

たちにお手製の着物や洋服をあつらえる技術と愛情を

他には、国鉄主要駅の売店（昔は鉄道弘済会という
56

いた、というより技と「智恵」を磨いた。その教育方
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身に付けていた。
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皮肉なことに、戦中の一時期を除いて高度経済成長

問題は、合併によりその職場がある日突然失われた

期に差し掛かるころまで、庶民は技と「智恵」を駆使し

り、多くの先輩たちがいなくなった場合である。ＪＡ

「国民総活躍」して、貧しいが「豊かな生活」を手に入

合併時に当然のこととして、機構改革、人事異動など

れていたのだ（一方、多くの農村部で豊かさからは程

が行われた他、ＪＡによっては多くの早期退職者が発

遠い生活を余儀なくされていた農家の存在があったこ

生したことも知っている。加えて、合併前まで行われて

とは忘れてはならない）。

いたであろうさまざまな行事・慣行は、新たなＪＡの名

●●●●●

人 事 管 理

のもとに見直され、予算も削られ人員も合理化されて
●ＯＪＴが人材育成の要
自分の目の届く範囲でいえば、ＪＡやＪＡグループの
職場環境に関する、およそ過去 20 年にも及ぶ急速な
合併・統合がもたらした負の側面が大きく表面化して
きているという課題に行き当たる。

今日に至ってきたと想像できるが、そこには元のＪＡ職
場の歴史や文化といった要素は徐々に抹消されていっ
たことだろう。
また、就業規則や賃金制度の改定など労務管理問
題は説明会や議論する場が設けられることはあったか

業務上では人事考課制度、目標管理制度、さらに

もしれないが、人材育成方策や人事考課などの問題は

は賃金・退職金制度の制度改革や運用上の課題解決

全体での議論にはなじみにくいということもあり、おそ

に関するお手伝いをさせていただいているわけだが、

らくは人事担当部署間での協議に委ねられたと考えら

共通の課題があって、その大本には合併後遺症ともい

れる。

うべきものが厳然とあることに気付いている。

すなわち、人材育成において最も重要な各職場にお

収支などの経営上の課題はまさに経営者の責任であ

いて承継されるべきＯＪＴの歴史は、よほど強くこだわ

るし、不良債権や不稼働資産といった負の遺産といっ

る経営者がいない限り、個人の努力に委ねられ、また

たものは、あらゆる経営努力をして整理していかなけ

は寸断され、時間の経過とともに風化してきてしまった

ればならないが、こと職場風土、職場文化というものは、

と考えることが自然であろう。

経営指標に現れない事柄ゆえに、一筋縄ではいかな
い最大の課題ということである。
なかでも、ＯＪＴを通じた人材育成について、この
全国規模の合併進展のなかで、おざなりにされ、さま
ざまなノウハウや歴史が埋没、または喪失してしまった
のではないかとさえ考えてしまう。
ＯＪＴの重要性をこの場で論ずるつもりはないが、誰

その地域性、歴史・文化に育まれたなかでこそＪＡ
の存在意義があり、その奥深さに敬意を払いつつ承継
する努力と誇りを育みつつ、さまざまな新たなもの、高
みを目指す姿勢が大事なのではないか。
先達からあらゆることを学び、自らできることをこつ
こつと丹念に辛抱強く行動し、流されないで自律した
職業人生を送ることが真の幸せに通ずるということを、

もが経験してきたように、家庭生活でも職場でも、自

この仕事を通じて後進に伝え、あるいは啓蒙していき

明性を育みつつその地域のことを学び、人と付き合い

たいと考えている。

そして仕事を通じて自らの役割や生き方、そしてあらゆ
る意味での宿命を感じ、務めを認識し責任を負う。基
本は家庭や職場におけるＯＪＴにあるのだ。
ＯＪＴはかくあるべき、を論ずるつもりはまったくな
い。なぜなら、きちんと教育訓練されてきた者は必ず
そのことを後進に伝えることができるし、実行して示す
ことができ、かつ教えることも含めそのノウハウを承継
する責任感も植え付けられて育っているからだ。まさに
親から子へ遺伝子が受け継がれるように、その職場で
育まれたものは必ず後進に受け継がれる。
【人事管理】働き方と人材育成
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研修報告

2016年度「アメリカ情報システム
セミナー」報告
ＪＣ総研 経営相談部 労働法務チーム 主任研究員

ＪＣ総研では、2016 年９月 26 日～ 10 月６日の 11
日間、2016 年度「アメリカ情報システムセミナー」を

た か ばやし

こういち

高林 浩一

術・活用事例などの研修を実施しました。
ＩＢＭ社においては、農業における情報通信技術

開催し、会員団体である各県ＪＡ電算センター、県連、

の活用、ＩＢＭのモバイル戦略について講義が行われ

全国連、関連会社などから 22 人が参加しました。

ました。特にＩＢＭのモバイル戦略では、アップル社

この海外情報システムセミナーは、1977（昭和 52）

（Apple Inc.）とＩＢＭ社の提携による最新のモバイル

年にＪＡ全中、
（社）農協電算機研究センターが実施し

システムの構築が注目を集めました。富士通アメリカ社

て以来、当総研の前身から継続的に行われ、現在は、

においては、富士通アメリカ社の社長と講師から富士

ＪＡグループで行う海外情報システムセミナーとして、

通（株）のアメリカビジネスの取り組み、富士通研究所

年１回「アメリカ情報システムセミナー」を開催していま

の取り組み、シリコンバレーの最新事情などの講義が

す。

行われました。シスコシステムズ社はアメリカをはじめ
世界のネットワーク市場の 50％程度を占有する企業で

１. セミナーの目的

あり、企業戦略・技術動向などは誰でも気になるとこ

世界の最先端を行くアメリカのＩＴ関連企業を訪問

ろです。シスコシステムズ社では、企業戦略、無線Ｌ

し、ＩＴ先端技術の最新動向とその活用実態について

ＡＮを含めたネットワーク総合管理、データセンター向

研修するとともに、アメリカの農業生産・流通現場の

けシステム構築の講義が行われました。いずれの視察

視察を通じて、わが国農業との違いなどを学習、体得

先でも参加者から多数の質問が出されました。

することで、今後の情報システム活用のための視野を
広げ、新たな着想力、創造力の向上に資することです。

情報システム関係以外では、主に、全共連アメリカ
投資顧問（株）からアメリカの経済動向、全農グレイン
（株）から飼料穀物エレベーター、近郊農家「LIUZZA

２. 主な研修内容

FARM」から農場経営と店舗経営、全農四季ビバリー

2016 年度は、ニューヨーク、ニューオーリンズ、ロ

ヒルズから日本の食材・和食の世界への発信について

サンゼルス、サンフランシスコと、アメリカ４都市を回
りました。
情 報システム関 係では、 ＩＢＭ 社（International
Business Machines Corporation、ニューヨーク）
、シ
スコシステムズ社（Cisco Systems, Inc.）、富士通アメ
リカ社（Fujitsu Components America, Inc.）
（以上２
社はサンフランシスコ）において、経営戦略と先端技
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熱心に説明を聞く参加者、シスコシステムズ社にて

【研修報告】2016年度「アメリカ情報システムセミナー」報告

研修報告

研修しました。

現場などの視察ができました。この場を借りて、研修

セミナーでは、目的であるアメリカにおけるＩＴ先端
技術動向・活用実態の研修、そして農業生産・流通

を受け入れてくださった各研修先企業の皆さま、関係
先の皆さま、参加者の皆さまにお礼申し上げます。

2016 年９月 28 日、ニューヨークＩＢＭ社前にて

【研修報告】2016年度「アメリカ情報システムセミナー」報告
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ファーマーズマーケット戦略研究会
現地研究会報告「石川・長野編」
ＪＣ総研 経営相談部 ファーマーズマーケットチーム
主席研究員

あ

だち

ひで

や

安達 秀哉

ファーマーズマーケット戦略研究会（ＦＭ戦略研究

プマーク品と精肉・総菜・加工品のコーナー、③鮮魚

会）は、８月と 12 月の繁忙期を除く毎月１回開催。そ

コーナーの３つのエリアから成ります。これまで、エー

のうちの２回は、東日本および西日本で現地研究会を

コープ店舗とＦＭとでは根本的に経営理念や販売手

開催しています。今回は、2016 年９月に石川県と長野

法が異なるために、コラボするのが難しいのではない

県で開催された第 149 回ＦＭ戦略研究会についてレ

かといわれてきたのですが、開店して１年間の総売上

ポートします。

高は７億 7600 万円と、当初計画した数字を上回る素

ＦＭ戦略研究会では、９月８日にＪＡ白山のＦＭ

晴らしい成績を収めることができました。内訳は、産

（ファーマーズマーケット）
「よらんかいねぇ広場」を、

直品などが２億 9300 万円（約 38％）
、食料品が２億

翌９日はＪＡあづみの農産物直売所「安曇野スイス村ハ

6100 万円（約 34％）
、鮮魚が２億 2200 万円（約 28％）

イジの里」を視察しました。

でした。
また、北陸地方の冬は雪で農業が困難なため、水
田単作地帯となっているところが多いのですが、ＪＡ
白山では園芸作物の安定生産・通年出荷を強力に推
進し、また、冬場は集客が困難であるということも苦
にせず、地場産の農産物加工品についても一工夫加え
た魅力ある商品づくりに果敢にチャレンジしています。

ＦＭ戦略研究会の視察参加記念ショット

ＪＡ白山のＦＭ「よらんかいねぇ広場」は、2015 年６
月 30 日にオープンしました。農家所得の向上と地域の
農業振興に資するという基本理念と事業目的は一般の
ＦＭと同じですが、産直品による地産地消の魅力だけ
にとどまらず、生活店舗の利便性を兼ね備え「食のワ
ンストップショッピング」を求める消費者ニーズにも応え
る、というまったく新しいタイプの店舗として誕生しま

ＪＡあづみの農産物直売所「安曇野スイス村ハイジ

した。
よらんかいねぇ広場の売り場面積は 940㎡で、①野

の里」は、2016 年６月５日にオープンしました。安曇

菜・果物・米・花卉が並ぶ産直コーナー、②エーコー

野スイス村は長野自動車道安曇野インターチェンジか

か
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よらんかいねぇ市場の一工夫加えた加工品「米粉・カレールウ」

き
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【ＦＭ】ファーマーズマーケット戦略研究会 現地研究会報告「石川・長野編」

ら４分ほどと立地条件が良く、地域住民だけではない

2020 年まで全国 47 都道府県を巡る予定とのこと

観光客の利用も期待できます。雄大な北アルプス連峰

ですが、ＦＭ戦略研究会の会員店舗では、11 月 12 日

を望む「ハイジの里」には、安曇野の地元農家が丹精

（土）に愛知県の「ＪＡあぐりパーク食彩村」で開催さ

込めて育てた旬の農畜産物がそろい、毎朝取れたての

れ、12 月 17 日（土）に千葉県のＪＡ千葉みらい農産物

食材が生産者から届きます。売り場面積は 753㎡で、

直売所「しょいか～ご千葉店」で開催されました。ま

試食コーナー（センターキッチン）、イートインコーナー、

た、2017 年２月には、沖縄県のファーマーズ・マーケッ

食育ルーム、北陸からの産直水産物を扱う鮮魚コー

トいとまん「うまんちゅ市場」で開かれる予定になって

ナーがあります。安曇野は山に囲まれているため、新

います。

鮮な魚に対する思いが強く、長野県では商圏を広げる
には魚が効果的といわれているそうです。食育ルーム

▶▶▶トピック（ＦＭ戦略研究会・会員ＦＭ開店情報）

では、親子ソーセージ作り体験や小中学生を対象とし

ＪＡやまがたのＦＭ「おいしさ直売所」は山形市内に

た、安曇野野菜を使った子ども料理教室が毎月開催さ

３店舗あります。年間売り上げ 11 億円、来客数 70 万

れます。市民農園と農業体験農場も来年４月にオープ

人の実績がありますが、そのうちの１つである「おいし

ンする予定とのことです。

さ直売所 南館店」が 2016 年７月 27 日にリニューアル
オープンしました。グランドオープンに先立ち、板垣平
治郎組合長から店舗スタッフへの訓示、花輪健也店長
の朝礼、来賓による店頭でのテープカットが行われ、
朝９時 30 分に開店。２期工事では新たに、店内花
売り場、試食コーナー、ソフトクリームコーナー、精
米や宅配便を取り扱うサービスカウンターが新設され、
都市型店舗らしい、洗練された明るい感じのお店に生
まれ変わりました。
１期工事が完了した４月 27 日のプレオープン時には
駐車場スペースが 14 台分しかなかったのですが、今

ハイジの里の外観（竣工時撮影）

回一気に 60 台分と大幅に拡張整備し、駐輪場も設置
されました。店舗前の渋滞が幾分でも緩和されること
2016 年８月６日（土）に、この「安曇野スイス村ハ

を期待します。

イジの里」で、ＪＡ直売所キャラバンの第１回のイベン
トが開催されました。直売所キャラバンはＪＡ直売所
の魅力を伝え、国産農畜産物の消費拡大や地域活性
化につなげるという狙いでＪＡバンクとＮＨＫプロモー
ションが企画。会場にキャラバンカーを置き、車内で
講師が紹介したレシピで調理し、来場者に振る舞うと
いうもの。
ＮＨＫのテレビ番組『きょうの料理』と『きょうの健
康』で活躍する講師が、キッチンステージで「トマトマー
ボー」と「トウモロコシご飯」の調理を実演し、健康レ
シピと健康のコツを伝授。また、地元安曇野の生産者

おいしさ直売所 南館店の試食コーナー

も登場し、野菜の特徴や育てる上での思い、栽培のこ
だわりについて来場者に伝えました。
【ＦＭ】ファーマーズマーケット戦略研究会 現地研究会報告「石川・長野編」 ＪＣ総研レポート／2016年 冬／VOL.40
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

世界の流れが自分の国を軸にして
こんとん

それぞれが混沌としてうごめいてい

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

ＪＡ活動は常に「和顔愛語」の心で

れます。 途中の葛藤や違和感の克

奉仕活動を絶やすことはありません。

服からも味わえるものです。
昨日より落ち込む今日もあればさ

ます。
そのためにも私たちＪＡ職員が今

入れる国、ＴＰＰ（環太平洋パート

こそ、研かなくてはならない資質が

イナスだ」と落ち込んでいるときに、

ナーシップ協定）を推進する大統領

あります。

よくよく見ると「プラス要 素 が 30

みが

と大反対の次期大統領、 それを見

実存心理学の立場からグローバ

あった！」
「結果はマイナスでも100

て右往左往の国々、 暴走的に核開

ル化を生きるために職員がすぐに研

ではなかった」。 そこに気付けばそ

発に挑む国と阻む国、 人任せの政

くべき資質を提案します。 ＪＡ神奈

のパワーが明日につながるものです。

策や人頼み政策そして行き詰まって

川県中央会での研修において私は、

口先政策だけの国！

しかしなが

資質開発のポイント項目を講義して

遠回りしてでも達成できるのです。

ら、そのような状態であっても各国

います。職員に求められる研くべき

未知への世界に立ち向かう基本が

が連携しながら協力的に結ばれて

資質は「Ｇ・Ｌ・Ｏ・Ｂ・Ａ・Ｌ」の

「達成感」となるのが成長意識です。

いかなくては、 世界大恐慌にたや

６ポイントです！

すく陥りそうな危うさがあります。

と自覚して習慣にすればすぐに研か

ＪＡ活動は、 地域活性化のため
さらにその好影響が拡大して国の

結果的には多少横道にそれたり、

それは、 ちょっ
Ｌ：Law
規則やル ールを厳守する決意で

れるものです。

す。国にも企業にも個人においても

の「地産地消」を念頭にしています。
Ｇ：Grow

お互いに守らなくてはならない強制
成果や成功ば

や拘束があります。軽視はできませ

始めました。まして隣国隣接地へと

かりから得られるものではありませ

ん。 たとえ口約束でも厳守です。

国際的成長に思いを馳 せて「互産

ん。 成長は、 成果のみを求めるの

破ってよい約束などありません。 あ

互消」も明確化されてきました。

ではなく、常に自らの工夫や努力を

なたにとって軽い約束事でも相手に

国内ではもちろんのこと、国際関

素直に認めることです。努力を認め

とって最重要最優先のことかもしれ

係においてもＪＡ活動は最先端に位

ることで「達成感の喜び」が得られ

ません。

置しています。 そのようなグローバ

ます。 進歩に向かい、 ゴール到着

未知に歩調を共にする相手に払

ル化の激化する世界潮流のなかで

に向かう経過の一区切りごとに得ら

う敬意と尊重の証しがあってのパ

繁栄のため「国産国消 」が言われ
は
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らに沈む明日もあります。
「100のマ

難民を拒絶する国と大いに受け
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成長意識です！

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（20）】
グローバル時代を生きる職員の資質―Ⅰ

ートナーシップです。
Ｏ：Original
独創性であり個性です。これは、
自分勝手やワガママ、思い付くまま

そしてさまざまな情報収集と修正力

て内容の成熟度、 精錬度が増して

を備えた行動です。惰性やマンネリ

いきます。苦手な相手ほど、こちら

でもなく、ひらめきや思い付きの行

からの積極的な話し掛けが必要に

動でもないのです。 果たすべき役

なるものです。

割の実践行動です。

だから未来に向かうと自然に躍

とは違います。 自分の価値観を優

重要な物事ほど困難や辛さ厳し

先させ、 したいようにするのではあ

さが多く付いてきます。しかし、実

りません。秩序と好影響をもたらさ

践すればその困難を補って余りある、

ないなら、それはただの悪癖です。

楽しく充実感溢れる結果を得ること

実や事象から素直に認識すること

ができます。

です。自らの立場と役割からどのよ

周囲や仲間に不快・ 嫌悪・ 困

あふ

惑・苦痛・自棄・悲哀・無気力を与

だから未来への努力行動は長く

えず、快適・好感・希望・快労・可

途切れることなく継続するのです。

まず、 グロ ーバル化の流れを事

うに関わり、どのようにその流れに
乗るかを決意することが必要です。
その決意が、 今のあなたの実践活

能性・歓喜・気力をもたらすからこ
Ｌ：Language

そ個性になるのです。

動するのです。

未知を歩むパートナーに惜しみな

積極的な会話の実践です。 相手

く繊細な気配り、 気遣いを向けま

に分かる言葉で、 伝わる表現で、

しょう。

適時適切な場所と時間で適量の会

動をグロ ー バル化へ導く適切水準
の資質レベルに研いてくれるのです。

話をすることです。 コミ ュ ニケ ー
Ｂ：Background

ション、相互の意思疎通です。

あなたが 触れ 合う国や企 業 の

会話の回数が多いほど、 人間関

方々が独自に持っている背景です。

係をより良く強く深い絆にしていき

物事を理解するための条件や人の

ます。 また、 対話の回数に比例し

心理の移り変わりに関係し
ます。
さまざまに取り巻く環境
や刺激の状態によっても人
は変わります。 好意も持つ
し嫌悪も抱きます！

受容

的にもなるし、 反抗的にも
変わります。 それらの背景
と状況を洞察しながらプレ
ゼンテーションをしたり、タ
イミングよく最善策を導き出
すことによって相手は劇的
に好転します。 だから未来
は、より良くなるのです。
Ａ：Action
明確に意図を保持した行
動です。目標、目的、計画、

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（20）】
グローバル時代を生きる職員の資質―Ⅰ
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企

画

総

登録はお済みですか？「ＪＣ総研メールマガジン」
ＪＣ総研 企画総務部

ＪＣ総研では、会員の皆さまに、当総研の組織

や、事業内容および事業成果などにつきましても、

・事業・活動について知っていただくとともに、そ

適宜、メルマガを通じてご報告し、より身近な組

れらを一層活用していただくために、2016 年７月

織であると感じていただけるようにしてまいります。

から新たに、
「ＪＣ総研メールマガジン」の定期配
信（月１回）を行っています。すでに多くの会員の

配信先のご登録を

皆さま方への配信を実施しておりますが、引き続き

現在、本メルマガは、当総研会員のうち、メー

配信先の拡大を図ってまいりたいと考えています。

ルアドレスの登録をいただいている皆さま宛に配

そこで、今号では、
「ＪＣ総研メールマガジン」
について、ご紹介いたします。

信しております。
つきましては、当総研へメールアドレスの登録
がお済みでない会員の皆さまにおかれましては、

定期配信

この機会に、ぜひ、下記までご連絡ください。

「ＪＣ総研メールマガジン」は、2015 年 12 月に

また、本メルマガでは、内容に応じて関係部署

創刊し、約半年間、不定期配信を行ってまいりま

への転送・回付をお願いしておりますが、
「都度、

した。しかし、
「ＪＣ総研の業務について、広報

手間がかかる」
「関係部署が多すぎる」といった場

活動の一層の充実を図るべき」といった会員アン

合は、１会員・複数配信も可能ですので、下記ま

ケートの声などを踏まえ、会員の皆さまとの定期

で併せてご連絡ください。

的な接点としての情報提供ツールの１つとして、今
年７月より、定期的な配信とすることといたしまし

▶「ＪＣ総研メールマガジン」に関するお問い合わせ先

た。

・アドレス登録、アドレス変更についても、下記へ

毎月１回の配信日は、第３火曜日です。この配

ご連絡ください。

信日の設定にあたっては、B to B のメルマガの開

ＪＣ総研（企画総務部）

封率が高いとされている火曜日の 11 ～ 13 時とい

電話：０３－６２８０－７２００

うマーケティング会社（GetResponse 社）が 2013

E-mail:soumu@jc-so-ken.or.jp

年に 3 億通の e-mail から分析した結果をもとに
設定いたしました。
配信内容
もちろん、効果的といわれている日時に配信し
ても、コンテンツが充実していなくては皆さまに読
んでいただくことはできないと承知しています。そ
こで、当総研の業務・活動のうち、
「当総研主催
セミナー」や「図書などあっせん資材」のご案内
など、特に会員の皆さまの関心が高くお問い合わ
せの頻度が高い情報を、タイムリーにご案内する
ようにしています。

ＪＣ総研メールマガジン【 H28.11 月号 】

また、当総研の組織概要（会員構成、役員など）

64

ＪＣ総研レポート／2016年 冬／VOL.40

【企画総務】登録はお済みですか？「ＪＣ総研メールマガジン」

務

編 集 後 記

総胆管結石で15日間入院した。本号制作途中だったため、小川編集総括には大変な迷惑をお掛けした。入院中、体
調が回復してくるに連れて文字への渇望感が高まり、漫画から始まり文庫本へと読み進めるうちに、以前読んだときに見
落としたり忘れていた表現や一文を発見して、ニヤッとすることが多々あった。
なかでも赤塚不二夫の大ヒットギャグ漫画『天才バカボン』は、少年漫画誌に連載していた中期から後期にかけて、意
図的な手抜きやわざと絵を下手に描いたり、さまざまな実験的手法で常識にとらわれない表現の可能性を大胆に試してい
る。そのすごさは何度読んでみても感動的だった。同時に、
「枯れ葉」は枝を離れてヒラヒラ舞い、地上に触れた瞬間に
改名して「落ち葉」になるという繊細な表現を、ある作品の一節で見つけた。窓から見えた紅葉とリンクして、赤塚さんの
観察眼と感性の豊かさをさらに実感してしまった。
池波正太郎の『剣客商売』
『仕掛人・藤枝梅安』といった時代小説もあらためて読み直したが、同ジャンルで未読だっ
かおる

『出世花』の両シリーズも読みふけった。前者は料理がメインだけに退院
た高田郁の女性が主人公の『みをつくし料理帖』
したら……との食欲をかき立てた。後者は入院患者にはやや重い納棺師の話。とはいえ、言葉がとても美しく、やさしさ
に満ちているといわれる高田作品の読後感はほっこりさせる温かい心地よさに満ちていた。
日常だった経済や技術関連の情報から離れるって、結石が取れてさっぱりした体と通じているかのように新鮮な感覚
だった。

（編集スタッフ 加藤文英）

「伝え方」はとても大切 ̶̶ それを実感する出来事があった。あるレストランで友人と食事をしていたときのことだ。隣
の席に座るＯＬ風の２人組から、突然大きな声が上がった。何事かと目を向けると、女性たちは腰を折るようにして笑い転
げている。私の視線に気付いた１人がお腹を押さえながら笑いの理由を教えてくれた。なんとサラダの中に虫が入ってい
て、その虫と目が合い、それがおかしくてたまらない、というのだ。差し出された皿をのぞき込むと、なるほど小さな青虫
が葉っぱの上をのんびりと這っているではないか。虫が苦手な私は卒倒しそうになったのだが、２人の笑いは収まらな
い。そして、明るい笑い声を聞いているうちに、こちらもなんだか楽しくなって、結局４人で大笑いする結果となった。
そこへ、騒ぎに気付いた若い男性の店員さんがやってきた。「何かありましたか？」と心配そうに尋ねる彼に、女性たち
は怒るでもなく「サラダに虫がいるんですけど、虫がこっちを見ていて、どうしても目が合ってしまうんです！」と、たまらな
い、といった感じで吹き出しながら説明している。私と友人は、その様子がほほえましく、またもや一緒になって笑ってし
まった。
立派だったのが店員さんだ。女性４人が笑いの渦に巻き込まれるなか、１人真剣な面持ちを崩さず、
「大変失礼いたしま
した。同じものをお持ちしますか？ それとも別のお料理の方がよろしいでしょうか？」と一生懸命に対応している。そし
て私たちが帰る際には「お騒がせして申し訳ありませんでした。以後気を付けますので、どうぞこれからも当店をよろしく
お願いいたします」と丁寧に挨拶までしてくださったのである。
料理に虫が入っていたという、通常ならば怒り出してしまう人もいる出来事を、面白い話題に切り替えて笑い飛ばしてい
た女性たち。「箸が転げてもおかしいお年ごろ」だからこその反応だったかもしれないが、食事中に怒鳴り声を聞かされる
よりも、よほど気分が良かった。そしてそのほがらかさが、店員さんの真摯な対応を生んだのかもしれない。私と友人は
「楽しい時間になったね」と、清々しさを胸に帰途についたのである。
クレームの付け方、注意の仕方にも礼儀があり、その根底には思いやりが必要だ。相手を傷つけることを目的にすれ
ば、傷は思いのほか深く大きく残り、問題の解決が遠くなる。聞いている他人だって気分を害され、誰も得をしない。「伝
え方」によって、結果が良くも悪くもなることを身近で知る機会になった。底抜けに明るい女性たちに感謝だ。
（基礎研究部 主席研究員 小川理恵〈編集総括〉）

ご意見・ご感想をおよせください
『Ｊ C 総研レポート』は、一般社団法人Ｊ C 総研の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した
誌面づくりに役立てていきたいと考えております。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。
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No.1

企業の農業参入

地域と結ぶ様々なかたち

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

No.12

ダイナミックに展開する
ヨーロッパの農業協同組合
和泉 真理 著 石田 正昭 監修

再生可能エネルギー
農村における生産・活用の可能性をさぐる

No.2
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

榊田 みどり・和泉 真理 著 鈴木 宣弘 監修

No.13

西山 未真 著 小田切 徳美 監修

地域サポート人材による農山村再生

No.3
No.14

水田利用の実態

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

我が国の水田農業を考える

No.4

大学・大学生と農山村再生

星 勉・小沢 亙・吉仲 怜・大仲 克俊・安藤 光義 著

中塚 雅也・内平 隆之 著 小田切 徳美 監修

移住者の地域起業による農山村再生

No.5

それを支える地域と制度

和泉 真理 著 市田 知子 監修

筒井 一伸・嵩 和雄・佐久間 康富 著 小田切 徳美 監修

No.6

「食」と「農」を結ぶ

No.15

ヨーロッパ農業の多角化

心を育む食農教育

中山間直接支払制度と農山村再生

No.16

橋口 卓也 著 小田切 徳美 監修

森 久美子 著

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

ＥＵの直接支払制度と日本への示唆

最 新 刊

No.17

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著 星 勉 監修

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

ヨーロッパの先進農業経営

経営・環境・エネルギーの持続性に挑む
和泉 真理 著 村田 武 監修
先進的農業経営というと「規
模の経済」の発揮にばかり目が
向きがちだが、ヨーロッパの先
進的農業経営は、家族農場だけ

岸上 光克 著 小田切 徳美 監修

ではなく企業的農場でさえも、

No.10

農村女性と再生可能エネルギー

経営・環境・エネルギーの持続
性を目指して経営を多角化し、
地域にも貢献するような農業を

榊田 みどり・和泉 真理 著 岸 康彦 監修

営んでいる。イギリスとドイツに

No.11

農業収入保険を巡る議論

おける先進的経営の事例は、多
様で資源の限られた日本で農業
経営が発展するための方向を示

我が国の水田農業を考える

星 勉・吉井 邦恒・鈴木 宣弘・姜 薈・石井 圭一・安藤 光義 著

唆している。
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