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協同組合攻撃に対する連携強化を
ＪＣ総研
代表理事理事長
ふ

じ

し げ

お

冨士 重夫

2016 年 11 月に出された規制改革推

なかったわけであるが、そもそも意見の

進会議の「農協改革に関する意見」は、

根底にある方向性、目指すべき社会の

作者の本音が露骨に出ていて、図らずも

姿、地域が必要としていることや、価値

邪 な考えが分かりやすく表現された文

観とまったく違う考え方である。協同組

章となった。

合の本質的な性格や特徴を、無知を装

よこしま

・

・

秀 逸だったのは「改革が進展しない

いながら否定するという、株式会社主

場合は国が第二全農を設立するべき」と

義、グローバル主義、新自由主義によ

いう部分である。民間組織である相手

る徹底した協同組合への攻撃であると

に改革を促すという姿勢など微 塵 もな

いうことを認識して、協同組合陣営が連

い、官僚・政府が何でもやらせることが

携して論戦する必要がある。

み じん

できるのだから、言われたとおりに従え

2016 年 11 月には、ユネスコが「協同

という。政府審議会関係の文書で、国

組合」の思想と実践を世界無形文化遺

家権力を振りかざして脅し、強迫すると

産に認定した。認定理由は、2012 年の

いう姿がストレートに出されていたこと

国連の「国際協同組合年」の設定とほぼ

は、まさに驚愕であった。

同主旨である。

きょうがく

そして、農協を組合員が共同保有する

世界の潮流は格差社会、環境悪化、

法人であるという協同組合の本質を無視

コミュニティーの喪失といった現代社会

し、株式会社と同じように組合員から選

の病理を救済する１つの手法として「協

択される１つの業者と扱い、組合員との

同組合」の実践が重要だとの認識に基

共同経済行為である共同購入、共同販

づいて行動しようとしているなかで、わ

売を否定している部分。すなわち、
「農

が国は真逆な方向感を目指しており、そ

協は農業者から選ばれるサービスを提

の言動は異様である。

供する主体であり、農協以外の者とのイ

2017 年４月１日から、これまでＪＡ全

コールフッティングを確保すること」
「全

中が担ってきたＪＪＣ（日本協同組合連

農は仕入契約の当事者とならない」
「購

絡協議会）
、ＩＹＣ記念事業組織の事務

買関連部門をメーカー等へ譲渡・売却す

局をＪＣ総研が直接担うことになる。

べき」
「委託販売をやめ、全 量買取販

これを契機にして、日本の協同組合

売に転換」という意見に露骨に表れてい

陣営が逆風にさらされ、協同組合への

る。

攻撃を仕掛けられているという認識を共

このような規制改革推進会議の意見

有し、組合員、役職員教育を踏まえた

に対し、ＪＡ組織以外の学者、有識者、

組織内の意識喚起の取り組みや、組織

自治体関係者、政治家など多方面から、

外への理解を求める行動、そして協同

マネジメントやガバナンスへの過剰な介

組合法制の課題などに、これまで以上

入、自立・自律の組合自治 への侵害、

に、より一層、協同組合間連携を強化

憲法違反など多くの指摘や抗議が発せ

する具体的な実践運動を展開していくこ

られた。

とが、必要になっている。

そのとおりであり、規制改革推進会
議の意見は、そのままの形で与党を通ら
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巻 頭 論 説 １

新自由主義の呪縛からの
解放を！

〜規制改革推進会議の
﹁意見﹂に思う〜

１．はじめに
周知のように、政府の規制改革推進会議（農業ワー
キング・グループ ）が昨年（2016 年）11 月 11 日にまと
めた「農協改革に関する意見」
（以下「意見」）は、各
方面に大きな衝撃を与えるものであった。そこでは、
①生産資材、②農産物販売、③全農等の在り方、④
地域農協の信用事業の負担軽減等、⑤農業者の自由
な経営展開の確保等の５項目について提言が行われ、
全農に対して共同購入の窓口に徹する組織に転換し仕
入れ販売を行わないことや、委託販売を廃止し全量買
い取り販売を行うことを求め、場合によっては第二全
農の設立を促すこととされた。地域の総合農協に対し
ては、
「農産物販売に全力を挙げられるようにするため」
に、信用事業の農林中金への譲渡を積極的に推進す
るよう促した注１）。
その後示された「農業競争力強化プログラム」にお
いては、第二全農の設立や信用事業の農林中金への
譲渡問題は盛り込まれず、全農の「生産資材の買い方」
および「農産物の売り方」の見直しという表現でまとめ
られた。こうして「意見」をめぐる激震は、とりあえず
は落ち着いた格好となったが、ことの本質はまったく解
決していないと思う。
なぜならば、一つは、そもそも最近のわが国の政策
決定が、まずこの種の会議体が極論を提起して̶̶ む

き た が わ

北川 太一

しろ 見えざる力

が提起させて、マスコミや経済・

ビジネス系雑誌を利用して国民を扇動していると言っ
た方が正しいのかもしれないが ̶̶、その後は関係者
の「交渉」で着地点を見出すという手法が常態化しつ

た

つあり、こうした政策決定手法とそれを許す政治的構

い ち

造を打破しなければならないことである。
あと一つは、
「意見」の背景には「新自由主義」の考

福井県立大学
経済学部
教授

え方が厳然と存在しており、この考え方の問題点を冷
静に批判・検討した上で「協同」の思想を中心に据え
注１）
「意見」をめぐる批判的検討を行ったものとして、例えば、
『農
村と都市をむすぶ』
（全農林労働組合）2017年２月号の特集「日本
農業解体への片道切符̶̶規制改革推進会議の農業・農協改造提案
をめぐって」がある
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た対抗軸を示さない限り、同じようなことは今後も起こ

基盤整備の推進、 さらには遺伝子組み換え技術や農

り得るということである。

薬の研究開発などバイオテクノロジー技術の開発・活

そこで本稿では、主に後者の問題を念頭に置きなが

用）という「四つの革命」の重要性を説いた注２）。

ら、これまでの経過を若干振り返りつつ、新自由主義

そして、 このことを実現するために叶氏は、 農協間

の考え方の問題点と限界、協同組合の可能性と目指す

の競争こそが農家の利益を最大にするという認識に

べき方向について考えてみたい。

立って、主に次の３点を農協に求めた注３）。
ⅰ

２．
「農協批判」の嚆矢としてのNIRA提言

農家が加入する農協を自由に選択できるように
すれば、農協の事業・経営能力の向上が期待で
きることから、農協のゾーニング規制を撤廃する。

そもそも、 今回の「意見 」の前提にある「攻めの農

ⅱ

農協購買事業における独占的性格を排除し、 農

業」の考え方は、2014年５月に「規制改革会議（当時）
」

協とアグリビジネス企業とが競合する市場を形

の農業ワーキング・グループによって示され、翌年の農

成する。

協法改正の引き金にもなった「農業改革に関する意見」

ⅲ

協同組合原則は農家が均質である場合に成立す

からの流れをくむものである。そこでは、
「競争力ある

るものであって、 農家の階層分化が進んだ段階

農業、 魅力ある農業を創り、 農業の成長産業化を実

では原則に基づいて農協を運営することは適切

現する」ことが目標であるとされ、 そのために中央会

ではない。 したがって、 専業的農家を組織した

制度の廃止や全農の株式会社化、 単協も含めた組織

専門農協と、 兼業農家も含めた地域住民を対象

形態の弾力化などを提言したことは記憶に新しい。

に組織する地域農協を併存させる。

さらに、 この種の提言が出るたびに思い出されるの
は、1980年代における農業・農協改革をめぐる議論で
ある。 実は、 農協の組織や事業方式に対して解体的

３．単純なロジックの背景にある「新自由主義」

な改革要請を行うことを求める「農協批判」は、 何も
今に始まったことではない。1980年代といえば、
「国

確かに、 しばしば指摘されているように今回の「意

際化農政 」の名のもとで財界を中心とした各方面から

見」の狙いが、地域の総合農協から協同組合の衣を外

の農業・農政改革に関する提言圧力が流布した時代で

して農業専門事業体に転換させること、 さらには全農

（
『農業
あるが、 その嚆矢となったのが「NIRA提言」

を解体的に再編することが目的になっているという点

自立戦略の研究 』 総合研究開発機構＜NIRA＞、

では、1980年代当時の状況や問題構造とは異なるも

1981年）であった。

のであろう。 しかし、 そこで主張されている内容は、

そこで中心的役割を果たした叶芳和氏は、 日本農

いずれも日本の農業は「成長・輸出型産業」になれる

業を「保護主義 」でも「国際分業論 」でもない「第三

といった幻想を抱かせながら、 そこに貢献できる農業

の道」、すなわち日本農業を「高生産性農業」として確

専門的な事業体を作ること、そのためには各種の規制

立して国際競争力を備えた成長・輸出型産業を目指す

を撤廃し、 購買事業を改め、 組合員構成を特定の農

こと、 そのためには農業分野において「市場革命 」

業者に絞り込むことが必要であると説く点では昔も今

（価格支持・生産調整政策の撤廃と流通自由化）
、
「土

も共通しており、極めて単純（一見、分かりやすくて明

地革命」
（農地利用権の集積による大規模農家の育成
と兼業農家の離農促進）、
「人材革命」
（高い技術水準
を具備し、 かつマネジメント能力に優れた人材の農業
分野への参入促進）、
「技術革命」
（直播技術の向上や

注２）叶芳和『農業先進国型産業論

日本の農業革命を展望する』日

本経済新聞社、1982年、103 〜 123ページ
注３）同注２、262 〜 263ページ
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快）である。そして、こうしたロジック（理屈 ）の背景

し難いものとして映る。さらには、立場を超えて一人ひ

にあるのが「新自由主義」の考え方である。

とりを大切にする理念に基づく１人１票制を疑問視し、
准組合員制度を廃止して特定のプロ農家のみを対象に

（１）新自由主義の考え方と人間観

した農業専門事業体の設立を求める。こうして出来上

そもそも新自由主義とは、個人や企業が自身の利益

がった事業体が機能を発揮するためには、事業利用の

（私益）を追求するために、他と競争しながら自由な経

選択化や組織（企業 ）形態の弾力化をはじめとする自

済活動を行えば（言い換えれば、政府の役割・介入を

由度を増す必要があり、 地域の農協に「介入・指導」

最小限にとどめて、 規制を緩和して自由競争を行える

を行うと見なす中央会を廃止することや、
「強制的」な

条件を整備すれば）、個々の経済主体、ひいては社会

事業利用を見直すために系統利用を否定して全農を株

全体に最大の利益がもたらされるとする考え方である。

式会社化することなどが主張されることになる。

このことが成り立つための条件は、 各経済主体の
「合理的行動」である。つまり、生産企業・供給者は

（２）行き詰まりを見せた新自由主義に基づく
経済政策

できる限り費用を抑えて自らの利益を追求する一方で、
商品やサービスを求める需要者も価格の動向を見なが

ところが、新自由主義の考え方は、一般の経済政策

ら購入量を決める。このことによって「市場の調整メカ

として行き詰まりを見せていることもよく知られている

ニズム」が自ずと働き、供給者と需要者の双方が満足

事実である。 いわゆる「市場の失敗 」
（市場の調整メ

する安定的な状態に到達する。つまり、政府が介入し

カニズムが機能しないこと）による公害問題、 規制緩

なくても市場の調整メカニズムが働き、 顔の見えない

和の弊害としての労働・ 雇用条件の悪化、
「小さな政

供給者と需要者が価格の情報をもとに供給量や需要

府」を実現して官僚の権限を小さくしたものの、 腐敗

量を決定することで、個々の経済主体や社会全体に利

が減るどころか天下りや政府・ 政治とビジネスとの癒

益や満足がもたらされると考えるのである。そしてこう

着といった問題が発生している。 さらには、 各方面で

したロジックの前提をなすのが、人間を合理的な行動

の格差問題の顕在化は富めるものと貧しいもの、都会

をとる存在として見なす画一的な人間観であり、このこ

（まち）と地方（むら）
、生産者と消費者といった区別を

とこそが新自由主義の第一の問題である。

助長し、さまざまな対立を生むに至っている。いわゆる

しかし、 こうした考え方がわが国の農業・農村の展

「結果の平等」ではなく「機会の平等」を重視する新自

望を描く上で相いれない点が多く存在することは明ら

由主義に基づく経済政策が、こうした格差問題に拍車

かである。 例えば、 農業の担い手は民間企業の参入

を掛けている注４）。

を促しながら大規模で企業的な農業経営体が少数存

そこで、新自由主義の第二の問題点として、新自由

在すればよい、という主張がある。そこでは、これま

主義は経済的な価値（富）を生み出すことには最大限

での「制度」
（法律および長年大切にされてきた社会的

に関心を示すが、生み出された価値をいかに「分配」

なルールや慣習も含む）を既得権益と見なし、これら

するかについての問題にはほとんど関心を示さない

の即時撤廃を促すことによって多様な価値観や地域の

（考慮に入れていない）ことが指摘できる。各種の規制

風土を否定し、 ありとあらゆるものを平準・画一化す

を撤廃し、自由な経済活動を行う条件を整えて合理的

ることが望ましいとする。

な人間に「機会」を提供すれば、能力のあるものが力

そして、 ごく少数に限定された大規模で企業的な農
業経営体を構築するためには、 小規模で農外収入に
依存する兼業農家を正組合員とし、その一方で所有す
れども耕作しない土地持ち非農家や農地を持たない准
組合員が過半数を占める地域の総合農協の存在が許

4

注４）新自由主義政策の限界や行き詰まりを実証したものとして、
服部茂幸『新自由主義の帰結 ̶̶ なぜ世界経済は停滞するのか』岩
波新書、2013年、同『アベノミクスの終焉』岩波新書、2014年、
がある。本稿における新自由主義の考え方も、これらの書によると
ころが大きい
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を発揮する。 貧しいものに「結果 」を与える生活保障

わらず、 多くの飢餓人口を抱えて貧困の問題が起こっ

を行うことは、ますます働かなくなるものが増えると見

ているという事実は、 まさに一定の富の創出は実現し

なす。そして、能力のあるもの（大都市と置き換えても

たにもかかわらず、 分配の問題が機能していないこと

よい）が大いに富を蓄積することで、貧しいもの（地方

にほかならない。現代においては、新自由主義の呪縛

と置き換えてもよい）を牽引し自然とその恩恵が行き

から人々を解放し、一人ひとりが生き生きと暮らせる安

渡ると考える（いわゆる「トリクルダウン仮説 」）。 繰り

定的で豊かな地域社会を目指すことが求められている。

返すと、新自由主義の考え方は、経済的な価値の創出

そのためには、新自由主義が有する限界を理解し、そ

こそが重要であり、たとえ特定の主体や個人に富が偏

れを克服するための活動や仕組みを、地域社会のなか

在していても総体としてそれが最大化していればよく、

に育むことが極めて重要になる。 このことに貢献する

分配の問題はほとんど考慮に入れられない。これでは

ことこそが、 この世に協同組合が存在する証し（アイ

格差問題が生じるのも当たり前である。

デンティティー）である。
（ ２）
「貨幣的経済」と「非貨幣的経済」

４．新自由主義に相いれない協同組合の理念

この点に関連して、早い時期からアメリカにおいて成
熟化した産業社会の成功の裏には、犯罪、環境汚染、

（１）協同組合の人間観と事業の仕組み

貧富の格差などの問題が発生していることを指摘し、

このように新自由主義の考え方の問題点は、人間を

経済成長至上主義に対して警鐘を鳴らしていたのが、

合理的行動をとる画一的な存在として見なしているこ

Ｈ.ヘンダーソンである。彼女は、社会の構造を「貨幣

と、そして富の創出・蓄積を最重視し分配の問題をほ

化され経済統計で示される部門 」
（貨幣的経済 ）と

とんど考慮に入れないところにある。これは、協同組

「貨幣化されない利他的部門」
（非貨幣的経済）からな

合がロッチデール原則以来長きにわたって大切にして

るとし、 さらに前者を①「私的・民間部門」と②「公

きた、一人ひとりを尊重し、お互いさまの心で助け合い、

的部門」
（国家、行政）に、後者を③「社会的協調部

参加・運営を促すという考え方、さらには物ごとを区別

門」
（人と人との互恵的関係）と④「自然・資源部門」

して対立を煽るのではなく両者をつなぐことによって多

という４つに分けて描いた（表参照）
。

様性を認め合い、多少立場や考え方が違っても共通す

そして、 経済成長至上主義の考え方は貨幣的部門

る思いや願いの実現を目指すことと極めて対照的であ

のみに焦点を当てているが、それらの部門は、非貨幣

る。

的部門を基盤として成り立っていると同時に、 貨幣的

また、機会の平等を前提として競争を通した人間の

部門が生み出すさまざまな「厄介な問題 」
（大気汚染、

努力を促して、単一専門的な利益を求めるのではなく、

廃棄物など ）を、 非貨幣的部門が経済統計上では表

結果の平等にも配慮しながら、複数の事業を営むこと

れない費用（社会的コスト）として負担していることを

の相乗的な利益を求めていくことも協同組合事業の特

指摘したのである。

質である。 このように新自由主義の考え方（前提 ）と

協同組合は、 一人ひとりの仲間を大切にしながら、

協同組合の理念（目指すべき方向 ）や事業方式とは相

家族や地域社会で展開される互恵的な活動を育み、

いれない点が多い。

それを事業として応援する。 さらには、 活動を小さな

５年前、国連が国際協同組合年と定めた背景には、

事業として起こし発展させながら、組合員のくらしの向

世界中で食料問題をはじめとする貧困問題が依然とし

上や組合員が居住する地域社会を豊かにしていくこと

て存在しており、 それを解決する仕組みとしての協同

を目指すものである。とりわけ農協や漁協、森林組合

組合に注目が集まったことがあった。農業生産技術が

など第１次産業の営みを大切にする協同組合は、人と

発達し一定程度の食料生産の増大が見られたにもかか

自然との関わりを尊重しながら事業や活動を展開する
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日々の活動を通した教育（共育）
活動の展開が重要になる。 信頼
に基づいた組合員同士の関係、
協同組合と組合員・ 地域社会と
のつながりの関係を、 学びの活
動を通して再構築することが必要
である。 以上、 第一と第二の点
を別の言葉で表現するならば、
活動と事業のつながりをもう一度
取り戻すということになる。
第三に、 あらためて日本農業
の将来展望を描くことである。農
業は、 新自由主義の考え方に基
づく単純な成長産業論に位置付
けられるものでは決してない。
先に確認したように「意見 」を
はじめとする農協に対する改革要
ところに特徴がある。また、農林漁業が有する多面的

請は、多様な農業には目もくれず大規模化・企業化の

機能の維持、 農林地や海の管理など公共的な役割も

みを優先した農業構造改革が前提になっている。しか

担っている。このように考えると、まさに協同組合は、

し、ＪＡグループが食と農を結ぶことや「食と農を基軸

貨幣経済と非貨幣経済的な２つの領域、より正確には、

とした地域に根差した協同組合」を主張するのであれ

民、公、互恵（人と人の結びつき）、自然・資源という

ば、こうした成長産業論に対峙する日本農業の姿と、

４つの領域に串を刺し、領域同士のつながりを創る存

それを実現していくための道筋をあらためて示す必要

在としての役割がある。

がある。そのためには、食（くらし、食卓 ）の視点か
ら農業を応援すること、 食や農に関心を寄せる人たち
が積極的に農協に関与する仕組みを作ることが、将来

５．今、何に取り組むべきか

的には農業の担い手の育成につながる可能性を有し、
農業・農村の発展を促す上で有益であり、ひいては、

新自由主義への対抗軸を協同組合セクターが実践を

協同組合本来の目的であるくらしの向上や地域の課題

通じて示すこと、 このことによって新自由主義の呪縛

解決につながっていくことを鮮明に示すべきである。

から解放することが必要である。そのためには地道な

「真に農業者の立場に立った改革」を加速化させるため

ことではあるが、 次の諸点に粘り強く取り組むことが

の農協の役割は、
「１円でも多く生産者手取りを確保

求められている。

し、１円でも安く良い資材を供給する」ことだけではな

第一は、くらしの視点の重視である。くらしを改善し、

6

いはずである。

よりよく生きたいという願いから誕生した協同組合の原

第四として、地域の公益的な領域に農協が積極的に

点を確認し、くらしに根差し組合員のニーズに適った協

アプローチすることも重要である。協同組合の事業の

同組合らしい事業や活動を展開することである。

目的が組合員の「共益 」の追求であるとするならば、

第二は、 学びを通じてつながりを作るという視点で

さまざまな活動を通じて、 地域の住民やそこに存在す

ある。 協同組合の理念を共有し実践していくために、

る資源・環境へのアプローチなど「公益」を追求してい
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くことも必要である。 新自由主義の行き過ぎによる地

たちに都合の悪い人たちを敵に仕立て上げて排除する。

域課題の噴出は、 農協が積極的に地域の公益的な領

これ自体は、 協同組合が大切にしてきた人間観とは

域にアプローチすることが、 組合員・メンバーの共益

真っ向から対立するものであり、 人間を合理的な存在

を守ることにつながる構造をより強くするはずである。

として画一的に見なす新自由主義の人間観とそれほど

農協批判、 協同組合否定の主張（誤解 ）は、 協同

変わらないのではないか。決してそうではなく、一人ひ

組合が農業者や漁業者、消費者といった特定の人たち

とりを尊重し、お互いさまの心で助け合って生きる。人

のための利害者集団であると画一的に決めつけ、協同

と人との互恵的なつながりを大切にして、 経済性や効

組合が行う事業を貨幣的経済としてのみ取り扱う「ビ

率性に偏重せず、 お金というモノサシだけでは測るこ

ジネス」と同列に見なす点にある。しかし、2012年の

とができない価値にも光が当たる社会を創ることこそ

国際協同組合年のスローガン（「協同組合がよりよい社

重要である。 その実現のために、 協同組合が果たす

会を築きます 」Co-operative enterprises build a

べき役割は実に大きい。

better world ）にもあるとおり、 協同組合は組合員の
利益を追求することのみを使命とはしていない。 協同
組合の事業は、決してそれ自体が目的ではなく、私た
ちの思いや願いを実現するための手段である。民間の
企業が行うビジネスと同じように見えても、その根っこ
には組合員のくらしの要求（ニーズ ）に基づき、１人で
は実現困難なことを顔と顔が見える関係を重視しなが
ら活動を展開し、職員が協働しながら大きな力に変え
ていく、すなわち「非貨幣的経済」が存在しているとこ
ろに、協同組合事業の特性がある。
アメリカにおけるトランプ大統領の誕生は、 しばし
ば指摘されるように、確かにこの間の新自由主義政策
の行き過ぎがもたらした歪みや弊害に対する批判の表
れであろう。 しかし、 一人ひとりの多様性を認めず、
自分たち（自国）さえ良ければと国境に壁を作り、自分
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巻 頭 論 説 ２

協同組合の価値・役割を
日本社会でさらに広げていくために

〜政府規制改革推進会議の意見など
農協グループへの圧力にどう対抗していくか〜

わ

和田 寿昭

ＪＣ総研より、政府の規制改革推進会議の提言に
関し、自由に書いてほしいと依頼を受けた。農協法改
定の議論が進むなかでＪＡ全中が開催した「農協改革
有識者会議」の委員として参加したことや、日本協同
組合連絡協議会（ＪＪＣ）の会合などで政府が進める
農協改革へ懸念表明の論議に関わってきたことなどか
ら、今回の依頼となったようだ。
本題に入る前に、昨年末にうれしい知らせがあった。
ユネスコ無形文化遺産の代表一覧表に「協同組合に
おいて共通の利益を形にするという思想と実践」が登
録された。協同組合で働いている者として誇りに思う。
協同組合が誕生してから約 170 年の間、協同組合
は人々のくらしの向上に大いに貢献してきたし、これか
らも未来に向けて貢献していくことが期待されている。
日本においても協同組合の事業をさらに大きくしてい
かなければならない。
最初に書いてしまうが、私が求める農協や各種協同
組合の将来像は、
「生活者のくらしの主要な分野で総
合化・専門化し、生活者のくらしの向上と日本の経済
を担う重要な事業体として国内のシェアを高め、協同
組合がなくてはならない存在として社会に認知される」
存在となることにある。
こうしたことは簡単には実現はできないが、農協を
はじめ多くの協同組合、非営利セクターが大同団結し、
お互いの強みを生かし、弱みを克服することで展望は

だ

切り開かれる。後述するがイタリアの協同組合同盟の

と し あ き

事例は参考になる。イタリアでは協同組合全体の事業

日本生活協同組合
連合会
専務理事

8

１．はじめに

を合計すると国内総生産（ＧＤＰ）の約７％を占め、小
売業だけでも 20％近いシェアを持っている。イタリア
の協同組合組織には、危機感を共有し、考え方の違
いを乗り越え、大同団結しようとしている事例がある。
今回の政府の規制改革推進会議の提言から見えてく
る問題点などを検証しながら、上記の方向性の背景や
具体策について私の意見を述べていきたい。
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２．この間の農協改革への私の意見

国際協同組合同盟（ＩＣＡ）は、世界の協同組合に
ついて、株式会社と異なり、リーマン・ショックなど経
済危機にあっても事業を成長させ、 人々のくらしの向

（１）農協法の改定

上に貢献してきたと主張している。 今日の資本主義社

今回の規制改革推進会議の提言の問題に入る前に、

会において、株式会社の役割を否定するものではない

2016年４月に施行された農協法の改定問題に触れてお

が、 世界では協同組合が社会・経済の持続可能性を

きたい。

促進し、 生活者のくらしの向上などに大いに貢献する

私が、今回の農協法の改定で特に問題と感じている
点は以下の２点だ。

など「助け合い、分かち合い」の組織である協同組合
の存在意義は高まっている。 ＩＣＡがブル ープリント

第一に、改定前の農協法８条には「組合は、その行
う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉

（協同組合の10カ年計画 ）で示した「法的枠組み」は
重要な提起である。

仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を

一方で日本や韓国で進みつつある非協同組合化の

行つてはならない」という協同組合に共通する目的規

動きに加え、 他の国でも金融関連の協同組合で資本

定があった。 今回の改定でこの条項が削除され、 新

調達（増強）のため株式会社からの出資を受け入れる

たに第７条として、農業所得の増大に最大限配慮する

ような制度を整備しているところもある。今後とも非協

とともに、 的確な事業活動で高い収益性を実現し、

同組合化の動きは注視していかないといけない。

農業者などへの事業利用分量配当などに努めることが

日本農業の発展にとって、生産・流通・加工などを

規定された。これは、助け合いの組織である農協を、

担う事業体は、株式会社がいいのか、協同組合ではだ

株式会社のように利益追求のための事業体に変えてし

めなのか、これからの農協改革の真価が問われている。

まいかねない重要な問題を含んでいる。

以上、今回の農協改革で問題にしたい点はまだまだ

協同組合は、自発的に組織された自主的な団体であ

あるが、 大きく２つの点について述べてきた。 非営利

り、 そもそも協同組合原則にあるように営利を目的と

の否定、 非協同組合化という問題は、 他の協同組合

せず、組合員への最大奉仕を目的とした事業体である。

にとっても重要な問題として受け止めておかなければな

所得の増大の中身は組合員のくらしの向上そのもので

らない。

あり、組合員への最大奉仕でなくてはならず、もともと
農協法の目的規定に含まれる概念である。しかし、非

（２）規制改革推進会議の提言に関して

営利の規定を削除し、所得の増大だけを取り上げて農

自民党農林部会（部会長・小泉進次郎衆議院議員）

協の目的にしてしまうと、 優先課題は株式会社と同様

での議論をふまえ、2016年11月に政府の規制改革推

利益確保（所得増）となり、組合員同士の助け合いの

進会議が「農協改革」を提言した。このなかでは、肥

理念がないがしろにされかねない。

料価格を引き下げるため「少数精鋭の組織に転換 」

第二に、非営利規定を削除する一方、
「株式会社や

「機能統合、業務の効率化、人員配置転換」など合理

生協等への転換」ができる規定も盛り込まれた。これ

化を推進せよ、さらに、農産物の委託販売をやめ、リ

は「できる」規定であるので、 それぞれの農協が選択

スクを負った買取販売への転換を全農に迫った。全農

可能ということだが、
「非協同組合化」を促している。

は、 農産物の流通と農業資材の提供といった経済事

農協のあり方議論から提起されていることではあるが、

業を担当しており、 私たち生協の組織のなかでは商品

他の協同組合にも波及する可能性がある。お隣の韓国

を共同調達し、 商品企画や物流を担う事業連合の機

では、 米韓自由貿易協定（ＦＴＡ）を締結した以降、

能に近いものがある。 市場競争中では資材などの価

韓国農協が実施していた共済事業が2012年に保険会

格引き下げの努力をするのは当たり前である。 全農は

社に転換させられている。

民間の事業者であり、 その民間事業者に対して政府

【巻頭論説２】協同組合の価値・役割を日本社会でさらに広げていくために
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が法律を変えてでも事業内容を変えてしまおうとする

た助け合いの組織をどう改革するかは、組合員・生産

動きに強い懸念を持たざるを得ない。生協でも生産者

者の自主性に委ねるべき問題である。農協に対して社

からの委託販売なども当然行っているし、一般の商社

会からの批判はあってもいいが、上からの圧力で無理

でも行っていることをなぜ全農はやってはならないのか、

やり変えるような行為は、まさしく協同組合の自主性・

まったく理解ができない。 結果的には、 あまりにも道

主体性を損なう行為である。

理を外れた無理な要請だという点で多くの与党議員に
も理解されたようで、規制改革推進会議の意見は大幅
に見直された。

（３）総合農協（地域総合協同組合）の必要性
農協法のもとで農協は、 組合員のくらしに必要な事

私たち日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）に結集する

業をほぼ網羅できるほど多様な事業の展開が可能であ

団体は、インド・ニューデリーで開催された国際協同

る。農産物などの生産、流通、加工、販売はもちろん

組合同盟アジア太平洋地域の総会の期間中（2016年

のこと、 エネルギーの仕入れ・販売（灯油、 ガソリン

11月18 〜 19日）に、ＪＡ全中からの
情報をもとに議論し、今回の規制改
革推進会議農業ワーキング・グルー
プの「農協改革に関する意見」に遺
憾表明を行うべく協議した。この地
域総会の場でＪＡ全中から発言がさ
れ、 地域総会として日本への支援
決議を採択していただいた。 国内
外の協同組合関係者の支援には本
当に感謝したい。
こうした政府の農協・全農への対
応を見ていると、 政府としては本来
「日本の農業をどのように発展させ
ていくか」という議論を行うべきも
のが、農協（協同組合）の組織が日
本の農業の発展を阻害しており、
農協を変えれば農業が良くなるかの
ような、 農業＝農協問題となってい
るように感じる。 本質的にはここが
一番の問題だ。 農協は組合員の自
発的な組織であり、 農業に従事す
る組合員への最大奉仕が農協の本
来の目的である。 政府は、 日本の
食料・農業政策の強化、生産者の
所得向上（生産性向上）を図ること
に努力すべきであって、農協（協同
組合）という、生産者自らが組織し
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など）、医療・介護、金融、共済など、農協法ではく

に全農もしくは単位農協は一部のホームセンターと提携

らしに必要な事業であれば何でも実施できる。総合的

して農家に提供することも検討すべきであろう。

な事業展開に加えて、員外利用は２割まで認められる

単位農協における経済事業は赤字のところが多いと

など弾力的な運用もされている。消費生活協同組合法

聞く。共済・信用事業の利益から赤字を補塡している。

（生協法 ）のもとで生協は、員外利用に関しては厳しく

生協は、 生協法が制定されて以来約60年ぶりに2007

制限されてきたし、 共済を図る事業としての貸付はで

年生協法改定で本体事業と共済事業を分離し、 リス

きるが、 預貯金の受け入れはできない。 また2007年

ク遮断を図った。共済事業の健全経営という面では一

の法律改定で共済事業が購買事業と分離して運営し

定の効果はあるが、 会員生協や日本生協連との一体

なければならなくなっている。 こうして比較してみても

感が弱くなっていないかという危機感を持っている。

農協法は魅力的な法律だ。

農協の運営上も共済や信用事業などを分離せず一体

これからの日本社会を見渡すと、 中山間地はもちろ

のものとして運営されることが望ましい。

んのこと都市部でも買い物難民や高齢者が生活しづら

経済事業や営農事業がなぜ赤字構造であるのか。

い地域が増えていく。原因は人口減少による過疎化で

この分析と対策が課題だ。 共済事業の利益の還元は

あるから、 そうした地域の生活インフラを市場競争の

原則共済利用者であるべきだ。競争環境からしても、

なかで構築するのはそもそも無理な話である。 こうし

共済掛け金の引き下げ（利用高割り戻しを含む）や共

た地域では、 地域行政と連携して総合的に事業展開

済商品の充実に利益を配分することを基本にすべきで

できる組織（事業体）に頼ることとなる。 その場合に

ある。 経済事業の赤字構造は、 生産・流通・販売な

まず指名されるのが農協であろう。農協を軸に地域を

どにおいて商社や大手農業法人などとの競争力を低下

支える諸団体（生協を含めて）が連携し、得意分野を

させる。 経営基盤が弱く、 利益を確保していかなくて

発揮して地域を支える姿が望ましい。 だからこそ、 総

はならず、各商品の価格引き下げにも対応ができない、

合農協は農業だけではなく、その地域にとっては地域

というような悪循環となってはどうしようもない。

総合協同組合としての役割が期待されている。

農協改革では、生産者の所得向上はもちろんだが、
単位農協の経済事業部門の損益改革や効率改善は最

（４）農協の経営改革は待ったなし

重要課題である。

一方、 農協や全農の側にも経営改革の遅れや生産
者への生産資材供給などに問題があるのではないか。

（５）准組合員問題

生協の事業連合は、 会員生協に向けて、 競合他社と

准組合員問題では、 第一にＪＡグループ内でさまざ

価格を比較し、 より良い条件を提示して利用結集して

まな議論があるようだが、 前述したように、 総合農協

もらうよう最大限の努力を図っている。 日本生協連が

として共済や信用事業も一体のものとして運営するた

企画し会員生協に供給しているCO - OP商品は、 全国

めに、 正組合員や准組合員という制度を廃止すべきで

の生協の結集の力を活かした強みを発揮できるよう努

はないか。地域総合協同組合としての地域での役割を

力を継続している。全農が資材や肥料を農家・生産者

理解し、地域のさまざまな課題に真正面から向き合い、

に提供する場合、取り扱い規模が大きければ、それに

その解決・改善に向けて努力していくことを、 地域に

見合った製造・ 販売条件は他社に比べて優位である

暮らす多くの生活者（生産者、 消費者など区別するこ

のが一般的である。低価格品をはじめ、割高であって

となく）とともに取り組んでいくことが大切である。

も他社にはない強みを持ち生産者のニーズに合わせた

第二にガバナンスは、 協同組合原則に基づく一人一

製品の提供など、 一定の規模があれば競争優位な条

票制を堅持すべきである。准組合員問題の議論のなか

件は作れる。仮にホームセンターなどに価格や条件で

で、 既存の農家組合員に権利を厚くするような意見が

劣るのであれば、商品の品質に問題がないことを前提

ある。協同組合と株式会社との違いは、一人一票制か

【巻頭論説２】協同組合の価値・役割を日本社会でさらに広げていくために
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一株一票制かである。 分かち合い、 助け合いに軽重

一元化したことなどで成果も挙げてきた。2014年にい

や格差を付けていけば、 やはりそれは株式会社の論

くつかの連合会会長の交代などもあり、あらめて統合

理となっていく。

に向けた確認を行い、2017年統合を決定し準備を進

わが国の協同組合の法制度は管轄省庁別に縦割り

めてきた。最終形態は、連合会は全国に１つとし、セ

となっている。 個別の協同組合ごとに法律が見直され、

クター別組織、エリア別（州もしくは県）組織に再編す

協同組合原則から離れていくような改定が進むならば、

る。

協同組合基本法などを期待することも難しくなっていく。

イデオロギーの違いがあり、レガコープは共産党系、

日本において協同組合原則を名実共に実践していく法

コンフコープはキリスト教民主党系、AGCIは無宗教・

制度の改定や制度改善をリードしていくような農協法

共和党系であった。各連合会の傘下にある協同組合な

の改定を進めてほしい。

らびに労働組合組織も系列で分かれていた。1980年

もともと３つの連合会が分かれていた背景には

代以降、かつての伝統的な政党は解体され、イタリア

３．日本における協同組合の役割を高めるために

国内の政治状況は大きく変わってきた。 加えて組合に
参加する市民の意識も変わり、 政治よりは生活要求が

以上、今回の農協法改定や政府の規制改革推進会

強まってきた。ＥＵ統合が進むなか、国会で決定する

議の意見への問題点などを指摘してきた。日本におい

各種法案はＥＵからの調整事項が圧倒的で、 交渉先

て農協・生協など協同組合の社会的な役割を高めてい

は国よりもＥＵ・ブリュッセル（ＥＵの機構本部 ）への

く上で、 今後どのような対応が必要なのか、 これを検

ロビー活動が求められてきた。過去、ベルルスコーニ

討する上で参考になるのがイタリアの協同組合の連帯

首相の時代でもあったが、 レンツィ政権でも協同組合

の動きである。

資本の不分割規定を見直す論議が進められていた。
これはまさしく協同組合の否定であり、 株式会社など

（１）イタリアの協同組合運動から学ぶこと
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への転換を促すものである。

2016年９月、長いＪＪＣの歴史からしても初めて、日

こうした協同組合結集の必要性と協同組合の存続に

本協同組合連絡協議会の代表団でイタリア協同組合を

関わる危機的な状況下だからこそ、 ３つの連合会トッ

訪問した。 視察の目的は、 ①イタリアにある３つの協

プは強い危機感を持って統合に向けた議論を進めてき

同組合連合会（レガコープ、コンフコープ、AGCI）が

た。 統合は各連合会の資産の合併など会計的にも難

2017年１月に統合し、 法人格を持ったイタリア協同組

しい事項が多く、完全な統合はもう少し時間が必要の

合同盟（ＡＣＩ）という組織が新たに誕生する。この経

ようだ。 統合した組織であるＡＣＩの役割は、 ①既存

緯や今後の戦略について当事者（ＡＣＩ会長、 副会長

の協同組合発展・強化を図ること、②新しい協同組合

など）から直接話を聞くこと、②現地でのヒアリングを

の設立や社会的なニーズを、協同組合の事業を通じて

ふまえ、今後の日本の協同組合の連帯のあり方につい

実現していくこと、 ③協同組合の監査機能（これは連

て協議すること、 ③2016年８月に発生したイタリア中

合会に加入する組合の監査は連合会が実施するという

部地震へのお見舞金をお届けすること、であった。結

法律の定めがある）
、である。

論からいえば、イタリア視察は想像以上に有益な情報

イタリアの協同組合関係者との意見交換で感じたこ

を得ることができ、 今後の活動につながる大きな成果

とは、 イデオロギーの違いを超えて統合し組織をより

をもたらした。以下は主なヒアリング内容である。

強固にしていくことで、プレゼンス（社会的存在感）を

イタリアでは、2011年から３つの連合会の統合議論

これまで以上に高めること、そして単に組織を大きくす

が開始され、各連合会で統合に向けた下地を整備して

ることが目的ではなく、 統合を通じて力を付けた協同

きた。それまでは各々の連合会が政府などに要望を提

組合組織（連合会）が、国や地域の協同組合の事業・

出したり、 調整してきたことを集約し、 対政府交渉を

活動をさらに発展させ、 地域と市民のくらしの改善に
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貢献し続けることに、統合の意味があるということだ。

済を支えている重要な存在である。 事業高16兆円、
組合員6000万人以上など、 世界でも有数の協同組合

（２）全国、地域で協同組合間協同の促進を

の規模を誇っている。

2012年の国際協同組合年（ＩＹＣ）を契機に、各地
域で協同組合間の協同の取り組みが一気に広がった。
学習会、シンポジウム、大学における協同組合講座の
開設、協同組合祭り、生産者と消費者の交流など、現
在でも活発に行われている。賀川豊彦記念 松沢資料
館（東京・世田谷区）では協同組合の枠を超えた職員
同士の交流も毎年開催されている。
これからの活動の方向性は、協同組合間の交流をさ
らに広げていくことはもちろんのことだが、 協同組合
同士の連携や協力で、具体的に地域のくらしの向上に
つながるような活動を進め、地域にこうした活動を「見

イタリアの協同組合は統計分析を行っており、 協同

える化」していくことにある。生協は「産直」事業とし

組合事業のＧＤＰに占める割合が約７％と発表してい

て、農業・漁業など生産者、農業・漁業協同組合と連

る。このように、それぞれの国や地域の経済活動への

携し、新鮮な農産物や水産物の販売に取り組んできた。

影響力を「見える化」し、雇用を含め経済活動上、協

このような提携の延長線上に、 地域住民同士の交流

同組合がなくてはならない存在であるという理解が広

や支え合いの活動を広げ、高齢者や子どもたちを地域

がれば、国としても協同組合の育成・強化が日本経済

で見守るなど、地域でのつながりを強めていくような活

や地域のくらしの向上にとって必要であるという理解に

動を進めていきたい。 こうした活動においては行政を

つながっていく。

はじめＮＰＯ、ＮＧＯ、企業など、地域のくらしを支え
ている諸団体と協同組合も地域の一員として連携して

ＪＣ総研には、 ぜひこうした協同組合の日本社会へ
の影響度を数字で「見える化」してほしい。

いくことが重要である。 昨年、 ＪＡ全中より都市農業
振興基本法の施行（2015年４月）に伴い、休耕地など

４．最後に

を利用した市民農場を地域の生協と一緒に運営できな
いかという提案があった。 認知症予防や高齢者の健

冒頭に述べたように、 農協や各種協同組合の将来

康促進、地域住民の交流の場づくりにもなるユニーク

像は、
「生活者のくらしの主要な分野で総合化・ 専門

な活動だ。ぜひ、実現していきたい。

化し、 生活者のくらしの向上と日本の経済を担う重要

協同組合同士の連携や協力で、 生産、 雇用、 エネ

な事業体として国内のシェアを高め、協同組合がなく

ルギー開発・供給、販売、保障、金融など、地域のく

てはならない存在として社会に認知される」よう、多く

らしのさまざまな分野で事業・活動が広がっていくこと

の協同組合関係者の皆さんと取り組んでいきたい。

（くらしのなかでの協同組合のシェアを高めること）で、
地域総合協同組合の将来像を作っていきたい。
（３）協同組合の日本経済への影響度を調査・分析
し公表を
2016年の国際協同組合デー記念集会で配布された
資料をご覧いただきたい。日本の協同組合は、日本経
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巻 頭 論 説 ３

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〜②

１．現役世代の所得動向
前号（VOL.40）では、所得動向を検討し、小規模
世帯の貧困化と高齢者世帯における所得格差の固定
化について明らかにしてきた。
それでは現役世代の状況はどうだろうか。子育て世
代の状況として、
「国民生活基礎調査」
（厚生労働省）
によって児童のいる世帯の所得金額階級別構成の推移
を見ると図１のようになる。

まず所得金額 300 万円未満の世帯の割合は 1985

と も

友田 滋夫

年には 20％近くあったものが低下を続け、1993 年に
は 8.6％になった。しかしその後は 2010 年ごろまで上
昇を続け、ごく近年は若干の低下傾向も見えるが、13

だ

〜 15％を占める状況となっている。児童のいる世帯に

し げ

は３世代同居などの重世代世帯もいると考えられ、重
世代世帯であれば持ち家の可能性も大きいが、核家族

お

世帯の場合は世帯主が若いほど持ち家率が低下する

一般財団法人
都市農地活用支援
センター
研究員

ことは前号で指摘したとおりである。
従って、核家族世帯の場合、所得金額 300 万円未
満で家賃負担があることを考えれば、その家計状況は
極めて厳しいだろう。他方、重世代世帯であればそれ
だけ世帯員数が多いのが一般的であり、仮に持ち家
であるとしても世帯員数が多ければ 300 万円未満で生
活するのは厳しいと考えられる。
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所得金額 300 万〜 500 万円の世帯も 300 万円未満

面から見れば、下位所得階層を無視して上位所得階層

の世帯とほぼ同様の動きを示し、1996 年まではその

向けに特化した高価格商品の生産販売戦略が成り立

割合が急速に低下して同年に 17.1％となったが、以後

ち得る。しかし、上位所得階層のなかからごく少数の

は 2002 年まで上昇し、その後は 22 〜 23％の水準で

「超」上位所得階層のみが抜け出て上位所得階層の厚

推移している。ただし、2012 年以降はやや低下傾向と

みが薄くなり、その他の所得階層も順次下位所得階層

なっている。

へと落層しているのが、
「格差拡大」の内実であるとす

所得金額 500 万〜 1000 万円の世帯は最も大きな割

れば、高価格商品の需要も減少していくだろう。特に

合を占めるが、この所得金額階級の割合は 1995 年ま

食品については、高品質・高価格商品といっても、宝

で上昇を続けて 52.2％となった。しかしその後 2000

飾品などとは需要構造がやはり異なる。いくら高価格

年代前半まで低下し、2004 年には 45.7％にまで低下

のものであっても、食べることのできる量は限られるが、

した。その後はやや持ち直すが、かつての水準を回復

宝飾品などは金と権力の象徴としていくつでも購入する

することなく、46 〜 50％の間を推移している。

ことができる。かつてフィリピンの大統領夫人が 1000

所得金額 1000 万円以上の世帯の割合は、1996 年

足を超える靴を持っていたということが報道されたが、

まで上昇し、22.9％にまで達していたが、以後は低下

何千足もの高級靴を持つことはできても、何千枚もの

し、2000 年代後半には 15 〜 17％程度を推移している。

高級ステーキを食べることは難しいだろうし、無理して

ただし、ごく近年はやや上昇の傾向にある。

食べれば不健康のもとである。

以上のように、児童のいる世帯の所得状況は、1980
年代後半からバブル経済期にかけて所得金額 500 万

２．家計支出の停滞

円未満の世帯の割合の低下、500 万円以上の世帯の
割合の上昇を示し、このことが消費を牽引してきたと
考えられるが、1990 年代半ば以降 2000 年代前半に
かけて、所得金額 500 万円未満の世帯の割合が上昇、

では実際の家計支出動向はどうなっているか。
「国
民生活基礎調査」によって見てみよう。
ところで、
「国民生活基礎調査 」で家計支出額を見

500 万円以上の世帯の割合が低下し、2000 年代後半

る場合、2003〜2006年にかけて「不詳」が一時的に

以降はそれほど大きな動きがないまま推移する。ごく

急増する動きがあることに注意しておく必要がある。

近年になって、低所得金額階級の割合の低下、高所

2001年までは４〜５％にすぎなかった「不詳」の割合

得金額階級の割合の上昇という方向への動きが若干見

は、2006年には30％を超えるが、2008年以降は２〜

られるが、1990 年代半ば以降の大きな流れとしては、

５％程度の水準に落ち着いている。従って、以下で家

子育て世代においても高所得金額の階級が減少し、

計支出額階級別世帯割合の動向を見る場合、
「不詳」

低所得金額階級が増加したといってよい。

の割合の動向に左右されないよう、
「不詳 」を除いて

このような所得の全体的な低落傾向は、高価格商

検討を行う注１）。

品の需要減退と価格志向の強まりをもたらす可能性が

図２によると、家計支出額階級別世帯割合は、2003

ある。いわゆる格差の拡大が中位所得階層から上位

年ごろから2006年ごろにかけて家計支出額10万円未

所得階層と下位所得階層への分解、あるいは上位所
得階層の数をある程度維持したまま中位所得階層が下
位所得階層へと落層していることを内容とするのであ

注１）「不詳」の急増と急減の要因は定かではないが、山田茂は「調
査方法の変更（2006年調査までの面接聞き取り法から2007年調
査以降の留置自記法への変更）」と、家計支出額に関する「調査票の

れば、それは社会構造の安定性という面、憲法 25 条

説明の変更（2007年調査以降は『家計支出額 』からの具体的な除

にうたわれている「健康で文化的な最低限度の生活を

外費目の列挙と世帯員全員の支出合計であることの注記など）が作

営む権利」が奪われているという面において、大きな問
題をはらんでいるとはいえ、高価格商品の需要という

用している可能性がある」と指摘している（山田茂「2010年国民
生活基礎調査結果の精度について」
『國士舘大學政經論叢』＜第162
号、2012年12月＞国士舘大学政経学会、19ページ）
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様で、 家計支出額10万〜 20万円の世帯の占める割合
満、10万〜 20万円といった低支出額階級の割合が上

がやや高いという点は19歳以下世帯と異なるが、10万

昇し、30万〜 40万円、40万〜 50万円といった高支出

〜 20万円世帯の割合が低下し続けているのとは逆に、

額階級の割合が低下している。 また、 最上位である

10万円未満世帯の割合が上昇を続け、 両者の割合は

50万円以上階級の割合は、1997年以降、低下傾向を

近接しつつある。

続けている。20万〜 30万円階級は30％前後でほぼ安

次に、世帯主年齢40歳前後の世帯について見てみる

定している。つまり家計支出額階級別に見ても、中間

と、 世帯主年齢35 〜 39歳世帯では図５のように、

層の分解というよりも、 上層から下層へと順次移動し

2003年以降、家計支出額10万円未満世帯と10万〜 20

ている状況がうかがえる。

万円世帯が増加し、30万〜 40万円世帯、40万〜 50

これを世帯主の年齢階級別に見ると、 世帯主年齢

万円世帯、50万円以上世帯が減少している。2004年

2 0歳前後の場合は全体的な家計支出額が低く、なお

ごろまでは家計支出額10万円未満世帯の割合は40万

かつ家計支出額の低下が進んでいる。 例えば世帯主

〜 50万円世帯、50万円以上世帯のいずれをも下回っ

年齢19歳以下の世帯では、図３のように、1990年代末

ていたが、2007年からは10万円未満世帯の割合が、

以降、 家計支出額10万円未満の世帯割合が上昇、10

40万〜 50万円世帯、50万円以上世帯のいずれをも上

万〜 20万円の世帯割合が低下し続けている。 家計支
出額2 0万円以上の世帯はもともと微々たるものであ
る注２）。

注２）「国民生活基礎調査」における「世帯主」とは、「年齢や所得に
かかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側
から報告された者」であり、親子関係においては親が、婚姻関係に

図４のように、 世帯主年齢20 〜 24歳の世帯でも同

16

おいては夫が「世帯主」として報告されることが多いと考えられる

ＪＣ総研レポート／2017年 春／VOL.41 【巻頭論説３】増加する低所得層と日本農業

20万円未満の世帯の割合が上昇するとともに、家計支
出額30万円以上の世帯の割合が低下している。 特に
これらの世帯主年齢階級には、 家計支出額50万円以
上といった、いわば「ぜいたく」な支出をしていると考
えられる世帯が以前はかなり存在していたが、 こうし
た世帯の占める割合が縮小していることから、高級品
の市場もそれだけ縮小していると考えられる。
年金受給世代である世帯主年齢65歳以上の世帯に
おいても、図８のように家計支出額20万円未満の世帯
の割合が上昇し、30万円以上の世帯の割合が低下し
ている。年金受給世帯においても消費を抑える行動が

回るようになっている。
世帯主年齢40 〜 44歳の世帯でも、図６のように、

進行しているといえる。

家計支出額10万〜 20万円世帯の比率が上昇し、30万
〜 40万円世帯の比率が低下している。 また、40万〜
50万円世帯と50万円以上世帯は、1990年代後半から
2000年代前半にかけてはそれぞれ10 ％程度ずつを占
めていたが、2015年までに５％程度ずつまで低下した。
逆に1990年代後半には２〜３％程度であった家計支
出額10万円未満世帯が、2010年以降は５％程度にま
で上昇している。
世帯主年齢50歳前後から59歳にかけての世帯でも、
40歳前後と基本的には同様の推移を見せる。図７に示
したのは世帯主年齢55 〜 59歳の場合であるが、特に
重要だと考えられるのは、 世帯主年齢45 〜 49歳、50
〜 54歳、55 〜 59歳の世帯ともに、1997年には家計支

もっとも、各世帯主年齢階級において、世帯規模の

出額50万円以上の世帯が15 ％を超えていたが、2010

変化の影響を受けている可能性もある。そこで、各世

年代には10％を下回るようになっていることである。

帯主年齢階級で代表的と考えられる世帯人員の世帯に

このように、世帯主年齢40歳前後から世帯主が定年

ついて、家計支出額階級別世帯割合を見てみよう。そ

に至る55 〜 59歳までの世帯においては、家計支出額

のためにまず、2015年を例に世帯主年齢階級別に世帯
人員の最頻値と平均値（平均世帯人員 ）を見ると図９

【巻頭論説３】増加する低所得層と日本農業
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のとおりとなる。
世帯主年齢25 〜 34歳では最頻値より平均値が大き
く、35 〜 49歳では最頻値より平均値が小さいが、 そ
の他の世帯主年齢階級については最頻値と平均値は
ほぼ一致している。また最頻値は世帯主年齢30 〜 34
歳と35 〜 39歳の間で断絶的な差が見られ、平均値の
方が世帯主年齢階級間の差がなだらかである。そこで、
世帯規模の指標として平均値（平均世帯人員）を用い
て検討することにする。
平均世帯人員は、世帯主年齢20 〜 24歳以下では約
１人、25 〜 29歳では約２人、30 〜 59歳では約３人、
60歳以上では約２人である。各世帯主年齢階級につい

わりない。 ３人世帯では50万円以上の世帯の割合が

て、 この平均世帯人員の世帯の家計支出額の推移を

2003年から2004年にかけて上昇している点がやや異

以下で見てみよう。

なるが、その割合もその後は徐々に低下し、結局2010

まず、 世帯主年齢20歳前後の世帯については、 平

年代後半には1997年前後の水準を下回り、 家計支出

均世帯人員が１人であったので、 世帯主年齢19歳以

額10万円未満世帯の占める割合をも下回るようになっ

下・世帯人員１人世帯の家計支出額の動向を示すと、

ている。

図10のようにグラフの形状は世帯主年齢19歳以下世

世帯主年齢40 〜 44歳世帯の場合もほぼ同様で、家

帯全体の場合とほぼ同様の形になる。 世帯主年齢20

計支出額20万円未満世帯の増加と40万円以上世帯の

〜 24歳の場合も同じことがいえる。世帯人員１人とい

減少が明らかである。

うことは若い世代ではほぼ未婚世帯を意味するから、

世帯主年齢50歳前後から59歳にかけての世帯につ

若い未婚単身世帯の支出はこの間減少を続けてきたと

いても、同様に世帯人員３人世帯の家計支出額の動向
を見ると、図12で世帯主年齢55 〜 59歳の世帯につい
て例示したように、同じ世帯主年齢階級の世帯全体を
見た場合と大きな違いはない。世帯人員の少ない世帯
の影響が除かれるためか、 家計支出額10万円未満の
世帯および10万〜 20万円世帯の占める割合は世帯全
体を見た場合よりも低い。 そのため、 ３人世帯におい

いえる。
世帯主年齢40歳前後の世帯については、 平均世帯
人員が３人程度であったので、 世帯人員３人世帯の家
計支出額を見ると、図11のように、 グラフの形状は世
帯主年齢35 〜 39歳世帯全体を見た場合とほとんど変

18
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ては、10万〜 20万円世帯の割合と30万〜 40万円世帯

が保障されるような制度が必要なのである。

の割合が2004年以降に逆転する現象は見られないが、

３．家計「黒字」の背景

全世帯を見た場合と同様、 この２つの家計支出額階
級は片方が増えれば片方が減るという代替関係を伴
いつつ、10万〜 20万円世帯が減少傾向、30万〜 40

このことは、総務省「家計調査」により勤労者世帯
の黒字率を見ても分かる。図14によって黒字率を世帯

万円世帯が増加傾向を見せている。
また、10万円未満世帯の割合も、 全世帯を見た場

主の年齢階級別に見ると、 世帯主年齢54歳以下の現

合と同様、 上昇傾向にある。 そして世帯主年齢45 〜

役世代では黒字率が下がっておらず、 むしろ上昇する

49歳、50 〜 54歳、55 〜 59歳の世帯ともに1997年に

傾向さえ見せる。 賃金が低下しても賃金の低下と同程

は家計支出額50万円以上の世帯が15 ％を超えていた

度以上に生活程度を落とし、あるいは賃金が上昇して

が、2010年代にはほぼ10％を下回るようになっている。

も生活程度を上昇させずに、家計収支を黒字にして貯

世帯主年齢65歳以上の世帯については、 世帯人員

蓄に回し、将来に備えようと努力しているということで

２人世帯の家計支出額動向を図13で見ると、 やはり

ある。

同じ年齢階級の世帯全体を見た場合と大きな違いはな
く、 家計支出額20万円未満の世帯の割合が上昇し、

他方でこうした家計黒字が安定的な金融資産の形成
に結び付いているわけではない。 金融広報中央委員
会が毎年行っている「家計の金融行動に関する世論調
査」によると、図15のようにいずれの世帯主年齢階級
でも、 金融資産非保有世帯の割合が増えている。 他

30万円以上世帯の割合が低下している。
このような消費の停滞は、 所得の停滞よりも顕著に

方で、 図は省略するが、 金融資産1000万円以上保有

表れているように見える。 将来掛かるであろう教育費

世帯の割合は、 いずれの世帯主年齢階級においても

や医療費の増加予想、 リストラされるかもしれないと

増加傾向を見せていない。従って、家計調査上の黒字

いう不安、 失業するかもしれないという不安、 年金で

率はやや上昇傾向にあっても、 それが「運用のため、

は老後の生活費を賄えないのではないかという不安感

または将来に備えて蓄えている」ような金融資産を形成

がこうした消費行動をとらせているものと考えられる。

するほどの蓄えにはならず、
「日常的な出し入れ・引き

こうした意味では、最低賃金の引き上げやベースアップ

落としに備えている」水準の貯蓄にとどまっていると考

など、賃金を引き上げれば、その分個人消費も増加す

えられる。

るとは限らない。将来不安が解消されなければ、所得

このように家計の黒字は、 家計所得低迷のなかで

の増加分は貯蓄に回るだけである。消費を押し上げる

節約志向によってなんとか生み出されているもので、

ためには、 いわば「宵越しの金は持たない」でも生活

消費につながるようなものではなく、 将来に備えた資

【巻頭論説３】増加する低所得層と日本農業
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産形成につながるようなものでもなく、ただ明日の不安
を少しでも軽くするための宵越しの金としての黒字形成
なのである注３）。
それでは、 消費の停滞は具体的にどのような品目で
生じているのだろうか。 次号ではこの点について、 総
務省「家計調査」を用いて検討してみたい。

注３）
『平成28年度年次経済財政報告』も、
「若年子育て期世帯では、
可処分所得が緩やかに増加する中でも消費支出はほとんど伸びてお
らず、節約志向が強まって」おり、その背景として、
「子どもに対す
る保育料や教育資金、社会保険料などの負担が発生する中で、将来
も安定的に収入を確保できるのか、老後の生活設計は大丈夫なのか
といった将来不安 」、「最近の必需品価格の上昇の影響 」
、 などが考
えられること、「60歳代前半無職世帯でも最近の消費に弱さがみら
れるが、当該世帯では、定年退職などの働き方の変化に直面してお
り、勤労所得がなく、年金などの安定収入も少ない中で、計画的な
貯蓄の取り崩しや金融資産からの収入などをあてにせざるを得ない
環境にある」ため、「消費が抑制されていると推察される」ことなど
が指摘されている（内閣府『平成28年度年次経済財政報告』2016
年8月、29 〜 33ページ）
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新たな「結」の形として②
～中山間地域直接支払制度の草地～
作家

１

もり

く

み

こ

森 久美子

とする生産性の高い農業を展開し、食糧供給基地とし

．はじめに

て重要な役割を担っている（図１）
。

2014年秋から１年間にわたり『日本農業新聞』に連
載した小説「青い雪」は、昨年11月に『ハッカの薫る丘

●参考値〈オホーツク総合振興局該当分〉

で』
（中公文庫）とタイトルを変えて発行され、農業の

農業産出額：1984億円（「農林業センサス」2014年分）

変遷と農家の人生を絡み合わせた物語となった。連載

漁業生産額：623.3億円
（「北海道水産現勢」2014年分）

開始時同紙に掲載された社告に執筆に当たっての私の

林業生産額：154.4億円

思いが掲載された。

（「道民経済計算年報」2013年度分）

「遠くにオホーツクの
海が見える山間で、 息
をのむほど美しい風景
に出会った。厳しい気
候条件の中で、 懸命
に生きてきた農家の営
みが生み出している農
村景観だと思った」
作品の舞台としたオ
ホーツク地域は北海道
拙作『ハッカの薫る丘で』
中公文庫、2016 年 11 月

の北 東 部に位 置し、
280kmの海 岸 線でオ

ホーツク海と接している。総面積は1万691㎢と全道面
積の12.8％を占め、31万人が暮らしている。
冬には流氷を見に観光客が訪れるし、ホタテやカニ
などの海産物で有名な地域として知られている。 地域
のイメージとして水産業の産出額が１番多いと思われて

２

．網走郡東藻琴集落

いるが、実際の数字は違っていて、突出して農業の産

５年前、 北海道中山間地域等総合対策検討委員会

出高が多い。オホーツク地域の農業は、耕地面積で全

委員として、 北海道網走郡大空町東藻琴の地域集落

道の14％を占め、北海道一の大規模なタマネギ生産を

を訪れた。国営パイロット事業で開拓された藻琴山の

はじめ、麦・ビート・馬鈴しょなどの畑作と酪農を主体

山麓の草地から東を望むと、 遠くにオホーツク海が見

ひがし も こと
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46％、畑が８％、草地が43％、採草放牧地が２％で、
北海道においては草地が87 ％を占め、 都府県におい
ては田が80％を占めている（図２）
。
私が訪れたのは、 北海道中山間地域等総合対策検
討委員会委員として対象農用地（表１）の⑤に当たる集
落だった（図３）
。
オホークツ地域の農業は、畑作と酪農を主体に生産性の高さを誇る

えていた。 オホーツクブルーという青さを表す形容詞
が北海道にはあるが、澄んだ空を映す海は格別に美し
い。
藻琴山山麓の標高200 ～ 300ｍの北斜面の波状緩
傾斜地に位置し、藻琴山から吹き下ろす強風で、畑作
物の生産が難しいために、この地に入植した方々は大
変な苦労をされたと知った。
多くの人は「中山間地」という言葉から想像する風景
は、 傾斜地に階段状に作られた棚田ではないだろうか。
実は私も北海道中山間地域等総合対策検討委員会委
員を委嘱されてから、中山間地域等直接支払制度の詳
細を知った。
「農業生産条件の不利な中山間地域等に
おいて、集落等を単位に、農用地を維持・管理してい
くための取決め（協定 ）を締結し、 それにしたがって
農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を
交付する仕組み」
（農林水産省「平成28年度版 中山
間地域等直接支払制度 第４期対策」2016年４月）だ。
〈地目別の交付面積の割合〉
全国における地目別の交付面積の割合は、 田が

３

．積算気温が低く、草地比率の高い草地とは

東藻琴地域は藻琴山から吹き下ろす強風による被害
が繰り返し起きていた。農繁期の５月15日から10月５日
までの１日の平均気温は摂氏15 ～ 16度で、 期間の積
算温度は摂氏2300度未満の冷涼な気候だ。
私が現地調査に行ったのは10月中旬だったが、予想
以上の寒さと強風で体がかじかんでしまった。 草地の
22
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傾斜度そのものは対象農用地の規定より緩いが、それ
でも採草などの農作業をするには勾配がきつい。広大
な草地の収穫は誰がどのように行っているか、 最も調

4

．地域の歴史と農業の変遷

1935（昭和10）年に北海道拓殖計画により農地が解

査したい項目だった。どうしてここで農業をするのか、

放され、東北や関東などから64戸が入植し、豆や麦類

もし私なら気象条件だけでも逃げ出したくなるほど厳

を中心とした畑作物を生産していた。 北東部の多くの

しい環境だ。

地域で生産していたハッカも作付けしていたが、 輸入

営農条件として不利な地域である他に、農業者の高
齢化が進んでいて、 労働力不足の解消と耕作放棄地
の発生防止を目的として、2000年度から中山間地域等
直接支払制度による交付金を受けている。
しかし現地で伺った農家の方々は非常に前向きに地

が増えて価格が暴落して、 農家経営を著しく悪化させ
ていった。
作物の転換が一気に進んだのは、1960年ごろから
始まった国営などの草地改良事業の実施による。藻琴
山の山麓地帯は、 採草放牧地として開拓が進んだ。
1970年代には酪農近代化に伴う第二次構造改善事業

域の将来を考えていた。
機械・農作業の共同化など、営農組織の育成を目的
として集落協定（表２）に取り組み、 牧草の生産力の

が実施され、 酪農環境整備事業により、 生乳の出荷
が合理化されて生産性が向上した。

向上と、コントラクター（飼料作物の収穫作業などの農

このようにして北海道内有数の酪農地帯として発展し

作業を請け負う組織 ）や酪農ヘルパー利用による労働

てきた東藻琴集落も、 人口が減少し、 農業者の高齢

力不足の解消を目指している。過重労働を軽減するた

化は進んできた。それでもこの地域の酪農の生産力が

めにコントラクターを利用し、 酪農ヘルパ ーの利用促

維持できているのは、コントラクターの利用による労働

進を行っている。

力不足の解消が大きい（図４）
。

取り組みに至る経緯には、この地域の農業の変遷

と切り離して考えることはできない。 私は、 条件が不
利な地域でも農業を続けて、 農地と地域の基幹産業
である農業を発展させようとする農家の方々の思いをき

作業実施者は近隣の輸送業者で、コントラクターの

ちんと聞き取り、書き残しておきたいと思った。そして

農作業受託を主体とした経営をしているという。 実績

作家である私は小説の手法で書くことを選んだ。

を数量で見てみると以下のようになる。
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農家戸数

象深かったのは、昭和初期から続く、生活基盤整備を

2002年：コントラクター開始時
→

38戸

れて、子どもたちの教育環境を守ってきたという。

2002年：コントラクター開始時

2300頭

30年前に小・中学校が閉校となっているのに、住民
の思い出の場所であり財産である学校は、資料を展示

2014年：2451頭

生乳生産量

して保存されていて、 冬季間も校舎の前は除雪されて

2002年：コントラクター開始時
→

あんきょ

ドの水はけをよくするために、 住民が総出で暗渠を入

2014年：28戸

乳牛頭数
→

みんなが協力して行う姿勢だ。 例えば学校のグラウン

２万292t

いる。 グラウンドは常に整備されているため、 荒廃し
た雰囲気はまったく感じられない。 その場所に今、 新

2014年：２万2437t

たな農業振興対策が講じられて環境整備されている。

５

．農業研修生などの受け入れ施設

前述のコントラクター利用の酪農家には、 入れ替わ
りはあっても住み込みで作業する従業員や、市街地か
ら通勤する従業員もいる。いずれのタイプの従業員も、
プライベート重視型で仕事も続けられる住環境を求め
コントラクターによる自走式フォーレージハーベスターを使った
牧草収穫

ているのは、農家側にもよく分かっていた（表３）。
住まいを供給することで、 研修生を増やして労働力
を確保し、将来の新規参入者を育てたい。地域を愛し
てやまない酪農家とＪＡと自治体で話し合いが重ねら
コントラクターによる自走式ポテトハーベスターを使った加工馬

れた。地域の「結」の精神があって農村環境整備が行

鈴しょ収穫作業

われてきたからこそ、 新たに担い手の受け入れ体制を

写真提供：ともにＪＡオホーツク網走

構築できることとなった事例だと思う。

農家戸数が減少するなか、 生乳生産量を増加させ
ている原動力は、 コントラクターによる労働力不足解

農業研修生など受け入れ施設の新築

消と生産効率の向上によるものなのは明らかだ。 しか

木造２階建て１棟６戸（単身者用居住施設約40ｍ²×６）

し外部に委託するというシステムだけに着目すると見落

その他付帯施設（物置、駐車場など）

としがちな、地域での相互互助の「結」の精神がこの
私が何度も現地に聞き取りに行ったなかで、 特に印
ＪＣ総研レポート／2017年 春／VOL.41

（２）整備予定地
山園ふるさとセンター広場（旧山園小中学校グラウン

地域にはある。
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（１）施設概要

ド）南側
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文ママ、現在の振興局の課とは異なる＞）だった。

（３）整備年度

手書きの資料を開くと、 バリバリッと音を立てて紙

2014 ～ 2015年度

が剥がれてしまう。 保存状態はいいとは言えず、 冷や

（４）財源
合併特例債、地域づくり総合交付金（北海道）

汗をかきながらページをめくった。寒冷地農業機械対
策、 深耕対策、 土層改良事業などの事業名の国有貸

○整備実施主体：大空町〜農業振興施策（担い手対

付について書かれている。 もちろん府県にも導入され
ているが、半数以上が北海道だった。

策）として町が整備する
○管理運営主体：ＪＡオホーツク網走〜整備後の維持
管理・運営についてＪＡが行う（指定管理委託など）

トラクターが来たときは春耕の時期で、 馬に比べる
と驚くほどの速さで耕せたとお父さまはおっしゃった。
自分だけがトラクターの恩恵にあずかるわけにはいか

６

．オホーツク網走第21営農集団利用組合の概要

ないという思いから、近隣の農家の畑を耕し、共同利
用が始まったという。

拙作『ハッカの薫る丘で』を執筆するに当たって、前

概要については「
『畑作地帯におけるてん菜栽培の

述の酪農地帯と網走市の機械共同利用組合の２カ所を

位置づけ』～オホーツク網走第21営農集団利用組合を

重点的に取材した。 オホーツク地域の１戸当たりの耕

訪ねて～」
（＜独＞農畜産業振興機構、2005年９月）

地面積は35haにも及び、農家は広大な農地を経営して

を以下に引用させていただく。

いる。当然大型機械の利用は欠かせない。
網走市の南部地区のオホーツク網走第21営農集団利

（１）営農集団組織化の経緯

用組合に伺い、 トラクター導入の経緯を聞くと、1960

この営農集団は、 昭和38年からの第一次農業

年ごろ（昭和30年代半ば ）にはすでに利用が始まって

構造改善事業の導入を機に、 昭和41年に設立さ

いたという。その時代の北海道の農業はまだ馬耕がほ

れた。当初は５戸（現在は、７戸で、１戸当り２

とんどだと思い込んでいた私は、 少なからず驚いた。

人が加入）で大型機械の共同利用のみを目的とし

現在の利用組合組合長のお父さまに率直に質問した。

ていたが、 昭和43 ～ 44年頃より、 関係機関の

「最初のトラクターは、どこから来たのですか」

指導のもと、機械の共同化はもとより、農作業を

「道路」と、ユーモアたっぷりに返事をされ、漫才を

含めた共同化を実現した。 共同化の実現にあ

聞いているようで楽しかった。 オホ ーツク海を望む北

たっては大変な苦労があった。 この営農集団の

海道の北東部の網走に、トラクターがどういうふうに普

当初からの理念として、自分の土地で生産された

及したかを、もっと知りたいと思った。詳細を伺うとお

ものは全て自分の収益となるようにしているため、

父さまはゆっくりと、 聞き取りやすいように教えてくれ

お互いに最適な作業適期に機械を利用できない

た。

とすると、 農家間でトラブルが生じることが考え
られる。その問題を解決するために、組合では、

「こくゆうたいふ」
メモ帳を片手にお話を伺っていた私は、 頭のなかで
文字を思い浮かべた。たぶん、
「国有貸付」と書くのだ

文書化はしていないが、 幾つかの約束事を取り
決めている。

ろう。初めて聞く言葉だった。
「国がトラクターを貸してくれたのですか」
それから私は1960年前後のトラクター導入に関する

（２）営農集団運営に当たっての取り決め
１）経営規模の平準化

資料を探し始めた。 そしてやっと探し当てた資料は、

営農集団内の農家間の経営規模の格差を平準

農水省の図書館の資料室にある「大型トラクター関係

化するようにした。営農集団の設立当初は、集団

資料集 」
（昭和36年10月、 農林省振興局農産課＜原

内でも規模の格差があり、このことにより、同じ
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時間作業しても収入に差が生じ、トラブルの原因

く、グループ全体を対象に作業する（例：210ha）

となりかねなかった。 このため、 離職者や後継

ことによって、 収穫作業や作業機械の取扱いに

者がいない農家から農地がでた場合は、 規模の

精通することができる。さらに、専属のオペレー

小さい農家から優先的に購入できることとした。

ターがノウハウを持つことにより、仲間に教えるこ

これにより営農集団内では、 平均30ha（27.28ha

ともできるため、技術の移転も容易になる。また、

～ 32.3ha）まで規模が平準化した。

新しい機械を導入するごとに、機械にあわせて最

２）機械はみんなで所有、個人で所有しない

適な栽培方法（播種、 畦幅、 管理 ）に変えてい

次に気をつけたことは、機械は個人で所有しな

かなければならないが、 オペレ ーターが機械に

いことである。 過剰投資を防ぐため、 生産にか

精通していれば効率的に行うことができる。現在

かる機械は個々の農家で持たないよう申し合わせ

では、 他の地域から機械の指導要請も受けるよ

た。現在は、全ての機械、施設、作物の播種、

うにもなっている。その上、機械を共同利用する

移植、 収穫等を料金制にして、 別表（筆者注：

ことは経費節減になる。

後掲＜図５＞） の営農集団利用組合機構図のよ

例えば、 単純に、30ha規模の農家では、80

うに、 各農家２人で各分野の仕事を受け持ち管

～ 90馬力のトラクターが２台～３台最低必要であ

理・ 運営している。 この営農集団では、 機械の

るが、この集団は７戸であるので７台～８台でた

共同化を円滑に進めるにあたり、 それぞれの作

りる。 その他の作業機械も同じように効率化が

業について個人に担当させる専任化を採用したこ

図られ経費節減になる。 その他、 種、 肥料など

とにより、経営効率のアップも図ることができた。

の生産資材は、 集団で一括購入するので、 個別

例えば、専任で従事することによって、収穫期
に自分の収穫のみ作業（例：30ha）するのではな

経営よりコストも安く、無駄がなくてすむようであ
る。
60年近く前から始まった機械の
共同利用だが、 利用組合の経
営・ 作業は構成員による責任分
担制だ。 毎日の作業終了後に翌
日の作業内容を打ち合わせする
など、 計画的に作業が行われ、
農業施設や機械の保守管理を徹
底して行っている。 構成員自らが
機械の修繕・修理を行い、コスト
削減と耐用年数を延ばすことがで
きている。
当然７戸の農家がローテーショ
ンを組んで、 機械を利用しなけ
ればならない。畑作の主要３品目
の１つである小麦の収穫期は、夏
の限られた期間だ。割り当てられ
た順番を待つ間に、 雨に当たる
などの気候的悪条件で、 収量や
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平成 27 年度全国麦作共励会集団の部で「全国農業協同組合連合会会長賞」を第 21 営農集団利用組合が受賞

品質が劣ることもあるだろう。共同利用することによる
デメリットと捉えて、組合から離脱するケースはないの
か、私は組合長に質問した。すぐにはっきりと答えてく
ださった。
「ありません。お互いさまですから」
機械や施設の共同所有・共同作業により、徹底した
効率化と投資の抑制を図り、生産コストの低減を実現
してきた。作付品目の統一や作付面積の平準化にも取
り組み、 構成員にはそれぞれ担い手がいる。20代か
ら30代の若手の話も伺ったが、 親世代の地域の支え
合いに敬意を持っていて、 自分たちもそのような経営
者になりたいと力強く語ってくれた。
機械を保管している大きな倉庫で修理や保守管理の
作業をしている青年たちの顔は、 みんな生き生きして
いて、 連帯して地域を守ろうとする調和の心と、 農家
であることの誇りが感じられた。大規模経営であるこ
とは、 農の心を見えづらくすると思われがちだが、 強
い農業は農村の「結」の精神で支えられて世代交代が
進み発展していくのだと思う。
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スポーツ選手と農業との連携
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

１

ず

み

ま

り

（一社）フレッサ福岡（本拠地：糸島市）は、選手の収

．はじめに

入源として農業を選んだ。

日本のさまざまなスポーツで活躍しているトップアス

もともとは、 現在フレッサ福岡の代表である前川健

リートの多くは、 若いころから実業団チームやプロ選

太氏とチームの監督となっている栗崎純一氏の２人が、

手としてスポーツに専念した生活をした後、 おおむね

新しくトップクラスのハンドボールチームをつくろうとし

20代中盤・ 後半で選手生活を終了する。 昨今の日本

たことから始まった。スポーツクラブをめぐる厳しい社

経済の低成長のなかで、企業などのスポーツへの支援

会的情勢のなかでどのようにして持続的なチーム経営

が縮小しつつあるなか、スポーツチームや選手の収入

をするかと考えたときに、
「農業はどうだろうか」
「自分

源の確保、さらには選手活動終了後に充実した人生・

たちで作物を作って収益を得つつハンドボールを続け

職業を得ることが課題となっている。 この優れた人材

よう」と思い付いた。

を抱えるスポーツと担い手を求める農業との連携を図
る取り組みが始まっているのである。

前川氏と栗崎氏は、バイオベンチャーで農業法人で
もある（株）Biomaterial in Tokyo（以下bits ）の関連

そもそもスポーツと農業とは、健康や教育の分野で

会社で農産物の販売を行う（株）High Speed Green

イメージを共有しやすい。またプロのスポーツ選手は、

の社員となった。フレッサ福岡のオーナー企業となっ

それぞれの種目のトップアスリートとして、秀でた才能

たbitsは、 洋ラン農家である日高輝富氏のハウスの一

と知名度を持つ。このスポーツの持つイメージやブラン

部を借りてイチゴを生産し、High Speed Greenを通じ

ド力、 さらにトップアスリートの持つ優れた能力を地

て中近東に輸出する他、 ホテル、 レストランなどに販

域の農業と結び付けることで、担い手の確保、産品の

売する予定である。イチゴであれば、経営の収益が予

ブランド化など地域農業の振興につなげることができ

測しやすいので、選手を金銭的に支えることができる

る。

だろうし、農業が選手のセカンドキャリアになると考え

スポーツ選手と人材を求める農業との連携に取り組

たのである。
フレッサ福岡では農業を行うことが選手の条件となっ

む２事例を紹介する。

ている。2016年の最初の選手募集では30人の応募が

２

．フレッサ福岡：農業とハンドボールの連携

あり、合格者のなかに辞退者もあって、10人が正規選
手として採用された。彼らはフレッサ福岡と選手として

ハンドボールは他のメジャーではないスポーツ種目同

契約し、同時に農業の研修中である。その他、練習生

様、多くのチームが運営に苦しんでおり、国内のトップ

（日中は別の仕事についている）が６人おり、全体で16

リーグである日本ハンドボールリーグ（ＪＨＬ）のチー

人のチームとして発足した。2018年にはＪＨＬ入りを果

ム数も減少している。そのなかで、ＪＨＬ入りを目指す

たすことを目指している。

新しいハンドボールチームとして2016年に創設された
28

い
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型）を受給し（あと１人はまだ高校を卒業していないの

手を研修生として受け入れるようになれば、 安定した

で、受給資格がない）、全員日中は農業を行い、夜は

サイクルができるのではないかとのことであった。

ハンドボールの練習をするという生活スタイルをとって
いる。研修先は洋ラン生産者の日高氏など５軒の農家
である。選手は青年就農給付金に加えて、bitsの経営
するハウスでの労働などによる副収入で、 年収約300

選手である研修生への技術指導は、 受け入れ研修
農家や普及センターが行っている。
現時点ではまだＪＡの組合員ではないが、 研修期間
が終わり、各選手が自営の農業者になったときに、組

万円を確保している。
この取り組みの発想のユニークな点は、bitsによるイ

合員となるかどうか考えることになるだろう。 ＪＡ青年

チゴの生産・販売で選手を養うだけではなく、選手を

部との交流など、年代の違い（青年部は40代、選手は

農業者として育成することで、 農業が、30歳ごろで終

10 〜 20代）を考慮しながら、今後新たな連携や結び

わる選手生活の後のセカンドキャリアとなり、選手の人

付きが望まれる。

生設計と地域農業の振興が図られるところである。青

糸島市は福岡市に隣接しており、 農産物を直売する

年就農給付金の受給が終わる２年後には、 農業経営

農家も多く、 またフレッサ福岡という地元のスポーツ

者として自立できるよう、研修受け入れ農家などを通じ

チームのイメージも良いので（すでに多数のマスコミか

て農地の手配などを始めているところである。 農業法

ら取り上げられている）
、 多様な販路が期待できるの

人であるbitsに対しては、農地を借りてほしいとの依頼

ではないかとのことだった。
一方、 ハンドボールと農業との両立については、 現

も徐々に増えてきているそうだ。
１人５反程度確保すれば、生活は成り立つと見込ん

時点では問題はないそうだ。特に社会人を経てフレッ

でおり、また、bitsに雇用される形で就農することも選

サ福岡に入団した選手は、農業にやりがいを感じてい

択肢となっている。 現時点で10人中６人程度は自営で

るという。 しかし、 代表の前川氏の言によれば、
「ま

の就農を見込んでいるそうだ。 フレッサ福岡は２年目

だ農業の厳しさが見えていない」ということで、自営農

にも５人程度の採用を考え、2016年12月に募集を行っ

業者として独立した後、農業経営とハンドボールとの両

た。 全国各地からの応募者のなかから４人が新たに

立など課題が出てくると予想している。 しかし、 チー

採用された。全体で20人程度のチームをつくった後は、

ムを農業法人および農産物販売会社が支えていること

引退選手を補充していく形で採用していく予定だそう

は、自立後の販路や農地の確保という側面からも有利

だ。約10年後には、フレッサ福岡を引退して専業農家

なのではないだろうか。

となった元ハンドボール選手が新たなハンドボール選

20代前後の農業者が一気に10人地域に入ったこと
は、地域農業に刺激を与えるとともに、大きく注目され
ている。単身での新規就農ではなく、集団であること
も、 受け入れられやすい要因となっているようだ。 食

フレッサ福岡のロゴ
マーク。フレッサとは
スペイン語でイチゴを
意味する

bits のハウスでイチゴ苗を定植中のフレッサ福岡の選手たち
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とスポーツは健康などのイメージで親和性が高く、今

選手であった。サッカー選手を辞めた後、
「元プロサッ

後、 健康、 遊び場、 食育、 居場所作りなど地域連携

カー選手」が、本人が活躍していたチームの地元で就

のあり方を考えていきたいとのことだった。

職・定住するための選択肢として、食・農業とスポーツ

bitsの「スポーツ×農業による糸島活性化みらいプロ

との連携を考えた。

ジェクト」が、
（一社 ）農林水産業みらい基金の助成

三橋氏は、 農業での担い手不足や食における地元

（2016年度）対象として選ばれたところであり、将来的

の農産物離れを、 スポーツの力を活用して食い止める

な農業の担い手として、 地域がスポーツ選手を受け入

と同時に、 引退したアスリートがその地域に居続けら

れていくことて、
「ハンドボール競技・選手」と「農業」

れるようにすることで、全体として地域を元気にしたい

とのWin-Winの関係を追求していこうとしている。 東

と考えている。引退したアスリートがセカンドキャリアと

京オリンピックも視野に入れたフレッサ福岡の活躍と、

して企業などで働くだけではなく、 地元で子どもたち

10年後・20年後の地域農業の姿が楽しみである。

の教育プログラムに参加することで、ファンとの交流を
通じ、ステータスを感じられるようにしたいとの思いも
ある。この発想を具体化しようとしているのが「スポー
あふ

ツと食の力で、 信州にわんぱくが溢れる街づくり」を
ミッションとする「かいぶつのたねプロジェクト」である。
これは、
（１） いっぱい食べていっぱい走る子どもの育成（保
育園の巡回指導、イベント）
（２）元スポーツ選手の長野定住支援（企業への人材
紹介、農業への就労支援）
（３）価値を高めた農産物の販売（若手農家と連携し
た農産物の差別化販売、インターネット販売）

という３つの分野の活動を連携させることを内容として
いる。 このうち（１）のイベントとして、2015年から子
どもたちへのサッカー教室、保護者への食育を組み合
わせた「かいぶつフェスティバル」を開催しているとこ
ろである。
三橋氏の活動を支援し連携しているのが、ＪＡ信州
うえだの青年部である。三橋氏自身、青年部の副部長
の農場で農業研修を行った。ＪＡ信州うえだの青年部
は、
「かいぶつフェスティバル」では食材を提供し、来
2016 年12 月に行われた選手募集のポスター

３

．

サ ッカ ーとの連携：「かいぶつのたねプロ
ジェクト」とＪＡ信州うえだ

三橋亮太氏（29歳）は神奈川県出身で、大学卒業後、

30

年以降に予定している元サッカー選手の農業研修の受
け入れ先ともなっている。
ＪＡ信州うえだの青年部は、会員は40人程度で、管
内でも有数の農業経営者が中心となっており、三橋氏
との連携以外にも、 さまざまな活動を精力的にこなし

長野県のプロサッカーチームに採用されたが、１年間

ている。 三橋氏の活動は、 この青年部の行動力に支

で退部し、その後３年間は長野県内の社会人チームの

えられている。スポーツ選手によるイベントの集客力や
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て農業に関心を持つ人も出てきており、 まずは当面来
年から３人ほどに農家研修をしてもらう予定である。
現時点の課題としては、このプロジェクトに取り組む
組織主体が曖昧であることがあり、今後何らかの法人
化や人材の育成が必要であろう。 ２つのＪＡの青年部
が参画しているこの取り組みが、地域の農業振興、食
育、 担い手の確保や地元農業へのサポ ート意識の醸
成につながることを期待している。

４

．おわりに

スポーツ選手と農業とが連携した事例を２つ紹介し
たが、 この他にも、 野球の四国アイランドリーグに所
属するチームである高知ファイティングドッグスは、農
業事業「ドッグスアグリ」に取り組み、ビニールハウス
を作って野菜の生産・販売や、 田植えなどのイベント
を通じて、地域に密着したチームづくりを行っている。
人材を求める農業にとって高い能力を持つスポーツ選
手との連携は魅力的であるとともに、 スポーツの持つ
健康のイメージが農業や食育と共有できることで地域
宣伝力はＪＡにはないものであり、ＪＡの食農教育やブ

振興の糸口にもなるのである。

ランド発信に貢献しているので、青年部のみならずＪＡ

農業への新規就農希望者が増加しているが、 農業

全体としてこれをどのように継続的にバックアップでき

に農外から参入しようと考えるのは個々の就農希望者

るかが、 今後この取り組みをさらに発展させるための

だけではない。企業、ＮＰＯ法人、社会福祉法人（農

課題であろう。

福連携）などが、 多様な動機とアイデアを持って農業

三橋氏によれば、サッカー選手はこれまでサッカー

に関わろうとしており、スポーツ選手やスポーツチーム

しかしてこなかったので、 セカンドキャリアとして何を

の農業への参入も、 その１つと見なすことができる。

したらよいか分からないし、 就職先とのミスマッチも

多様な人材がさまざまな発想を持って農業に入り、 農

多い。アスリートと農業とはこれから相性を見ていくこ

業に関わることで、新しい農業や事業が生み出される。

とになるが、
「屋外で働くという環境の良さ」
「スポーツ

そのとき農業側やＪＡには、何よりもそれを受け入れる

選手は一国一城の主であり、農業の経営と合っている」

柔軟な発想が求められる。 特に技術や販売、 資金、

という点で良いのではないかとのことであった。

地域のイベントなどさまざまな側面で支援・連携するこ

取り組みは始まったばかりだが、
「かいぶつフェステ

とができるＪＡは、 常にアンテナを高く張り、 フット

ィバル」へのＪＡグリーン長野青年部の参加、長野市

ワークを軽くして、従来にない農業へのアプローチを取

の後援、企業の協賛など、取り組みは広がりを見せて

り込めるよう日ごろから体制や意識を持っていることが

いる。スポーツ、食育、農業振興（地産地消の推進お

必要であろう。

よび担い手の確保）の取り合わせという発想には多く
の関心が集まっており、連携の依頼や取材も多いそう
だ。また、サッカーのプロ選手のセカンドキャリアとし
【食料・農業・農村】研究ノート／スポーツ選手と農業との連携
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Episode４：

次世代農業にＩＣＴを導入する心得
ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

農業ＩＣＴ（Information and Communication Tech-

たちばな

まさ

お

橘 昌男

目標に高いモチベーションで取り組む

nology、情報通信技術）の製品・サービス導入は、売
り手・買い手・世間の三者三様とも思うように進んでい

「転」
（寄り添う人、巻き込む力）

ない。 本連載の締めは、 ＪＡの総合事業の維持・発

・女性普及員の存在「あの人が自分たちの尻を叩いて、

展の観点から「世の中の定説」を交えながら課題と今

半ば強引に引っ張ってくれなかったら、今のスピード

後の対応を考察する。

感は出せなかった」

次世代の農業は、 生産性の高いベストプラクティス
の広がりである。 まず、 明るい事例、 宮崎県のＪＡ西

・ハッピーマンが恵まれていたのは、 多くが知った顔
だったこと。地域の顔見知りで土台があった
・切磋琢磨し合う姿は、指導員にも刺激になる。ＪＡ

都の「次世代の産地経営」から紹介する。

も共に進んでいきたい

１

．10年後の目標「ピーマン産地

日本一奪還」

「結」
（例年以上の反収実績 ）

ピーマンを栽培する次世代の若手農業者12人（20歳

・産地内の争いが多く、技術を隠す風土が産地の成長

代後半〜 40歳代前半 ）を中心に構成される営農集団

を妨げてきた。 足の引っ張り合いをしていても産地

「ハッピーマン」が2015年に発足した。 発足から２年

は守れないという危機感を、熱い志を持つ農業者が

間の起承転結を追った。

共有し、前に進み出した
・実は今まで同じ言葉が毎年交わされていたかもしれ

「起」
（事実認識）

ないが、自分たちの受け取り方が変わった。行動す

・施設園芸のピーマン農家が、10年後に半減

る前提で話を聞くようになった

・系統出荷（共同計算）の絶対量を守るためには、若

・環境制御により「ハウス内を見える化」用語解説）し、そ
のデータと経営をひも付け、
“次に何をする”という

手が反収をアップ
・技術を個々の力で磨くのは限界で、１年１回の成功と

Howの発想から、
“何が問題か？
るか？

失敗を皆で共有し一気に成長

どこに問題があ

それはなぜ起こったか？” というWhat、

Where、Whyを追求した上で、 最後にHowを選択
「承」
（ビジョン）

するようになった

・経営とハウス管理、栽培技術をデータとして見える化
し、反収16.5ｔ以上の安定技術を磨く

せっ さ

・生産者主導で、 技術や経験の情報を共有し、 切磋
たく ま

琢磨し合う
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見える化とは、単に何かの状態を見えるようにするだ
けではダメで、
「見えた結果を受けて、 誰でも行動を変

・それぞれの経営スタイルを確立しながら、10年後の
32

【用語解説】

えられる」ようにしなければならない。

【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録／Episode４：次世代農業にＩＣＴを導入する心得

シ リ ー ズ アグリテック見聞録 食料・農業・農村

生駒祐一氏
（テラスマイル＜株＞代
表取締役ＣＥＯ）
工学部卒業後ＩＴベン
チャーにて医療・ロボッ
ト の 新 規 事 業 に 従 事。
2010 年 か ら 宮 崎 県 の
大規模施設農園にて、農
園運営と農業ＩＣＴを
担当。2013 年独立し、
宮崎県を拠点に農業経営
アドバイザーとして九州
各地を回る

「2016－2017シーズンの動き」
ほ じょう

・地域別グループが、圃場巡回と生育調査を実施
・稼げる出荷時期を明確に、
「その時期に収穫するた
めにはどうすればいいか」
・学びと気づきが濃密に蓄積
・ＪＡは農家同士の活発なコミュニケーションに注力
・農業ベンチャー企業（テラスマイル＜株＞）がさまざ
まなデータを分析し、 巡回＆レポート（モニタリン
グ）し、営農のモチベーションアップ
世の中の定説〜その１
レポートの例

メンバーの多くが助け合いの精神を持ち、共通の

① マーケット分析

利益のために自分を犠牲にすることができる集団

② 産地比較分析

は、 他のあらゆる集団よりも生き残る確率が高く

③ 環境データ分析（仮説を立てたレポート）

なる

④ 出荷データ分析・個別成績表（ 経営シミュレー

〜チャールズ・Ｒ・ダーウィン著『人間の進化と性

ション）
：
（ 仮説を立てたレポート）

仮説の一例

淘汰』より〜

世の中の定説〜その２

生産者別の収穫量データを分析し、その違いは厳

人生における失敗者の多くは、 諦めた時にどれだ

寒期のＣＯ２の使用量に差がある

け成功に近づいていたかに気づかなかった人たち
である
〜トーマス・Ａ・エジソン〜

２

．農業ＩＣＴの３つの課題

第一は、 システム開発者が農業や地域の事情を分
かっていない。
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システム開発者は「プロ」を自負しているが、その経
験は大企業からの「受託開発」が大半で、既存のビジ
ネスモデルの枠内で思考する性格が強い。彼らは当事
者になると、 彼らのシーズ用語解説 ）を「農業者は○□△
のニーズがあるはずだ」と一方的に思い込む。農業を
甘く見て開発したものは、農業経営・改善に必要な仕
様を満たしていない。
現場のニーズを伝える農業者も自身の農業は語れる
ふ かん

が、 多種多様な農作物生産を全国的に俯瞰して語れ
る人はほとんどいない。
は

「這う農業→歩く農業→乗る農業 」と農業者は農業

第二に、 野菜作機械の研究・開発・普及に多額の

機械を買い換えてきたが、 現在「欲しい」と強く望む

補助金を投じても、全国普及しなかった過去の失敗と

製品・サービスは少なく、シーズに対し「いいね」程度

同じ轍を踏んでいる。 農業者はＩＣＴの知識が不足し

の淡い期待（ウォンツ）を寄せているだけである。

投資する意欲が低く、 ＪＡも「様子見 」で、 導入は補

この結果、 システムの普及がごく少数の農業者に限
られているし、普及促進のための仕様変更や追加を繰

てつ

助金次第である。ＩＣＴ提供企業もキャッシュフロー
が非常に悪い。

り返したため、 農業者にとって難解複雑なものになっ

高性能農業機械などの導入が補助事業に依存してき

てしまった。要するに、システム開発者のシーズと農業

た歴史のなかで、 農業ＩＣＴの導入も補助金頼みに

のニーズのボタンの掛け違い（同床異夢）である。

なっている。なお、過去と比べ補助金が少額で、農業

この課題の解決には、 農業現場で関係者を巻き込
む渦の中心となる人（キープレーヤー）の育成・確保

予算ではなく地方創生予算であったりして利活用しづ
らい。
この課題解決は農業経営力の強化が必要で、 担い

が必要である。

手に寄り添い、幅広く対応できる機能と人材を有する
総合事業の出番である。

【用語解説】
シーズとは、企業が有する事業化、製品化の可能性
ある技術やノウハウなど。語源は「種 」であり、そのま

世の中の定説〜その４

までは顧客に提供できない。 顧客に適合する製品・

消費は物を欲しがるより、 利用や、 体験・知識・

サービスに変換することが重要である。

思い出・人間関係といった事（こと）に関心が移っ

企業が使うソリューションという言葉はシーズと同義
語である。

新しい製品やサービスが使われるようにするには、
４つの制約（スキル、 資力、 アクセス、 時間 ）を

世の中の定説〜その３
日本航空株式会社（ＪＡＬ）は倒産したが史上最速
で再上場（復活）した。その原動力は「ＪＡＬフィ
ロソフィ（40項目）」にもとづく社員の働く意識改
革である。 フィロソフィの中で、 最も社員に届い
たものは、
「渦の中心になれ」である
〜立命館大学稲盛経営哲学研究センター
客員教授

34

ている。例えば、カーシェアリング。
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金井文宏〜

解消しなければならない

第三に、農業者とＩＣＴ提供企業の時間軸が違う。
農作物の多くは１年１作であり、
「知 」は蓄積されて
ないし、知の共有意識も個人差がある。従って、農業
者は「２〜３年かけてじっくり農業ＩＣＴを検討する」
としている。
ＩＣＴ提供企業は「短期」の収支管理（３年で単黒、
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５年で累損解消）で、撤退、事業売却などの経営判断

〜日産自動車（株）会長兼社長兼ＣＥＯ

を優先する。この結果、効果が出る前にプロジェクト

カルロス・ゴーン〜

終了もある。 企業の活動資金が補助金で動いていれ
ばなおさらである。
観点を変えるとチャンスである。 ＪＡが地域の課題
の解決を図りたい「思い」を共有（異床同夢 ）できる
異端なベンチャー企業と同志的結合（Ｍ＆Ａ、提携、

問題解決に失敗するのは、正しい問題に間違っ
た解を求めるというよりは、間違った問題を解くと
いうことによるほうが多い
〜戦略の専門家

戦略的互恵関係を含む）で時間軸を一致させることが
できる。 一方、 某大手コンサルティングファームの元
トップは、
「大企業は、弱った農協をＭ＆Ａすべきだ」
げき

と檄を飛ばしている。
総合事業に個店主義

間違った問題に対する正しい答えほど始末に負
えないものはない
〜「現代経営学」や「マネジメント」の発明者

用語解説 ）

を加味すれば、 肌感覚

を持ってサービスを開発し課題が解決でき、多くの価
値を出すことができる。ＪＡ経営者が意思決定し現場
もスピード感を持てば、
「日銭 」を稼ぐことができる。
留意すべきは、 小さく細かいシステム投資や人材・ 組
織など「粘り強い」仕組みづくりである。
以上の３課題に共通することは、
「道具」は良くなり、

ラッセル・エイコフ〜

ピーター・Ｆ・ドラッカー〜
──「最初に設定した問題自体が見当違いである
ことの方がはるかに多い」
要するに、問題解決力より問題発見力の方が重要
である

世の中の定説〜その６

「社会システム」も整備された。それなのに、世間（人々）

農業参入企業の良否を見分けるには、
「御社は誰に

は満足していない。幸せではない。それは、自分の内

対して何を提供しているんですか」と質問すること

なる力を与えてくれる「思い」が欠けているからである。

である。ターゲット農家層、製品・サービス、企

ＪＡ全農の常務理事であった澤村紀明氏が語っていた

業の収益モデルの３点が重要

組織人の心得「私たちは心であり、 思いという道具を
用いて自分の人生を形づくっている」を痛感させられる。

３

．2017年は変化の潮目

農業競争力強化プログラム（2016年11月29日政府決

【用語解説】
個店主義とは、事業別、拠点別に赤字でも全体で黒

定 ）や、2018年以降の生産調整の廃止などは、 農業

字であればいいという発想ではなく、また、漫然とＩＴ

の潮目である。 ＩＣＴの潮目は全世界的であるが、 農

（情報技術）化を進めるものでもなく、 人にしかできな

業ＩＣＴの需要額は微々たるものである。 農業界は全

い仕事に集中するために先入観を捨て、 未来起点でイ

体の動きに惑わされず「先を読む」必要があり、この章

ンフラとシステムに投資し、人の力で付加価値を生み出

では、総合事業の観点からマークすべき事項を考察す

すこと。 地域性を取り入れた経営の推進である。 個店

る。

主義の強みは、１．
個性、２．
サービス、３．独自性、４．
小回り、５．専門性、６．こだわり、７．親しみやすさ、
８．融通、９．地域密着、10．
接客、として表現される。

「博く学びて篤く志し、切に問いて近く思う、 仁其
の中に在り」

世の中の定説〜その５
めいせき

アマチュアは問題を複雑にし、 プロは明晰さと簡
潔さを求める

世の中の定説〜その７
〜孔子の『論語』より〜

── 要するに、しっかり学んだ知識を地域社会の
ために実践しなさい
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（１）営業支援システムＳＦＡ（Sales Force Automation）

世の中の定説〜その８
「教えありて類なし」

〜孔子の『論語』より〜

企業内で営業活動を効率化する情報システム・ソフ

── 要するに、 数字（デジタル） が数字（お金）

トウェアの一種。既存顧客や見込み顧客の個々の情報

を生んでいるのではない。良き人材が数字を生ん

を記録・管理することができ、過去の商談履歴や、現

でいる

しん ちょく

在進行中の案件の進捗状況、 営業活動を通じて入手
した重要な情報、 アポイントメントや期限などのスケ

【筆者が考える労働生産性の高い営農支援システム

ジュールなどを一覧したり編集することができる。ＳＦ

のイメージ 】

Ａをチームで利用することにより、 チーム内で常に最

・ＪＡは管内の圃場マップを整備（これが総合事業の

新の状況を共有することができ、 属人性を排して組織
として効率的に営業業務を進めることができる。以上
がＳＦＡを売りたい企業の理屈である。
筆者のＳＦＡに対する評価は、営農経済事業に適用
すること自体が、ムリ・ムダ・ムラである。また、いた
ずらに「属人性を排する」ことは、 総合事業の個性を

ほ じょう

基本情報となる）
・ＪＡ職員が現場で起きている出来事をスマホ・タブ
レットで気軽に撮影（動画含む）
・圃場マップをタップすれば、過去の映像を「いつで
も、どこでも、誰でも」検索
（百聞は一見にしかず：文字に対して画像は6000倍
記憶に残る）

消滅させる。

・キーワード検索した結果がマップ上に表示
＜ムリ・ムダ・ムラの理由＞
・売りたい商品、サービスを定めていなければ管理が
できない
・農家は自ら進んで重要情報を語らない
・天候に左右され、農作業で忙しいなかでスケジュー
ル管理は画餅
・システム入力が煩雑、手間
・管理者が見ても理解不能
・担当者に、やる人・やらない人、できる人・できない
人が混在……
筆者が最も懸念することは、 導入したシステムが機
能せず、組織内部で犯人探しが始まること、不都合な

（２）スマート農業機械
農業機械メーカーは2020年をめどにトラクターの完

システムを使い続ける虚しさによるマイナス影響である。

全自動運転を目指している。農業就業人口の減少、担

事業の強さは周囲のサポートから生まれる。まずは自

い手の高齢化、 農地の大規模化、 企業の農業参入へ

分が誰かを支える。見返りを期待せずに誰かを守る。

の対応が理由である。 しかし、
「ＩＣＴで高品質・ 高

これ以上の投資はない。

収量・高効率の農業を実現」の前に、農作業のムリ・
ムダ・ムラのカイゼン、労働生産性の向上に取り組むべ
きである。そのことが現場で後回しになっているので、
クラウドサービスの全般が普及しない。
農業法人などでつくる農匠ナビ（株 ）は、 農業機械
メーカーやシステム会社などが運営するクラウドサービ

36
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スの壁を乗り越えて一元的に利用できる「農匠プラット
フォーム」の提供を始める。当面は約100件の農家や
農業法人の利用を見込んでおり、将来は１万件の利用
にまで拡大したい考え（『日本農業新聞 』2016年10月
13日掲載 ）。

プラットフォームの整備
・全国を数ブロックに分け、農業機械の稼働状況を圃
場マップ上で24時間管理するセンターの設置
・農業機械の長持ち、共同利用、レンタル、コントラ
クター、シェアリングリースのコントロールをセンター

システムの共通基盤が提供されることは歓迎するが、
全社参加ではないのでボトルネックは残る。また、農
業機械の監視は各社ごとのクラウドシステムに委ねる

単位で実施
・監視システムのデータをアフターサービスコスト削減
に活用

ので使い勝手は悪いままである。
「スマートは賢い」という意味である。農業機械が賢
くなる以前に、 それを使う人が賢くならねば使いこな
せない。ボトルネックは人であり、課題解決は人づくり
となる。
世の中の定説〜その９
技術や社会が進化すればムダも進化する。人の力
でそれをつぶす。だから面白い。
トヨタが他の会社と違うところを１つだけ挙げれば
改善に終わりがないということを皆が理解してい
ることだ
〜トヨタ自動車（株）名誉会長

張 富士夫〜

（３）ＩｏＴ（Internet of Things）ネットワーク
携帯電話大手３社は「市場の成熟化」や「競争の同
質化」で、物販や電力、保険といったさまざまなサービ
スを展開している。ＩｏＴネットワークを基軸に顧客の
あらゆる消費を取り込み、囲い込みの強化と新たな収
益源の確保につなげる。ＩｏＴネットワークは、 省電
力・長距離・低コストの無線通信技術「LPWA（Low
Power Wide Area）
」で構築される。主要な方式の１つ
が、周波数帯域として免許が不要な920MHz帯用語解説）
を利用する「LoRaWAN（ローラワン）
」である。
ＩｏＴ機器導入の障壁となっていたのは、 機器の購
入費用（イニシャルコスト）とは別に要する毎月の通信
料（ランニングコスト）で、負担感を拭えなかった。今
【筆者が考える農業機械の監視システムのイメージ】

後は、ＩｏＴ通信に課金しない、または通信料金を機

・農業機械メーカー全社全機種の監視情報がつながる

器に含めるなどして見えなくする動き（ゼロレーティン

【食料・農業・農村】シリーズ アグリテック見聞録／Episode４：次世代農業にＩＣＴを導入する心得

ＪＣ総研レポート／2017年 春／VOL.41

37

食料・農業・農村 シ リ ー ズ アグリテック見聞録

グ ）が進む。 ＩｏＴ向けにシンプル化した通信技術の
登場によって、通信料金の形も大きく変わる。

４

．強み＝思い×仕組み

筆者は、総合事業とあらゆるものがつながるＩｏＴ

ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）など、新しい

を組み合わせた新たなビジネスモデルができると確

ものが登場するたびにメディアは囃し立てるが、 ユー

信している。

ザーはその本質、
「誰にどんな価値を提供するのか」を

はや

見極めなければならない。事業の強みは、思いと仕組
は や

みの掛け算である。流行りものを焦って思いや仕組み

【用語解説】
920MHz帯は、電波が遠くまで届きやすい。このため、
１つの基地局で広い範囲をカバ ーしたり、 携帯電話基

に擦り合わせることもない。 ここでは、 大事にしたい
思いと仕組みを考察する。

地局のない山間で利用できる。920MHz帯は建物や地
面に浸透しやすい性質もあるため、 地中に埋めた水道
メーターと通信したり、病院や工場など大きな建物を１
台の基地局でカバーできる。

（１）日本一楽しい農産物直売所
「旬の駅ならやま」という農産物直売所が奈良市北
部にある。 造園会社の遊休施設を利用して３年前に
オープンし、自由で自主的な雰囲気で、売り上げを飛
躍的に伸ばしている。電子機器の設計開発とフィットネ
スジムを手がける「人間の森グループ」が2016年、 Ｍ
＆Ａで引き継いだ。代表の川人正臣氏は奈良市と京都
府木津川市の出荷農家300人を集めた2017年の賀詞交
歓会で、次のように語った。
「私が投資した決断は、 そこで働く人です。 働くス
タッフたちがとてもいいんです。農家さんたちといつも
仲良くやっているこの人たちには、農家さんから少しで
も多くマ ー ジンを取ってやろうなんて、 そんな意識は
まったくありません。 ちょっとでもたくさん売ってあげ
て農家さんを喜ばせてあ
げようという思いやりが
あります。そこには、不
思議とお金の匂いがし
ないんです。 人にやさし
く生きる。自己中心では
なくて、 人のために生き
ていくことを、 この仕事
で目指していきたい」

「旬の駅 ならやま」店内で行
われた 2017 年賀詞交歓会
挨拶している「人間の森グルー
プ」の代表

川人正臣氏。

奈良市と京都府木津川市の農
家が主な出荷者
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世の中の定説〜その10

サービスの成果である。肝心なのはコミュニケーション

全宇宙をあっと言わせてやりたいんだ。私はアップ

（Ｃ）で、対話である。訪問、提案、面倒見、御用聞き

ルの経営を上手くやるために仕事をしているわけ

などさまざまな言葉が代用されるが、要するに、ＪＡ職

ではない。 最高のコンピューターを作るために仕

員は組合員との因果関係に気づき、事実を深掘りした

事をしているのだ

本音の会話を積み重ね、ウォンツをニーズに顕在化し

〜アップル社創設者の1人スティーブ・ジョブズ〜

なければならない。ＩＣＴツールを奇手妙手と捉えず、
当たり前の活動を凡事徹底するための脇役と見なすべ
きである。
仕組みを回すのは現場のリーダーである。リーダー
は、 活動を共にするメンバーと価値観を合わせ、 メン
バーからの共感を得ることで、 想像以上の力を引き出
すことができる。
過去の手法が通用しない変化の激しい時こそ、
「わ
れわれはどこから来て、 何者で、 どこへ行くのか」
（Where do we come from?

What are we?

Where are we going ?）を常に自問自答し、世のため
人のために総合事業を続けなければならない。 本編
（４回連載）を、次世代農業にＩＣＴを導入する心得と
して役立てていただければ幸甚である。
（２）仕組みの基本はABCDの凡事徹底
安定した取扱＜取引＞
（Ｄ）にはアフター サ ービス
（Ａ）、 ビフォアサービス（Ｂ ）、コミュニケーション
（Ｃ ）の３要素がそろう。モノを買っていただけばアフ
ターサービスに移る。買い替え（リピート）はビフォア
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ＪＡはが野が取り組む
「個を見る視点強化」による
個別ケアの実践
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

はじめに
．
〜根本的な見直しがなされるケアマネジメント

がなされ、根本的な見直しが迫られている。その経緯

『平成 28 年度版 高齢社会白書』
（内閣府）によれ

「社会保障審議会介護給付費分科会審議会」
（2011

ば、高齢者の要介護者等数は 2003 年から 2013 年の

年 12 月）において「より根本的なケアマネジメントの在

10 年間で約 200 万人も増加した。とりわけ 75 歳以上

り方について検討し、必要な対応を図るべきである」と

で割合が高く、65 ～ 74 歳では要介護の認定率が 3.0％

の指摘がなされ、2012 年３月、
「介護支援専門員（ケ

なのに対し、75 歳以上では 23.3％とポイントが著しく

アマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討

上がる。2020 年には、これまで 65 ～ 74 歳の高齢者人

会」が立ち上げられた。検討会では、ケアマネジメント

口（率）を下回ってきた 75 歳以上の高齢者人口（率）が

や介護支援専門員のあり方について議論がなされ、ま

65 ～ 74 歳を逆転する（抜く）など、75 歳以上の高齢者

とめられた「議論の中間的な整理」
（2013 年１月）では、

は以下のとおりである。

が占める割合は大きな増加が見込まれており（2015 年：

「介護保険の理念である『自立支援』の考え方が、十

13.0％、2020 年：15.1％、2025 年：18.1％、2050 年：

分共有されていない」
「利用者像や課題に応じた適切な

注１）

24.6％、2060 年：26.9%） 、今後、加齢により高ま

アセスメント（課題把握）が必ずしも十分でない」
「サー

る高齢者の要介護認定率の増加が不可避となってい

ビス担当者会議における多職種協働が十分に機能して

る。

いない」などの課題が整理され、今日の介護に対し重

加齢によって上昇するのは要介護認定率だけでなく

要な問題提起がなされた。

認知症も同様で、やはり今後、大幅な増加が見込まれ

「高齢者の尊厳」
「自立支援」を理念とする介護保険

ている。65 歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率

制度のもと、
「要介護者等やその家族がもつ生活全般

の将来推計では、2012 年は 462 万人、7 人に 1 人であっ

にわたるニーズと、公私にわたる様々な地域の社会資

た認知症患者数が、2025 年には 700 万人、５人に１

源の間にたち、複数のサービスを適切に結びつけつつ、

注２）

。さらには、65 歳以上の単独世帯・夫婦

総合的かつ継続的なサービス供給を確保し、要介護

のみ世帯の増加（家族などの介護力が低下）も見込ま

者等の自立支援、生活の質の維持・向上を目指すシス

人となる

れており、高齢者の在宅主体の暮らしを医療と介護の
連携をはじめ地域全体で支える「地域包括ケアシステ
ム」の構築が、2025 年をめどに進められている。
そのようななか、中心的な役割を果たす業務として、
今後、ますます期待が高まるのが「ケアマネジメント」
といえるが、近年、これまでのやり方に大きくダメ出し
40
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注１）総務省統計局『国勢調査報告 』および国立社会保障・ 人口問
題研究所『日本の将来推計人口』
（2013年３月推計）=国勢調査結
果に基づく補正人口
注２）65歳以上の認知症患者数と有病率の将来推計（資料：内閣府
ホームページ「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関す
る研究」
（2014年度厚生労働科学研究費補助金 特別研究事業 九州
大学大学院 二宮利治教授より内閣府作成資料）
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テム」注３）であるケアマネジメント。しかしながら、今

され、例えば食生活改善では、農協生活指導員が行

日のケアマネジメントの大きな課題の１つとして、要介

政保健婦・栄養士とともに集落単位で啓蒙活動を行い、

護度ごとに定められた範囲のなかで、利用者や家族の

農協提供の食材で料理教室などが開催されたとしてい

要望を踏まえたサービスを調整するだけにとどまるもの

る。

がいまだ少なくなく、利用者が生活で抱える障害の解

また、80 年代前半、ＪＡ管内の基幹病院と行政の

決にならないこと、事態の悪化（重度化など）を招く

双方で訪問看護が事業化され、1983 年、管内の主要

例が多いなどの問題が挙げられている（「サービス調整

病院・市町・保健所などの看護職を網羅する形で成立

型」
「要望型」などと呼ばれている）。これに対し、利

した「芳賀郡市継続看護連絡協議会」は、真岡市内

用者と家族の生活の障害となっている問題（ニーズ）を

だけでなく、管内関係組織が一体となった「芳賀郡市

発見し、利用者の自立支援を視野に入れ、問題の解

訪問看護者制度」をスタートさせた。同協議会は、真

決を目指すケアマネジメント（「問題解決型」などと呼

岡保健所を事務局に、訪問看護のためのネットワーク

ばれている）への切り替えが進められつつある。

を構成し、訪問看護を進める力となった。また、分科

本稿では、認知症の重症度を数値化し評価するた

会として「訪問看護事例検討のための委員会」が設け

めの検査法であり、本人の認知症の有無や程度、また、

られ、看護職だけでなく福祉職をもメンバーとし、現

家族の介護力や介護負担が推定できる「認知症・生活

場レベルで地域の医福ネットワークを構築、双方のレ

注４）

を活用し、介

ベルアップが図られた。田渕は、同ネットワークの存在

護職員の「個を見る視点」を培い、利用者の生活の問

が、ＪＡの介護事業において極めて大きな意味を持っ

題解決（自立支援）を促す「個別ケア」を実践しつつあ

たと述べている。

行動観察アンケートＡＯＳ（アオス）」

るＪＡはが野の取り組みを取り上げる。

さらに田渕は、合併前から「営農」だけでなく、女
性会や生活指導員を軸とした「生活活動」を併進させ

２

いしずえ

．ＪＡはが野の介護事業の 礎

ＪＡはが野は栃木県東部に位置し、真岡市、二宮町、

てきたことをＪＡはが野の特徴として挙げている。合併
前の旧茂木農協、旧真岡市農協はＪＡ栃木県中央会に
よる全県的なホームヘルパー養成に先駆け、独自の介

益子町、茂木町、市貝町、芳賀町を管内とする。1997

護研修に着手。ＪＡの生活指導員が介護やボランティ

年に１市５町の６ＪＡが合併し現在のＪＡはが野（はが

アに興味のある女性組織メンバーを募り、厚生連病院

野農業協同組合）となった。管内東部は、八溝山系の

のスタッフなどを講師に基本的な介護実習教室を開催

山間地と芳賀台地を形成する丘陵地帯、西部は鬼怒川

した。これらの研修参加者は後にホームヘルパーの資

左岸のゆるやかな台地、中央を五行川、小貝川が流れ、

格を取得し、高齢者助け合い組織「ひまわり会」
（栃木

肥沃な穀倉地帯となっている。イチゴの生産は日本一

県農協助け合い組織の共通名称）の発足につながった。

ひ よく

を誇る。

こうした地域福祉に積極的な合併前の旧農協組織

ＪＡはが野の介護事業の成り立ちを語る上で欠かせ
ないのが、ＪＡ管内の地域保健福祉をリードしてきた

注３)出典：
『ケアマネジメント用語辞典[改訂版]』
ミネルヴァ書房、

草の根型の真岡市の保健福祉行政ならびに地域の医

2007年

福ネットワークに寄与した「芳賀郡市継続看護連絡協
議会」の存在である。
『ボランタリズムと農協 高齢者福祉事業の開く扉』
（田渕直子、日本経済評論社、2003 年）で田渕は、住

注４）認知症・生活行動観察アンケートＡＯＳ（アオス）
家族や関係者らが日常生活動作５項目、日常生活行動48項目の簡
単なアンケートに答えることで、本人の認知症の有無や程度、また
家族の介護力や介護負担を推定するアンケートシート。福井県にあ
る（医 ）敦賀温泉病院院長玉井顯医師らが、 地域の認知症患者を初
期の段階で発見し、早期治療につなげるために作成した質問票をも

民に密着した草の根型行政を推進してきた真岡市にお

とに、全国キャラバン・メイト連絡協議会が質問項目に追加や修正

いて農協組織はその「草の根」の１つとしてよく活用

環境新聞社）

を加えたもの（資料：
『月刊ケアマネジメント』＜2012年８月号＞
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は、介護保険制度が施行される以前に、すでに地元
行政から、ホームヘルプ事業やデイサービスの事業を
受託し、介護保険制度が施行された 2000 年４月には、
すでにＪＡはが野管内で通所介護事業（６カ所のデイ
〈デイサービスセンター〉）、ＪＡ管内全域を対象とする
訪問介護事業
（ホームヘルプ）、福祉用具貸与事業など、
総合的な介護事業に発展した。また、ケアマネ（ケア
マネジャー）９人による、管内全域を対象とした居宅
介護支援事業もスタートした。

別対応不足 ）
、スタッフの離職が多いといった課題が
浮上した。さらには、
「専門職の思考プロセスを学ん
でいない」
「知識・課題分析のプロセスが分からない」
といった介護職員の教育的な側面における課題も浮き
彫りになった。
こうした課題を受け、このままでは将来的に、介護
事業の継続が危ぶまれるとの見通しから、翌 2004 年、
よし だ

東京都のＮＰＯ法人メイアイヘルプユー注５）理事の葭田
み

ち

こ

美知子氏にＪＡの福祉アドバイザーを依頼、2005 年８
月より「個を見る視点の強化と個別ケアの実践化を図
る」をテーマに管内６カ所あるデイなど全事業所で、月
１回開催する介護事業の事例検討会に着手した。
事例検討会では、１
年目は「個別ケアの視
点を学ぶ」、 ２年目は
「個別ケアの実践方法
について学ぶ」、 ３年
目は「地 域との 交 流・
連携について学ぶ」を

ＪＡはが野介護事業の中核をなす「福祉センター」

目標に掲げ、今後、介
護事業を続けていく上

メイアイヘルプユー理事の

2016 年 11 月現在、ＪＡはが野は介護事業として①

で不可欠となる「個別

居宅介護支援事業（ケアマネ 20 人）、②通所介護

ケア」について、介護

事業
〈デイ６カ所・生活支援デイサービス
（自費）〉
（職

職員の見方、考え方を深める学びを促した。業務時間

員 95 人）
、
③訪問介護事業
（ホームヘルパー 19 人）、

外の勉強に耐えられない職員も少なからず出て、ＪＡ

居宅介護事業（障害）、④生活支援事業（自費）
（職

は苦しい運営を強いられたが、職員の質の向上を目指

員３人）
、⑤福祉用具貸与事業（職員３人）、⑥特

しなんとか窮地をしのいだ。

葭田美知子氏

定福祉用具販売事業、福祉用具販売事業、⑦住

また、こうした成果を外に対し発表することで、職員

宅改修事業、に取り組んでいる（これ以外に、総

の意欲を高め、達成感を持ってもらおうと、2006 年１

合職員２人、事務職員３人、職員数合計 145 人）

月より、年１回、年度の終わり（２月ごろ）に事例検討
発表会（2008 年から介護研究発表会に改称）を開催、

３

認知症・生活行動観察アンケート（ＡＯＳ）
．
で培った「観察」で「個別ケア」を実践

成果は「実践報告集録」
（冊子）として取りまとめられ
た。

（１）事例検討会の立ち上げ
ＪＡはが野は 2003 年、厚生労働省のモデル事業を
活用し、第三者評価（対象：居宅介護支援事業）を
受審。その結果、
「身分保障がないなどの不満あり」
（臨
時職員が多い）、現場のマンネリ化（集団対応であり個
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注５）ＮＰＯ法人メイアイヘルプユー
福祉・ 保健・ 医療の関係者により「福祉現場の応援 」 を目的に
2000年に立ち上げられた特定非営利活動法人（東京都）。「利用者
主体のサービス提供」の視点から、福祉サービスを対象とした第三
者評価、研修の企画、コンサルティング、調査研究などを実施
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（２）生活行動観察アンケートによる「観察」力の醸成

2009 年５月、まず、すでにキャラバン・メイト注６）の

「介護職は、一人をしっかり見ることができないとた

資格を有するＪＡの全ケアマネと管内６カ所あるデイ

くさんの人を見ることはできない」と一人ひとりに向き

の職員各１人が、全国認知症キャラバン・メイト主催

合う個別ケアのスキルアップを目指し、事例検討会を

のキャラバン・メイトスキルアップ研修会に参加し、そ

立ち上げた葭田氏。利用者への介護技術や支援者と

こで「アンケート」について学んだ。翌６月、そこで得

しての姿勢について指導するなかで目の当たりにした

た成果をデイの全介護職員に伝え、共有する研修会を

のは、介護職員が利用者と接する際、
「観察」ができ

開催。デイの利用者（当時、総登録者数 436 人、うち

ないということ。

認知症または認知症が疑われる 242 人）を対象に「ア

「『見守りって何？』って聞いて、みんなぽけ～っとし
ている。ということは見ていない、観察できない」
。利

ンケート」の活用が始められ、事例検討会での検討が
積み重ねられていくこととなった。

用者と漫然と接していて、観察のポイントに気が付か

各デイでは、①（本人・家族への）事前説明、②「ア

ない、焦点が絞れない。まず、こうした「気づき」や「観

ンケート」の実施（本人・家族・職員）
、③「アンケート」

察」の力を養うことが当面の課題として浮上した。事

の集計・整理、④課題分析（結果はデイ職員からケア

例検討会を行うなかで葭田氏がひらめいたのは、利用

マネに送られ、ケアプランを作成）
、⑤家族との面接、

者における認知症の有無やその程度、または家族の

⑥確定した支援内容（ケアプラン）に基づく支援の実

介護力や介護負担を推定する「認知症・生活行動観察

践、といった流れで、スタッフが受け持ちの利用者一

アンケートＡＯＳ（以下「アンケート」）」の活用である。

人ひとりに合わせた支援を目的に、
「アンケート」を実

「『アンケート』に設けられた項目を通し利用者を見るこ

施した。

とで、介護職員は漠然とではなく焦点を絞って見るこ

加えて、
「アンケート」実施に当たり、気になる利用

とができるようになる。これが『観察』の『いろは』の

者、家族とスタッフの点数差が大きい利用者について

『い』」と葭田氏は言う。こうした視点を体に染み付け

は、事例検討会で取り上げ、状況を推測し、支援を工

ることで、介護職員は浮腫、転落、脱水など、自然に
いろいろなことが見られるようになる。
「アンケート」は、認知症利用者の日常生活動作５項
目、日常生活行動 48 項目からなり、
「道に迷う」
「も
のを覚えられない」
「お金を盗られたという」など、家
族からの訴えをもとに作成された簡単な内容の設問に
対し、本人や家族、介護スタッフなどが回答するもの
である。それぞれの項目は、周辺症状（ＢＰＳＤ）など、
症状が重く、介護者の負担になるものほど点数が高く
設定されており、それらを集計することで認知症の重
症度を数値化し評価できる（表）。

たま

葭田氏は開発者である（医）敦賀温泉病院院長の玉

い あきら

井顯先生の全面的協力を取り付け、こうしたツールで
「観察」とは何かを介護職員に具体的に伝えようと、導
入を決断した。
「アンケート」は「観察」を学ぶだけで
なく、認知症高齢者が年々増加し、ＪＡの事業所にお
いてもニーズが大きく高まりつつあった認知症ケアの即
戦力ツールとしても期待されるものとなった。

注６）キャラバン・メイト
厚労省が2005年より認知症対策として始めた
「認知症サポーター」
事業にて認知症サポーター養成講座の講師役を担う。キャラバン・
メイト養成講座を受講し、登録することでなれる
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夫する。同一利用者でも、
「アンケート」の結果、自宅

その活動にピリオドを打った。引き続き同年３月から主

では点数が高く
（問題が多く）、デイでは点数が低く
（問

任ケアマネの古谷氏がその役を引き継ぐこととなった。

題が少なく）なる傾向があり、自宅のみで問題行為が

後継の古谷氏が現在、積極的に取り組みつつある

見られる場合は、どういうときにどのようなことに困っ

のが、
「宮城方式」注７）と呼ばれる宮城県版アセスメン

ているか家族に聞き、デイで１週間集中的に観察する。

トツールである。宮城方式の特徴は、せっかく行った

こうした「アンケート」を原則３～４カ月に１回繰り返し

アセスメント注８）が活かされず（行っていない場合も）、

ながら、集計した数値の変化を把握し、利用者の日

利用者や家族の要望を反映しただけ（要望型）のケア

常生活行動の観察ポイントを確認し支援内容を修正す

プランになりがちなことが問題視される今日のケアマネ

る。

ジメントに対し、
「情報収集シート」
（在宅版 128 項目・
施設版 151 項目）で取りこぼしなくアセスメントした情

（３）処遇改善（正職員化など）の取り組み

報を、
「課題検討用紙」を使うことで「根拠」を考え、

看護師やケアマネなど高い専門性を有する介護職員

アセスメントが反映されたケアプランが作成される流

が多く在籍するＪＡはが野。第三者評価を受けた時点

れとなっていること。検討過程が可視化され、ケアプ

では臨時職員が大半を占め、
「身分保障がないなどの

ランの「根拠」が明確となる。

不満あり」が課題となった。離職や流出など人材その

そして、
「課題検討用紙」に「根拠」が明示されたこ

ものがいなくなってしまっては、教育に取り組んでも意

とで、デイなどの現場職員が、自ら工夫した具体的な

味がない。今回、話を伺ったＪＡはが野生活福祉部主

ケアを展開できる。国際的アセスメントツールであるＭ

任ケアマネの古谷久美子氏は看護師として大学病院勤

ＤＳ注９）がベースとなり、医療関係者が理解しやすい

務後、結婚、専業主婦を経て育児をしつつ、真岡市

考え方となっているため、医師との連携が図りやすい。

の臨時職員の訪問看護師となった。子育てが一段落し

また、宮城方式は、
「アンケート」との併用も可能であり、

た 1999 年にＪＡはが野に就職したが、真岡市の指導

ＪＡはが野では併用により効果を高めている。

的役割を担ってきた古谷氏はＪＡでＪＡの介護職員を指

古谷氏は、当初、この宮城方式を新人ケアマネの教

導しながらも身分は臨時職員のままであった。
ＪＡは 2004 年より臨時職員の正職員化に向けた検
討に着手。翌 2005 年５月に行った複線型正職員化の
検討を経て、2006 年４月古谷氏を含む臨時職員 13 人
が専門・専任職員として正職員となった。2016 年 11
月現在、ＪＡはが野生活福祉部は総合職員２人中２人、
通所介護事業（デイ）職員 95 人中 44 人、在宅介護支
援事業
（ケアマネ）
職員 20人中 11 人、在宅介護事業
（ホー
ムヘルプ）職員 19 人中４人、福祉レンタル事業職員３
人中２人、事務職員３人中２人が正職員であり、全職
員 145 人中 65 人が正職員となっている。

宮城県下で活用されているアセスメントシート。「情報収集シート」
「課題検討用紙」から構成される。今日のケアマネジメントにおい
てアセスメントとケアプランが連動していないとの問題意識よりＮ
ＰＯふくし＠ＪＭＩ代表、宮城県ケアマネジャー協会事務局長小湊
純一氏が「高齢者ケアプラン策定指針（ＭＳＤ）」をもとに作成。特
徴は、ケアマネがアセスメントからケアプランを考えたプロセス・
根拠が記録に残ること（資料：『月刊ケアマネジメント』＜2010
年６月号＞環境新聞社）
注８）アセスメント
アセスメントとは事前評価と訳される場合もあるように、援助的な
介入をする以前の状態を客観的に把握すること（出典：『ケ ア マ ネ
ジメント用語辞典[改訂版]』ミネルヴァ書房、2007年）
注９）ＭＤＳ（Minimum Data Set）
国際的介護専門家組織「インターライ」がアメリカで包括的なケア

４

さらなる展開
．
～宮城方式を通じ「専門家の思考プロセス」を学ぶ

プラン手法として、施設ケアアセスメント表（ＭＤＳ）と領域選定

2005 年から 10 年間、福祉アドバイザーとしてＪＡは

（期間）と援助内容を策定。世界的に使われている。在宅向けには

が野を事例検討会・生活行動観察アンケートの実地指

る（資料：『ケアマネジメント用語辞典[改訂版]』ミネルヴァ書房、

けんいん

導などで牽引してきた葭田氏は 2015 年の２月をもって
44
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表を合わせたＭＤＳ方式を開発。 患者や入所者の生活全体像を把
握し、 生活課題を的確に捉え、 各ニ ー ズに対し、 目標・ 達成時期
MDS-HC（Minimum Data Set Home Care）が用いられてい
2007年、他）
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育ツールとして導入したが、その手応えを得て全ケアマ

けられるが、話を伺ううちに、のどかなデイの日常の水

ネによる活用に切り替えた。また、導入前より葭田氏

面下で、スタッフたちが利用者の情報を集め、見てい

と共にアセスメントの考え方はケアマネだけでなく、直

ないようでありながら、しっかり見つつ、一人ひとりに

接ケアを提供するデイ職員やヘルパーが学んで、初め

沿った細やかなケアが工夫されている様子が伝わって

てマネジメントサイクルが回ることを踏まえ、
「ケアマネ

きた。

以外のスタッフもアセスメントの考え方をきちんとでき
るようにしよう」と、ＪＡの介護職員全体で宮城方式を
学び個別ケアを実践しつつある。

こん た

このすこやか二宮にて、職員で看護師でもある近田

ひろ こ

弘子氏から、興味深いエピソードをお聞きした。
とある認知症状を有する利用者のサービス担当者

ＪＡはが野の介護職員は、厚労省が示す「課題分

会議 注 11）の席にて。デイのスタッフとして参加した近

「情報収集シー
析標準項目」注 10）を反映した宮城方式の

田氏は、
（ケアマネによる）アセスメントでは家族が

ト」を使うことで、高齢者が生活に支障をきたしやす

大変さを伝えているのに、数回通ったＪＡはが野の

い箇所に焦点を絞って観察することができ、
「アンケー

デイではさほど問題がないと記されている。
「なんで

ト」で培った「観察」をさらに前進させることができた。

かな？」と思い、
「アンケート」を使って、当日、来て

そして、
「課題検討用紙」により、アセスメントがケア

もらった家族にいくつか質問をしてみた。すると、出

プランにつながる過程や、何のための情報なのかを学

るわ出るわ、
「アンケート」の設問にどんどんチェッ

び、目的を理解した上で情報が集められるようになっ

クがついていく。質問しながら、内心、
「こりゃ～、大

た（ケアマネはアセスメントを根拠性のあるケアプラン

変だ」と思った近田氏。
「大変でしたね」と家族に声

につなげられるようになった）。

を掛けた。すると、家族の目から突然、涙があふれ出
した。デイなどでは比較的おとなしく、問題が少ない

５

．伺った事例から～突然、家族が流した涙

今回、ＪＡはが野に６カ所あるデイの１つ「すこやか

のに対し、自宅では、さまざまな問題が出やすい認知
症利用者。
「アンケート」により、家族にとって、なかな
か分かってもらえなかった具体的で細かなことを初め

二宮」を訪ねた。すこやか二宮は、管内でも認知症ケ

て、聞いてもらえた（分かってもらえた）故の涙？

アの評価が高く、地域のケアマネが信頼を持って認知

さかいきなり家族に泣かれるとは、思ってもみなかった

症の高齢者を優先的に送ってくるデイである。また、こ

近田氏にとって、
「アンケート」がらみの忘れ難い経験

こでは、認知症の利用者に個別に対応し、適したケア

となった。そして、同エピソードはＪＡはが野の介護職

を模索するなか、
「午後浴」が定着した。昨年、建て

員たちにとっても後々まで語り継がれるものに……。

替えがなされた施設は一見、普通のデイのように見受

ま

ＪＡはが野では、
「アンケート」で職員（デイ）と家
族（自宅）の点数差が大きく開くと、事例検討会で取り

注10）課題分析標準項目
介護支援専門員の課題分析を標準化するため、厚労省が示している
23項目のこと。 生活状況などの基本情報９項目とＡＤＬ（日常生
活動作）やIADL（手段的日常動作）、社会との関わりなどの課題分
析項目14項目からなる（出典：『これでわかる！ 介護用語』日東書
院本社、2010年）
注11）サービス担当者会議
介護保険において、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門
員が関係専門職や利用者・ 家族を招集して行う会議。 利用者の状
況、援助目標などを共有し、最適なサービスを検討する。別称、ケ
アカンファレンス、ケースカンファレンス（資料：『これでわかる！
ＪＡはが野のデイサービスセンター「すこやか二宮」

介護用語』日東書院本社、2010年）
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「すこやか二宮」その人にあった作業

「すこやか二宮」職員の近田弘子氏（左）と、主任ケアマネの古谷
久美子氏（右）

者（家族）の孤立感、負担感を減らし、結果として利
用者のＱＯＬ（クオリティー・オブ・ライフ）の改善を
引き出す優れたツールとなる。

６

取り組みの主な成果
．
～利用者一人ひとりに向けられる職員のまなざし

2007 年から毎年開催されている「介護研究発表会」
の成果「実践報告集録（2007 年のみ『事例検討収録』
）
」
を見ると、ＪＡはが野が「アンケート」を導入した 2009

「すこやか二宮」午後のひととき

年より認知症利用者の個別のケースワークが増加し、
上げる。そして、その差は一体どこから来るのかにつ

職員の「観察」の目が一人ひとりの利用者に向かい始め

いて話し合い、その結果を家族に伝える。それを何度

ている。2014 年ごろより、宮城方式を使った研究も報

か繰り返すなかで差が少しずつ縮まってくる。たとえ、

告され始め、自立に向けた支援、高齢者の生活に支

点数は変わらなくても、
「大変だ」という家族の言葉が

障をきたす可能性の高い箇所に着目、利用者の心身の

なくなり、チェックの付け忘れも見られるようになる（同

状況や環境などへの評価から生活の問題点を明確化、

じ行動に対して、あまり気にならなくなる）。すると、

本人や家族の意向、改善や悪化の可能性を踏まえた生

家族がだんだん落ち着いてくる（認知症を受け入れ始
める）。そして、家族が落ち着いてくると、本人も落ち
着いてくる。
「家族が落ち着けば、本人が落ち着く」と
職員を指導してきた葭田氏。本人の火種の多くは、家
族が原因で、本人をパニックに陥れるのは、外的な要
因が多いという。介護職が引き金になることもあるの
だとか。
このように「アンケート」は利用者の認知症の重症度
評価のための検査法であると同時に、家族・スタッフ
間で点数に違いが出ることを前提に、本人の症状に対
する認識や療養・介護上の課題の共有を図り、主介護
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活上の課題の設定、課題解決につながるプランやケア

た諸課題に対しＪＡは着実な歩みを進めており、地域

の提供といった「専門家の思考プロセス」が全職員で

での評価も高い。

徐々に共有され始めた。このように、現在に至る「介
護研究発表会」の成果の質の変化から、事業所ごとに
月に１度開催している事例検討会のレベルアップを推
し量ることができる。

７

おわりに
．
～今後の介護事業に不可欠な“介護の骨”

現在、ケアマネジメントのあり方の見直しを経て、利

また、ＪＡはが野作成の資料では、
「アンケート」の

用者や家族の要望だけでサービスを調整するものか

取り組み成果として、①観察により脳の障害部位が分

ら、利用者や家族の生活における障害の改善を重視

かることで、利用者の行動がより理解できるようになっ

し、利用者の自立を促すサービスを提供するものへと、

た、②介護職同士の視点のズレが検証されている、③

ケアマネジメントが大きく変わろうとしている。

デイサービスと家での違いが明確となり介護者の負担

「アンケート」の活用により、
ＪＡはが野のスタッフ（ケ

がより見えてきた、④介護者と面接するときに、介護

アマネだけでなく、デイ職員、ホームヘルパーなど介護

者の思いに踏み込むことができている、⑤認知症の観

職全体）は利用者の何を見て、どのようにケアを考える

察ポイントが明確になった（利用者を良く観察できる）
、

べきか、理解を深めてきた。また、アセスメントにお

⑥予測したケアプランやケアができる、⑦ケアマネは、

いて、利用者の生活の課題をいかに考えてプランを作

根拠を持ち主治医や他職種に説明することができ、よ

成したのかといった「根拠」を考え、明確にすることで、

り良い連携が図れている、⑧他のサービス利用時に、

介護スタッフ同士、デイ職員とケアマネ、ヘルパー、医

ケアのポイントを的確に申し送りできる、といった要素

師、訪問看護師、ＰＴ注 12）、ＯＴ注 13）など、他職種間・

が挙げられている。

チームで考え、取り組むことが可能になった（サービス

さらに、2015 年度「実践報告集録」
（ケアマネ赤地

担当者会議などでも活用）
。さらには主介護者である

美智子氏の報告）の全ケアマネに対し行ったアンケート

家族も状況が理解できるようになり、介護の輪に加わ

では、①ケアマネ全員がサービス担当者会議で、
「課

ることができるようになった。家族が落ち着くと、利用

題検討用紙（宮城方式）」を活用し、ケアプランの根

者本人が落ち着くことが少なくない認知症。家族、介

拠を説明することができた、② 88％のケアマネが「課

護職といった、周囲の“ひと”環境が変わることもケア

題検討用紙」を活用し、利用者の生活全般の問題を

にとって重要な要素となる。

明確化し、多職種で情報の共有化ができた、③ 55％
のケアマネが各サービス事業所の計画書に反映されて

こうしたＪＡはが野の取り組みは、ケアマネが多く、
“介護の骨”
（アセスメントの考え方）を形成しやすいが

いることを確認できた、といった結果が示され、取り

故にできた取り組みとも映るが、今後の介護において、

組みの効果が顕著に現れている。

こうした“介護の骨”を取り入れていくことは不可欠と

ＪＡはが野の居宅介護支援事業の地域での評価・
信頼は高く、毎日、新規の案件が４～５件持ち込まれ、

注12）ＰＴ（physical therapist）

内容としても、医療依存度が高い、認知症、ターミナル

理学療法士の略語。医師の指示により、身体機能の障害に対して、

ケア
（終末期ケア）など難しいものが集まる傾向にある。
「ヒントがちょっとあればようやく考えられるところま
できた。でも、まだヒントが必要で、安心はできない」
と、10 年間福祉アドバイザーとしてＪＡはが野を指導し
てきた葭田氏の現在のＪＡに対する評価は辛口である。
しかしながら、
「観察できない」
「専門家の思考プロセ
スを学んでいない」という第三者評価の際、提起され

運動やマ ッ サ ー ジ、 温熱、 超音波などの物理的な刺激を加えて、
基本的な運動機能の回復を図る、リハビリテーションの専門職（資
料：『現場で役立つ 早引き介護用語図解辞典 』エ ク ス ナ レ ッ ジ、
2012年）
注13)ＯＴ（occupational therapist）
作業療法士の略語。 医師の指示により、 日常的な作業や手芸、 ス
ポーツ、遊びなどを通して身体・精神機能、日常生活動作、社会適
応能力などの維持・回復・向上を図る、リハビリテーションの専門
職（資料：『現場で役立つ 早引き介護用語図解辞典』エクスナレッ
ジ、2012年）
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思われる。
そして、もう１つ、ＪＡはが野の大きな特徴といえる
「外部人材の活用」も今後、高度化・専門化が避けら
れない介護事業において、重要な課題となろう。そして、
そこでは、職員の教育と並行して、ＪＡはが野が実施
し一定の成果を挙げた、正職員化といった処遇改善も
重要な取り組みとなる。
わが国は、2025 年に向け、高齢者が尊厳を保ちな
がら、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きる「地域包括ケアシステム」の構築を目指している。

デイ「すこやか大内」介護職員・稲川佳鈴氏による発表

今回、取り上げたＪＡはが野におけるアセスメントツー
ルなどを通じた介護職員の利用者の見方、ケアの考え
方の教育、思考のオープン化による、スタッフ、家族、
他職種間のチーム化を促す取り組みは、こうした「地
域包括ケアシステム」を構築する上で不可欠なものとな
りそうである。
本稿の執筆を終えた直後の２月 19 日（日）午後、栃
木県真岡市を会場に「平成 28 年度ＪＡはが野生活福

報告に真剣に耳を傾けるＪＡはが野職員たち

祉部介護研究発表会」が開催された。ケアマネ、６カ
所のデイ職員、ヘルパー、福祉用具レンタル販売事業
職員、生活支援事業職員、事務職員などのプレートが
設置された会場いっぱいに詰めかけたＪＡはが野の職
員たち。組合長の挨拶の後、福祉用具専門相談員、
ケアマネ、ヘルパー、デイ職員（６カ所）による発表が
なされた。今年度から着手した住宅改修事業に向け福
祉住環境コーディネーター２級を取得、地元工業高校
における福祉用具体験出前授業について報告した福
祉用具専門相談員。緊張のあまり声がかすれそうにな

明るい笑顔がはじけるＪＡはが野のケアマネジャー

りながらも「アンケート」および宮城方式の情報収集
シートによるアセスメントから導いたケアの工夫を丁寧

の事例検討会に参加し続けてきた職員たちの生の学び

に報告するヘルパー。利用者の個別性を観察・思考し、

の姿を目の当たりにすることができた。

その人に適した機能訓練を実施、改善につながった結
果から伝わってくるデイ職員の確かな手応え、喜び。そ

※最後になりますが、本稿執筆に当たり、ＮＰＯ法人メイア

して、講評者として招かれた獨協医科大学大学院生（看

イヘルプユー理事葭田美知子氏、ＪＡはが野生活福祉部長

護学研究科）森田圭子氏より「もはや全国レベルだが、
さらなる高みを目指してほしい」と激励を受けるケアマ
ネ。
「アンケート」や宮城方式を学び、12 年間、月例
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金田寿夫氏、主任ケアマネジャー古谷久美子氏、デイサー
ビスセンター「すこやか二宮」センター長高橋初美氏、職員
近田弘子氏にご協力いただきました。心より感謝いたします。
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『協同組合研究誌 にじ』2017年春号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』
2017年春号の特集テーマは、
「『店』再考—協同の拠りどこ
ろとしての役割を問う」であ
る。この研究テ ーマの座長
である福井県立大学の北川
太一教授より、次のとおり特
集解題を寄せていただいた。

●北川太一氏プロフィール
1959 年兵庫県西宮市生まれ。鳥取大学農学部、京都府立大学農
学部を経て、2005 年４月より福井県立大学に勤務。
〔主な著書〕『１時間でよくわかる ＪＡ組合員のための総代ハンド
ブック』
（家の光協会、2016 年）、
『いまＪＡの存在価値を考える——
「農協批判」を問う』（家の光協会、2010 年）、『農業・むら・く
らしの再生をめざす集落型農業法人』（全国農業会議所、2008 年、
編著）など。

言うまでもなく、 多くの協同組合にとって「店 」
（施
よ

設 ）は事業の拠りどころであり、それは組合員のくらし

各論題テーマと執筆者は下表のとおりである。
『ＪＣ

をより良くするという共益を追求することが重要な目的

のご
総研レポート』と併せて『協同組合研究誌 にじ』

である。 ところが、 店舗事業をはじめとする協同組合

愛読をお願いしたい。

の各種事業を取り巻く競争環境が激化するなかで、協

特集 「店」再考 — 協同の拠りどころとしての役割を問う

同組合自体も店舗・施設の運営合理化、いわゆる企業
的管理手法の採用、集約・統廃合を進めざるを得なく
なっていった。

特集解題
事業、活動、地域の拠点としての「店」の可能性
きたがわ た いち

福井県立大学 教授 北 川太一

しかし、2000年以降、 経済・社会の格差問題が顕
在化するなかでコミュニティーの疲弊が進んだ結果、
協同組合の「店」を地域の拠りどころとする役割に関心

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2017年春号の概要紹介
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が高まってきた。すなわち、協同組合の共益を追求する

に、土居論文、鈴木論文では、近年生協や農協で展開

目的と同時に、社会性、公益性を持った「店」の役割の

している中山間地域・ 限界集落などを対象とした移動

再評価が生まれてきたのである。さらに近年では、生協

店舗の問題について、現地の実態調査も踏まえながら

などによる条件不利地域を対象とした移動店舗事業や、

その役割・可能性と今後の課題などを明らかにした。

農協における支店レベル（通常は小学校区〜中学校区）

続く実践編では、 実践家や該当地域をフィールドと

での協同活動の展開など、建物という意味での施設にと

する研究者による６編を掲載した。 まず、 久保論文で

どまらない、さまざまな機能を兼ね備えた広い意味での

は、ワーカーズ協同組合を取り上げて、組合員と地域と

「店」を活用した組合員、地域住民との関係再構築の動

の協同の場として「店」の運営を位置付けて積極的に事

きが見られる。具体的には、子育てや福祉的機能を併設

業展開を行っている事例を考察しながら、 協同の原点

した生協の店舗、加工や地産地消レストランを運営する

としての「店」のあり方を論じた。竹生論文では、福井

農協の農産物直売所といった複合的な事業の展開、さら

県民生協の実践として「事業ネットワーク」戦略を掲げ

には助け合いや食農教育、学習講座など事業と活動の

ながら、重層的な事業の重なり合いを重視して店舗展

展開、高齢者サロンや見守り、子どもたちの教育の場な

開を行っている事例、宮本論文では、ＪＡ全農いばら

ど、 地域住民との接点活動などの展開である。また、

き（ポケットファーム）の実践として、自然、農業、食べ

「店」の共同運営をはじめとする協同組合同士の連携や、

物をテーマにした農業体験型のレクリエーション施設と

見守り協定の締結など協同組合と地元行政との新たな関

して運営を行う事例を取り上げた。 東田論文では、 必

係を生み出す事例も見られつつある。

ずしも協同組合との連携は見られないものの、 地元住

こうした状況を踏まえて本特集では、テーマを「『店』
再考 — 協同の拠りどころとしての役割を問う」とし、事

ながら、 地域の高齢者や子どもたちとのつながりを強

業、活動、地域の拠点としての協同組合の「店」が果

めながら地域づくりに奮闘する、 つねよし百貨店の事

たすべき役割と可能性、克服すべき課題や実現するた

例を取り上げた。さらに奥川論文では、金融事業と農

めの条件などを考えてみることとした。

産物販売事業を組み合わせた事業展開を行いながら、

本特集では、 まず論考編として６つの論文を掲載し

総合力の発揮の場として店舗事業を展開している、 Ｊ

た。本特集の総括的論考として、若林論文では、問題

Ａ山口大島の事例を、福西・宇野論文では、自治体・

の背景を整理した上で、 ① 協同組合の店に関する歴史

行政と連携しながら地域再生やエネルギー問題にも取

的考察、 ② 生協総合研究所「2050年研究会 」の内容

り組む、ならコープの事例を取り上げた。

を踏まえながら、これからの協同の場としての「集いの

50

民による設立、 閉店、 新たなスタートという経験を経

こうした実践的論考から、協同組合の「店」が、そ

館づくり」のコンセプトと、それを進めていくための「店」

の種別や地域・地帯を問わず共通の課題が横たわって

づくりのあり方について論じた。石田論文では、長年の

いることが分かる。そして、時には協同組合という既存

課題である協同組合間協同を進めていくために、
「店」

の枠組みを超えて、小さな事業と活動を展開しながら、

というレベルにおいてどのように展望されるのか、実際

地域づくりに取り組むことの重要性が示唆されている。

の事例も踏まえながら取り組むべき課題について明らか

公務ご多忙のなか、ご執筆いただいた方々に感謝申

にした。 これら２つの総括的論考を踏まえて、 正木論

し上げるとともに、本特集を契機として、さらなる議論

文では、 農業地帯でありながら生活拠点としての協同

の深化が生まれることを期待したい。なお、本特集は、

組合（農協）の店舗の役割が非常に大きい北海道にお

本誌のこれまでの２つの特集、2013年冬号（No.644）

ける生活店舗事業のあり方を明らかにした。 玉置論文

「これからの『地域づくり』を問い直す」、ならびに2016

では、 協同組合店舗の事業展開、 マネジメント問題に

年春号（No.653）
「協同の視点から真の『地方創生 』

ついて、 協同組合の組合員と職員との「共感 」をキ ー

を問う」とも関連しており、 併せてご参照いただければ

ワードとした関係構築の方向性について考察した。さら

幸いである。
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において共通の利益を形にするという思想と実践」
（以下、
「協同組合の思想と実践」）を含む27案件を国内の目録に
登録しました（2016年12月段階で68案件が登録 ）。 選考
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

に当たっては、 人々の日常の文化に光を当てるという観点
が重視されたようです。専門家委員会のヴォルフ委員長は、

１.「協同組合」がユネスコの無形文化遺産に登録さ

「国内目録はドイツに生きる人々の現実を描くことを意図し
ています」「多くの人は、文化を、エリート的なもの、特定

れました
国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）は2016年11

のグループすなわち歴史的なものや芸術に対するセンスを

月30日、ドイツからの提案に基づき、
「協同組合において

持った人たちだけのものと考えています。無形文化遺産は

共通の利益を形にするという思想と実践 」の無形文化遺

そういった文化の概念を打ち破り、日常の文化に新たな光

産の代表一覧表への登録を決定しました。

を当てます」とし、国内目録の作成が「コミュニティーの

（１）ユネスコと無形文化遺産保護条約
ユネスコは、
「戦争は人の心の中で生れるものであるか
ら、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」

重要性を再発見する機会となる」と述べています。
（３）「協同組合」の代表一覧表への提案・登録
2015年３月、 国内目録に登録された27案件のなかから、

という文言を前文に持つ1945年採択のユネスコ憲章に基

ドイツは「協同組合の思想と実践 」を無形文化遺産の代

づき、1946年に設立された国連の専門機関であり、
「教育、

表一覧表に登録すべき案件としてユネスコに提案しました。

科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進すること

ドイツからの最初の提案案件となります。提案書では、共

によって、平和及び安全に貢献すること」を目的に設立さ

通の利益を明確にし形にする協同組合が、コミュニティー

れ、 その事業の１つとして、 文化財の保存や必要な条約

が直面する課題の克服に貢献していると評価するとともに、

の採択を行っています。

登録が「持続可能な発展を促進するという協同組合の能

「無形文化遺産の保護に関する条約」は2003年にユネ

力への認識を高め、 さらに多くのグル ー プやコミ ュ ニ

スコ総会で採択され2006年に発効したもので、 無形文化

ティーが協同組合の概念を、彼らのニーズに合わせて適用

遺産の保護などを目的としています。 ここで「無形文化遺

していくことを促進するだろう」と述べています。

産」とは、慣習、表現、知識、技術などで、世代から世代

今回のドイツの提案は、 提案書に「協同組合は世界中

へと伝えられ、コミュニティーなどによって不断に再現され

に広がっており、 登録は地球規模で協同組合の思想と実

るものとされています。

践を強化するだろう」とあるように、協同組合の世界的な

同条約は、締約国に自国内の無形文化遺産の目録作成

広がりを意識したもので、ドイツのユネスコ委員会の担当

などを求めつつ、 無形文化遺産の国際的保護のため、

者ハンケ氏は、
「協同組合に関する提案は、 ドイツにおけ

「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（代表一覧表）」

るすべての実践者の名においてドイツが準備しましたが、

などを作成することを定めています。代表一覧表は、無形

世界の他の多くの国における実践や実践者のことを意識し

文化遺産の認知やその重要性についての意識を高め、 文

ての提案でもありました」と述べています。

化の多様性を尊重する対話を奨励するために、 同条約に

2016年11月30日、政府間委員会は協同組合を「共通の

基づき設置された政府間委員会が締約国からの提案に基

利益と価値を通じてコミュニティーづくりを行うことができ

づき作成するもので、2017年２月現在365の案件が登録さ

る組織であり、雇用の創出や高齢者支援から都市の活性

れています。

化や再生可能エネルギープロジェクトまで、さまざまな社

（２）ドイツ国内での無形文化遺産の目録作成
ドイツは2013年４月に同条約を批准して国内の無形文
化遺産の目録作成に着手し、 国内からの提案をもとに専
門家委員会などの選考を経て、2014年12月に「協同組合

会的な問題への創意工夫あふれる解決策を編み出してい
る」とし、
「協同組合の思想と実践」の代表一覧表への登
録を決定しました。
（４）協同組合の仕組みを活かし地域社会の課題克服を
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今回の登録について、 ドイツの協同組合や国際協同組

ＳＤＧｓは表１の17の目標からなり、それぞれが細分化

合同盟（ＩＣＡ）はプレスリリースなどで喜びを表明しまし

されたターゲットを持ち、ターゲットは全部で169個ありま

た。 日本国内の多様な協同組合の全国組織がつくる「日

す。 ＳＤＧｓは、2015年を目標年次とする「ミレニアム開

本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ ）」も、 登録を「喜びを

発目標」
（ＭＤＧｓ）の後継となる開発目標ですが、 開発

持って受け止め」、 日本でも「協同組合の思想と実践をさ

途上国における目標が中心であったＭＤＧｓに比べより広

らに発展させ、よりよい社会づくりに貢献していく」と述べ

い分野をカバーし、 先進国を含めたすべての国での取り

ました。

組みを求めています。

無形文化遺産保護条約の意図する「保護 」とは、 大事
に箱に入れてしまっておくような意味ではなく、 無形文化
遺産がコミュニティーによって不断に創り出され、世代か
ら世代へと受け継がれていくようにすることを意味してい
ます。
今回の「協同組合の思想と実践 」の登録の意味を、 協
同組合に関わる者として捉えるならば、人々の共通の利益
を形にする協同組合という仕組みを活かし、 地域社会が
直面する課題に対して有効な解決策を生み出し、よりよい
くらし・仕事・地域を創っていくこと、そうした不断の取り
組みを通じて協同組合の思想と実践をさらに発展させ次世
代に引き継いでいくこと、 そのことが求められているとい
えます。
２． 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針に、
協同組合との連携が明記されました
（１）国連でのＳＤＧｓの採択
2015年９月25日、 第70回国連総会において、
「我々の
世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」
（以下「2030アジェンダ」）が採択されました。2030ア
ジェンダは2030年を目標年次とする人間、 地球及び繁栄
のためのすべての国と関係者の実行すべき行動計画です。
ＩＣＡからの国際機関への働き掛けやＩＣＡの呼び掛けに

日本政府も2016年５月20日、
「持続可能な開発目標（Ｓ

応じた各国協同組合運動のそれぞれの政府への働き掛け

ＤＧｓ）に係る施策の実施について、関係行政機関相互の

もあり、2030アジェンダには、
「協同組合」が２カ所で明

緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため」、

記されました。国と民間セクターそれぞれの役割を認めた

内閣に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」を設

第41パラグラフ、民間セクターの多様性を認め、その活動

置し、
「我が国の内外の取組を省庁横断的に総括し、 優

を促進するとした第67パラグラフです。

先課題を特定した上で、
『ＳＤＧｓ実施指針』を策定してい

2030アジ ェ ンダは、
「宣言 」「持続可能な開発目標と

52

（２）日本政府によるＳＤＧｓ実施指針の策定

く」として実施指針の策定に着手しました。

ターゲット」「実施手段とグローバル・パートナーシップ」

実施指針の策定に当たり政府は、
「行政、ＮＧＯ、ＮＰ

「フォローアップとレビュー」の４章で構成され、その中心

Ｏ、有識者、民間セクター、国際機関、各種団体等の関

に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が置かれています。

係者が集まり、意見交換を行う」場として、
「ＳＤＧｓ推進
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円卓会議 」を設け、そこでの意見やパブリックコメントを
踏まえ、2016年12月22日のＳＤＧｓ推進本部会合において、
日本政府としての「ＳＤＧｓ実施指針」を決定しました。

説明責任を果たす）、を掲げました。
さらに「推進に向けた体制」として、政府としての体制、
政府の策定する計画や戦略でＳＤＧｓの観点を取り入れる

ＳＤＧｓ実施指針では、表２に掲げた８つの優先課題を

こと（「ＳＤＧｓの主題化」）を述べたあと、
「広範なステー

設定しました。それぞれに関連するＳＤＧｓが結び付けら

クホルダーとの連携を推進していくことが必要」とし、連

れています。

携すべきステークホルダーの１つとして協同組合を掲げまし

ＳＤＧｓ実施指針では、
「実施のための主要原則」とし
て、 ①普遍性（国内実施と国際協力の連携のもと取り組

た。
（３）協同組合もＳＤＧｓに貢献を

む）、②包摂性（「誰一人取り残さない」を指導理念として

ＩＣＡは、全世界の協同組合がＳＤＧｓに積極的に取り

位置付け）、 ③参画型（あらゆるステークホルダーや当事

組むとともに、協同組合をアピールしていくためのきっかけ

者の参加を重視 ）、 ④統合性（異なる優先課題を有機的

として活用することを2015年11月の総会で提起しました。

に連動させる）、⑤透明性と説明責任（政府は取り組みの

それを踏まえて2016年の第94回国際協同組合デー（第22

実施状況について透明性を確保し定期的に評価・公表し

回国連国際協同組合デー）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」とし、さらに今年の国際
協同組合デーのテーマもＳＤＧｓの最も重要な原則である
「誰一人取り残さないこと」をテーマに、
「社会的包摂：協
同組合は誰も取り残されない社会を実現します」
（仮訳 ）
と決定しました。
ＳＤＧｓは、 誰も取り残すことなく経済・社会・環境の
いずれの面でも持続可能な社会を創り出すための目標であ
り、ＳＤＧｓを含む2030アジェンダの表題に「我々の世界
を変革する」とあるように、 これまでの社会のありようを
持続可能なものへと大きく変えていくことを意図しています。
協同組合は、そうした社会を創り出そうとこれまでも取
り組んできました。2016年の国際協同組合デーで、 当時
のパン・ギムン事務総長は「協同組合は、誰も取り残され
るべきではないというＳＤＧｓの原則を体現している」「Ｓ
ＤＧｓを達成し、 すべての人にとって尊厳と機会のある世
界を創り出すため、協同組合の力を活用しよう」と述べ、
ＳＤＧｓ達成に向けて大きく貢献できる存在であると期待
しています。
協同組合としては、現在取り組んでいること、今後取り
組んでいくことをＳＤＧｓの観点から位置付けていくことが
必要です。全国段階の多様な協同組合が参加するＪＪＣ・
ＩＹＣ記念全国協議会では、ＳＤＧｓの各目標に沿って、
日本の協同組合の取り組みをあらためて位置付け、発信し
ていきたいと考えています。
（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）
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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

私たちの毎日の「食 」は、 住んでいる地域や育った
環境、 すでに経験してきたさまざまなことが積み重な

【食育ソムリエ養成講座

み や ざ わ

な

つ

こ

宮澤 奈津子

第25期（フ ァ ー マ ー ズ

マーケット従業員コース）
】

り作られてきたものです。 食生活というものは私的で
プライベートなものなので、 表面上では分からない家

ファーマーズマーケットや農産物直売所をとおして、

庭ごと、 個人ごとの違いが、 思っている以上にありま

消費者に健康的で豊かな食生活の提案と、 農業・農

す。こうした違いが食の格差、健康格差という社会的

村・食材の魅力を伝えることができる人材の育成を目

な問題になっています。

的としています。 食と農を基軸とした食育活動を進め

食育基本法で定める食育とは、
「様々な経験を通じて
『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健

ることで地場食材の付加価値づくりや消費者と生産
者の信頼関係づくりが期待できます。

全な食生活を実践することができる人間を育てる」こと
とされています。 当総研で実施する「食育ソムリエ養
成講座」は、年代、地域、所得や生活スタイル、調理

１．実施スケジュール
（１）開講日：2017年６月６日（火）

スキルや食に対する意識レベルなど、 さまざまな立場
の人に合わせた食育を実施し、消費者のより良い食生
活を促すことを目指した講座です。
６月に開講する食育ソムリエ養成講座（第25期 ）で
は、 幅広い知識とその効果的な伝え方を学びます。
地域の人たちにとって、 自分の食生活について親身に

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11月21日（火）

２．受講対象者
農産物直売所（ファーマーズマーケット）に関わる
従業員ならびにＪＡ職員など

３．講座の内容

なって考えてくれるお店が身近にあるということはとて

（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通

も頼もしいことです。

（２）野菜・果物の選び方と調理・保存

「生産者コース」も第４期が開講となります。地域の
風土に根差した「食」を生み出している生産者が実践
する食育は、 食材の物語が伝わり、 地域住民の郷土
愛を醸成します。発信力、提案力のある生産者は、地
域の人たちの豊かな食生活の拠点としての店づくりの、
大きな力となってくれるはずです。
店舗での食育活動や、イベントの企画に役立つ「食
育活動支援プログラム」も、ぜひご活用ください。

（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

４．講座の形式
通信教育講座

５．受講料
７万円／人（団体割引あり）

６．申し込み方法ならびに締め切り
（１）ＦＡＸまたはＷｅｂで受け付けています
（２）申し込み締め切り日：2017年５月12日（金）
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食育ソムリエＮＯＷ

【食育活動支援プログラムについて】

揮し、 地域の農業がより元気に、 魅力あるものになる

「認定されたけど、 店舗でどう生かしたらいいのか分

ことが期待できます。

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

１．実施スケジュール

ムです。食育ソムリエとしての実践の「はじめの一歩」を
後押しします。どうぞご活用ください。

（１）開講日：2017年６月６日（火）
以後、 月１回（全４回）テキストと課題を送付

■概要

（２）資格認定式：2017年11月20日（月）

このプログラムは、 食育ソムリエが店舗で楽しくス
ムーズに食育活動ができるようにサポートするものです。
食育ソムリエが最初に戸惑うのは、 習得した「食と農を

２．受講対象者
農産物直売所に出荷している生産者

３．講座の内容

つなぐ」知識を、店舗でどう落とし込むかということです。

（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通

こうした悩みに対して、具体的な活動内容をパッケージ

（２）野菜・果物の選び方と調理・保存

にして提供します。

（３）野菜・果物の栄養成分と情報発信

■プログラムの考え方

（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

まずは、小さなことからスタートです。プログラム期間
中に、 小さなことをコツコツと積み重ね、成功体験を経

★ レベルアップ支援
消費者・飲食店ニーズ調査……任意（１回のみ）

験してもらいます。 食育活動の実績を蓄えることで食育

加工品の消費者モニターやプロによる試食会、野

のアイデアが生まれ、活動の幅が広がります。食育ソム

菜・果物の協力飲食店によるお試し会を開催します。

リエとして何をやっていこうかという芽が元気に育ちます。

素材だけでなく付加価値を付けた加工品で販売し

■内容

たい、詰め合わせボックスとして遠方の人に宅配し

・つぶやきシール

たい、野菜・果物や米、肉などの食材を飲食店に

２枚

・ソムリエオリジナル手ぬぐい

直接販売したい、 など、 今後事業展開を考える方

１枚

・食育ソムリエオリジナルレシピ

向けの、 消費者や飲食店の生の声を収集すること

６種類

・卓上スタンド（レシピ配布用）

ができる企画です。 味や使い勝手などの感想や考

・ソムリエのネタ満載！「ソムリエＮＯＷ（情報誌）」

案したメニューをレポートにまとめてお返しします。
４．講座の形式

（2017年７月～ 12月全６回）
■期間：６カ月

通信教育講座

５．受講料

■金額：１万円（税別）
■申し込み方法：

７万円／人

６．申し込み方法ならびに締め切り

詳細は、基礎研究部 食農チーム
電話：03-62 8 0-72 74（担当：宮澤・加藤）まで、 お

（１）ＦＡＸまたはＷｅｂで受け付けています

問い合わせください

（２）申し込み締め切り日：2017年５月12日（金）
食育ソムリエに関する情報はホームページからもご

【食育ソムリエ養成講座

生産者コース

第４期】

生産者を対象にした「食育ソムリエ養成講座

生産

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

者コース」では、
「地場食材の魅力を伝える」
「消費者

関するすべてのお問い合わせは、

との関係をつくる」
「売れる農産物をつくる」の３つを

基礎研究部 食農チーム

軸として強い農業をつくるスキルを学びます。生産者と

（担当：宮澤・加藤）まで

電話：03-628 0-7274

従業員が連携して食育に取り組むことで高い効果を発
【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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人事制度構築にかかる留意点について
〜人 事 制 度の範 疇 外であるが 考 慮すべき諸 要 素 〜
ＪＣ総研 経営相談部 主席研究員

ＪＣ総研経営相談部では、農協の人事制度を新たに
構築する際のお手伝い（人事コンサル）を行っている。

こう

だ

りょう す け

幸田 亮介

任など中間管理職的な職位を定めているところが多い
が、職務権限上、問題がある場合が多い。

人事コンサルは、農協の経営理念を実現するための人

職務権限とは、そもそも、主に①業務の決定・決裁

材育成という特徴を持つ能力主義人事制度の制度構

権、②予算支出決裁権、③人事権（業務分担の決定、

築支援が主である。人事コンサルは文字どおり人事制

目標管理・人事考課・人材育成の実施）にかかる権限

度が直接の検討対象であるが、その際、人事制度の

であり、農協の総務部門や企画部門が管轄する場合

範疇に直接に入らない諸要素についても考慮すべきこ

が多い。これら３つの権限を有する者のみが本当の意

とをここ数年の人事コンサルで痛感した。本稿でいくつ

味での管理職（ライン長）であり、まさに職務権限表

かの事例を紹介したい。

に記載のある役職者である。これに対し、課長補佐・

はんちゅう

係長・主任などの呼称は、職務権限表に記載がある
１．目標管理制度と農協の経営管理

ケースは少なく、職能資格呼称にすぎない場合が多い

目標管理制度は、農協の事業計画などの事業目標

（例えば、４等級主任・５等級係長・６等級課長補佐

を、所属長が作成する「役割分担シート」をもとに職員

など）
。これらの呼称が職能資格呼称にすぎないので

個人の目標に落とし込み、所属長による進 捗 管理（面

あれば、職務権限の有無で管理職と非管理職を明

接含む）によりながら、最終的に当該農協の事業目標

確に区別する必要がある。

しんちょく

の達成を目指すという仕組みである。目標管理の結果

さらに、課長補佐・係長・主任などに「役付手当」

を人事考課の成績考課に反映させるという能力主義人

の名目で数万円程度の手当を支給し、その代わりに、

事制度の一部分であるが、事業目標達成の一手段で
あるため、むしろ経営管理の側面の方が強い。

“役付”なのだから残業代は付けないという慣習を強い
る例があるとすれば、これも是正されなければならな

目標管理制度は設定した目標の達成度を評価するも

い。いわゆる“名ばかり店長”
“名ばかり管理職”問題

のであるから、公平性の観点から、達成しやすい安易

は、労働基準監督署が、最近、最も注視している事

な目標と難易度が高い目標が混在することを避ける必

象である。

要がある。このため、現業部門ごとに目標の立て方の
基準的なものを作成することも考えられるが、これは
農協の人事部門よりも企画部門と現業部門の役割であ

３．農協の機構
上記の職務権限は、農協の機構と不可分であるが、

り、
「人事制度だから人事担当部署の管轄だ」では済

機構自体に問題があることも多い。農協の機構は、一

まされない。

般には、農協の最高意思決定機関である“総代会”の
下に、
“理事会”
“組合長”
“専務”などがあり、その下

２．職務権限と“名ばかり管理職”
人事コンサル対象農協では、課長補佐・係長・主
56
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に管理・共済・信用・営農経済などの本店各部や各支
店・営農センターなどがぶら下がるような組織図で示さ

【人事管理】人事制度構築にかかる留意点について
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人 事 管 理

れる。近年は、幾度にもわたる合併を経た農協が多い

られる（この場合は職務権限を持つ正式な管理職とし

ため、一口に支店といっても、基幹支店（合併前農協

て認められる）
。

●●●●●●

●●

の本店だったことが多い）・母支店・子支店など事業
範囲が異なる支店・事業所が多重的に機構に組み入

５．職務権限とコンプライアンス

れることが多い。そしてその場合の指揮命令系統（上

職務権限は人事制度の範疇に直接入らない要素で

⇒下）と報告系統（下⇒上 ）を示す線が、ある場合に

あるが、人事制度改革の際にその内在する問題点に気

は役員から、またある場合には本店部長から出発し、

付くことも多い。一例を示せば、支店長・営農センター

最終的には最末端の支所・事業所まで、いくつもの機

長など出先部署長の負わされた膨大な事業計画の割

構を経由して伸びていることが多い。

に、予算執行権限が低額に抑えられていることである。

農協は、民主的な運営を旨とする協同組合組織であ
り、職員間、職員・組合員間の活発なコミュニケーショ

ほんの数万の支出も本店に支出のお伺いを立てる必要
がある農協も珍しくない。

ンが望まれるところである。しかしながら、一方にお

これは、昨今の行き過ぎたともいえるコンプライアン

いて農協は事業体であり、事業計画の達成が求められ

ス対策注）の結果であろうが、負わされた義務（事業計

ているのであるから、事業に関しての指揮命令は上位

画）と目的達成手段（予算執行など）の明らかなアンバ

下達を、現場状況の報告は下位上達を大原則とする。

ランスであり、これでは出先部署長のモチベーション

指揮命令・報告という点からは、戦闘（戦争）に勝利

は上がらない。人事制度の範疇外ではあるが、人事制

するという目的を有する軍隊と同じである。軍隊の司

度改革を契機に見直すことも必要であろう。

令部が戦況を的確に判断し前線部隊に指示を出すた
めには、なるべくシンプルな指揮命令・報告の系統が

人事制度改革というと農協の人事部門が担当部署で
あると思われがちだが、以上のような例を見れば、企

望ましい。
農協の指揮命令・報告系統も、基本的には同様で

画部門や本店現業部門などの関与がなければ、円滑な

あり、タコ足配線のように複雑であれば、現場から報

制度構築と運用ができないことは明白である。制度改

告が上がる、あるいは現場に指示を下すのに時間が掛

革の際には、狭義の人事問題だけの改革ではないこと

かったり、事実が歪められて伝わることになるかもしれ

を経営者が直接宣言するなど、全職員へのアピールが

ない。
「組合員ニーズへの迅速な対応」を経営理念や

必要となる。

ゆが

基本方針にうたう農協が多いが、このような複雑な機
構では“ 迅速な対応”の支障になるばかりか、責任の
所在を不明確にする可能性もある。シンプルで分かり
やすい機構が求められる。
４．職務権限と事故（不在）代行
課長が不在の場合に、課長に成り代わって職務権
限を行使する“課長補佐”を正式に配置する農協も少
ないようである。
“課長補佐”は多くの農協で使われて
いる呼称であるが、前述のように職務権限がない単な
る職能呼称の場合が多い。
“組合員ニーズへの迅速な
対応”という観点からは、課長が不在の場合、課長の
帰りを待つのでは“迅速”な対応とはほど遠いことと
なってしまう。部下の職員を特定して“課長補佐”とし
て指名し、課長の事故（不在）代行とすることが求め

注）オーバーコンプライアンスとは、コンプライアンスに対して過
剰に反応したり、 過剰な規範遵守に走る状態のこと（野中郁次郎・
遠藤 功『日本企業にいま大切なこと』ＰＨＰ新書、2011年、64
〜 65ページ参照）
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雇用保険制度の改正について
ＪＣ総研 経営相談部

雇用保険については、2016 年度に保険料率引き下げ
（2016 年４月）が行われ、給付拡大など（2016 年８月、
2017 年１月）の変更もありました。
2017 年度についても、雇用情勢の改善が進んでいる

労働法務チーム

保険者であった期間が１年以上５年未満である 30 歳以
上 35 歳未満、35 歳以上 45 歳未満の層で、他の層に比
べ低くなっていることから、これらの層について所定給
付日数を拡充しています。

こと（2016 年 10 月の有効求人倍率 1.4 倍、完全失業率

また、雇止めにより離職し、特定理由離職者として位

3.0％）や、雇用保険の積立金が過去最高の６兆円を超

置付けられた有期契約労働者を特定受給離職者として

えていることから、給付拡大や２年連続の保険料率引き

扱い、所定給付日数を拡充する措置が、５年間実施さ

下げなどを内容とする「雇用保険法等の一部を改正する

れます。

法律案要綱」が、2017 年１月６日の労働政策審議会で
おおむね妥当との答申を得ました。この法案が今通常国

なお、一般の受給資格者や就職困難者については所
定給付日数の変更はありません。

会で審議、成立し、2017 年度に順次改正される予定です。
以下にその改正内容を説明します。
１．雇用保険料率
安定的な運営が維持されると見込まれる今後３年間
に限り、被保険者負担、事業主負担とも１/1000 引き下
げることとしています。
なお、雇用保険二事業については変更ありません。

２．所定給付日数

３．教育訓練給付

特定受給資格者の所定給付日数内での就職率が、被
58
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教育訓練給付のうち専門実践教育訓練給付金、教育
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訓練支援給付金が改正されます。

労 ◆
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法 ◆
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◆

③難病など病気の治療を図りながら求職活動をする
特定受給資格者などについて、60 日の所定給付日
数の延長が可能となります。
６．育児休業給付金
子が１歳６カ月に達した日後の期間について休業する
ことが、雇用の継続のために特に必要と認められる場
合注 1）に、被保険者がその２歳に満たない子を養育する
ための休業をしたときに、育児休業給付金が支払われ
ます。
７．国庫負担割合（失業等給付）
2017 年度から３年間、失業等給付への国庫負担割合
が従前の 13.75％（本来負担割合１/４の 55％ 注 2））か
ら 2.5％（本来負担割合１/４の 10％）に変更されます。
なお、労働政策審議会の報告書では、
「雇用保険制
度において失業等給付に係る費用の一部を国庫により
負担しているのは、雇用保険の保険事故である失業は、
政府の経済政策・雇用対策とも関係が深く、政府もその
責任を担うべきであるとの考え方によるものであり、失

４．就職促進給付

業等給付に係る国庫負担の制度を全廃することは、国の

①移転費

雇用対策に係る責任放棄につながり、適当でない。そし

従前の移転費の給付は、公共職業紹介所から

て全廃でなくても国庫負担について変更を加え、その低

の紹介の場合のみでしたが、職業紹介事業者また

下につながるような場合も、国の責任の観点から合理的

は特定地方公共団体による紹介により住居または

かつ十分な説明が求められるのは当然である。
（中略）

居所を変更する必要がある場合も移転費の対象と

国庫負担について、３年間に厳に限定し、法律上もそれ

なります。

を明記した上で、本来負担すべき額の 10％に相当する額
とすることもやむを得ない」とされています。

５．個別延 長 給付（2016 年度までの暫定 措置を
８．施行日

終了し、新たに創設）
①雇用情勢が厳しい地域の求職者の再就職を支援す

改正施行日は 2017 年４月１日とされていますが、育児

るため、５年間の暫定措置として、特定受給資格

休業給付の改正は育児介護休業法の改正施行日と同じ

者などについて、60 日の所定給付日数の延長が可

く 2017 年 10 月１日、就職促進給付、教育訓練給付の

能となります。

改正施行日は 2018 年１月１日の予定です。

②震災などを原因とした倒産・解雇などによる離職者・
休業者について 60 日の所定給付日数の延長が可
能となります。
また、東日本大震災、熊本地震のように特に大き
な災害の被災地域については、120 日の所定給付
日数の延長が可能となります。

注1）原則１歳である育児休業を、 ６ カ月延長しても保育所に入れ
ない場合などに限り、 さらに６ カ月（２歳まで）の再延長が可能と
なります
注2）55％は2007年度から暫定措置とされている率です

【労働法務】雇用保険制度の改正について
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ＪＡファーマーズマーケットの
新たな挑戦「販路開拓」について
ＪＣ総研 経営相談部 ファーマーズマーケットチーム
主席研究員

あ

だち

ひで

や

安達 秀哉

ファーマーズマーケット（ＦＭ）は常に品揃えが豊富
で、午前中だけでなく午後にも販売台に野菜が並んで
いないとお客さまに来てもらえません。
一方ＦＭに出荷する生産農家は、売れ残りを心配し
て、昼からの出荷を敬遠します。午後も安心して出荷
してもらうためには、ＦＭとして売れ残りを少なくする
取り組みが常に求められます。今回はＦＭの販路開拓
について考えてみたいと思います。
店舗以外の販売は、大きく分けると、
１．ネット販売・カタログ販売などの個人向け販売
２．量販店向け・学校給食向け・外食向けなどに
食材を提供する実需者向け販売
３．アンテナショップ・インショップ・移動販売
などの出前販売

になりますが、他にも自治体向けふるさと納税の返礼
品供給やＦＭ間での取引、コンビニとの異業種間提携、
国内外の観光客向け販売などがあります（表）。
販売方法は多種多様で、それぞれ一長一短があり、
また、販路の選択は野菜・果物などの生産体系とも密
接にリンクしてきます。
１．個人向け販売
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ＪＡタウンは、 インターネットを利用した農産物

ＦＭ戦略研究会が毎年実施している「ＦＭ運営改善

や食品の購入が増えていることを受け、2001 年秋に

調査」によれば、会員の取り組み状況は図１〜３のと

ＪＡ全農がオープン。2015 年秋には最大手アマゾン

おりです。個人向け販売では、ＪＡタウンを利用して

（Amazon）の通販サイトに「ＪＡタウン」ストアを開設

いるＦＭが最も多くて全体の 30%、次いでＪＡのホー

しました。
「ＦＭ運営改善調査」に基づくクロス分析に

ムページで紹介しているＦＭが 22％、大手通販サイト

よると、ＪＡタウンを利用して販売しているＦＭは、同

の楽天市場など民間のＷｅｂサイトを利用しているＦＭ

時に店舗の売り上げも大幅に伸びていることが分かり

が８% という状況になっています（図１）。

ました。
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【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケットの新たな挑戦「販路開拓」について

近年、
「野菜セット」やお米の宅配など、一般消費

売や保育園への出前販売、俗に、アンテナショップと

者への直接販売は、インターネットを利用する形が多

考えられるものが 16％、大手スーパー、イオン、らら

くなってきました。相手が個人なので、どうしても小口

ぽーと、伊勢丹などデパ地下の商業施設内への出店な

が多く、出荷や調整、梱包に発送、宛名書きや代金

ど、いわゆるインショップと呼ばれるものが同じく 16%

請求と顧客管理に相当手間が掛かりますが、消費者と

で並んでいます（図３）
。

親密で長期にわたる信頼関係が構築できるという期待
があります。一度ファンになってもらえれば、間違いな
くリピーターになってもらえるのです。
２．実需者向け販売
同じく「ＦＭ運営改善調査」によると、実需者向け
販売では、飲食店・外食チェーン・ホテルなど外食向
けの食材供給を実施しているＦＭが 63% と最も多く、

駅ナカ販売（鉄道駅構内への出張販売 ）は、ＦＭ

次いで、学校給食向けの食材供給が 49％、医療・福

戦略研究会のメンバーでは、ＪＡ千葉みらいの農産物

祉施設向けの食材供給・配食サービスを実施している

直売所「しょいか～ご」がＪＲ津田沼駅構内に、ＪＡ兵

ＦＭが 24% と続きます（図２）。

庫六甲の農協市場館「六甲のめぐみ」が神戸市営地下
鉄の西神中央駅構内で販売していますが、夕方から晩
にかけての駅の乗降客を相手にするので、ＦＭ店舗で
は、その日の昼までの入荷・販売状況を見て、駅ナカ
に持ち込む野菜の量を決めることも時間的には十分可
能です。駅ナカの売り場は狭いですが、売り場効率か
らすると店舗の比ではありません。
高齢者向けに移動販売車で出向く「移動スーパー」
は、エーコープが先行し全国各地にありますが、さら
に進んで、
「しょいか～ご」では、買い物に不自由しが

このような取引先の場合、一括契約により、大量に売

ちな交通弱者向けに、店舗スタッフが売り場で要望を

りさばくことができ、比較的安定した販売が期待でき

聞きながら買い物を代行し、店舗の軽ワゴン車でその

ます。しかし一定のロットが求められ、欠品はタブーで

日に自宅まで届ける買い物代行・宅配サービスを行っ

す。そのため栽培面積や栽培時期、代金の支払い時期

ています。また、ＪＡがタブレット端末を無料で貸し出

などを取引担当者と密接に話し合い、生産者には決め

し、無料で配送するＪＡおちいまばりの直売所「さいさ

たとおりに栽培してもらって納品する必要があります。

いきて屋」の「ネットスーパー」は、くらしに役立つ情

実需者向けの販売のなかでも、特に学校給食はＦＭ
と相性がいいといわれています。学校のある平日のＦ

報がＪＡから送られてきたり、高齢者の元気確認にも
活用されています。

Ｍはお客さまが少ないことが多くて品余り気味、逆に
ＦＭにお客さまが集中し、品物が足りなくなる土日や祝

農家にはＦＭに安心して出荷してもらい、ＦＭはそ

日、夏休みなどは学校がお休みですので、需要がバッ

れを売り切ることが大きな役割なのですが、このよう

ティングすることが比較的少ないからです。

にＦＭを核として販売チャネルを広げるチャレンジが行
われており、店舗以外の販売がますます重要になって

３．出前販売

きているのです。

「ＦＭ運営改善調査」によると、鉄道駅構内での販
【ＦＭ】ＪＡファーマーズマーケットの新たな挑戦「販路開拓」について
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

文部科学省による「グローバル人

そこで100年の伝統によって培わ

材育成」のための各種政策が本格

れた瑞穂の国の「JA DNA」で世

的に機能し始めています。

界水準のＪＡ職員としての実力を発

みず ほ

揮することです！
Ａ：Ability

例えば、 小学校では外国人英語

揮していきましょう。 堂々と地域か

教師を増員して直接的英会話授業

ら日本全体にそして、世界へグロー

日ごろの業務のなかから「この内

の質、 量の充実化を図っています。

バルリーダーとして実力を発揮しま

容については、 誰にも負けない！」

大学ではＡＯ入試方式を採用し、

しょう。

と自負できる専門的知識や技術を

世界水準で闘える専門力の見込め

グローバルリーダーの資質開発は、

身に付ける努力をすることです。

る者、 一芸に秀でた者の優先入学

あなたの「JA DNA」で開花します。

「できる手腕」を磨くことです。才能
や能力の有無を問うのではなく、初

も増えています。それに伴う奨学生
の優遇条件も緩和されています。さ
らに、 技術力ある学生の養成を目

Ｊ：Joy

めてのことでも「Ｎｏ. １になる！」そ

うれしさ、 楽しさ、 面白さ、 陽

指して専門学校の大学化構想など、

気な雰囲気が醸し出せる人と職場

かなり豊富な政策になってきまし

です。

た！
学授業はオープン化され、 企業で
も、 すでに多国籍社員による英語
での政策会議が次第に定着してき

の自覚で、 その仕事に取り組む勇
気を持つのです。
「専門家になる！」
「Ｎｏ. １にな

「先生！

インターネットによって世界の大

楽しい仕事を紹介して

ください！」
「職場の雰囲気が悪いのでなんと
かしてください！」
何度となく耳にする訴えであり要

る！」という自覚を持ち、 努力する
ことによって初めてそうなるように
機能し始めるものなのです！

目

標達成に突き進むための知識、 技
術を磨く決意が現実の能力や才能
を躍動させる「突破力」になります。

ています。 生産ラインはもちろん、

望です！

研究機関、企業間の交流は複数国

仕事や良い雰囲気の職場があるわ

グローバルシップは、 専門性や

と親密化しています。世界の垣根は

けではありません。自分を主体にし

Ｎｏ. １の自負による「突破力」が基

もはやなきに等しい状況です。ＪＡ

てみんなで創り出して、 面白くした

本です。言語力はもちろん、ビジネ

職員も理屈抜きで世界の潮流に乗

り楽しくできる職場にしていくだけ

ス習慣や価値観、 伝統とあらゆる

らざるを得ない状況です。

なのです。

異文化に触れて「調和への打破 」

しかし、もともと面白い

グローバルシップとは、主語を自
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分にして「自律性と主体性 」 を発
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を目指すことが必要だからです！

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（21）】
グローバル時代を生きる職員の資質―Ⅱ

Ｄ：Development

逆になれなれしい立ち居振る舞

というのは民族問わず、 普遍的

開拓、 開発、 拡大、 拡張そして

いは狡 さの証しです。 何事にも批

です。 現象や事象からの学びとり

維持（maintenance）する攻防のバ

判や否定するのは無知の証しとなり

方、 事実やデータの認識や理念が

ランス意識です！

ます。

合わなくても、絶対的共通点があり

開発には、 ただ広げていくだけ
ではなく、軸に向かって集約しなく

ずる

や

ゆ

「まるで子どもだな！」 と揶 揄さ
れて真の絆は得られません。

ます。
説得点を洞察することを念頭に置

てはなりません。 広がってもバラバ

グローバルシップは円滑な営みの

くことが不可欠です。相手が受け入

ラの分散型では力になりません。

ために、人の知恵で築かれたビジネ

れる説得点をあなたが提示しなくて

理念や方針、 政策がきめ細かく最

スの伝統（traditional）やマナーを

はなりません。 学問的に確かな内

前線にまで丁寧に具体的に浸透し

原則として厳守しながら実践し、個

容として心理傾向や社会基 準（善

なくては組織にはなりません。

性を発揮することを切望しています。

悪、倫理、欲求、欲望）に経験値
（experience points）で脚色して多

現場の特徴に合わせた工夫や適
応といっても、全体を支える軸がな
いと機能しません。

Ａ：Academic
気候、風土、地形、信仰、習慣、

種多様に適応させることです。
あなたのビジネス主張に対しての

軸は核とは少し違います。
「軸は

価値観、 言語と歴史、 などなどす

根拠やデータを示しましょう。５Ｗ

線！ 核は点！」この違いの意味を

べてが異なります。 しかし、 絶対

２Ｈで戦略、 戦術、 計画、 利益、

模索しながら自らを活かすことがグ

的共通点があります。

構想を示すことが誠実、 正確、 協

ローバルシップの重要なポイントで
す！
検討してください！

基準も手段も違っていて意味さえ
も違います。それでも

あえてここ

までにします。

「幸せになりたい！」
「自分でありたい！」

調、 共同、 そして、 対等を意味し
ます。
グローバルシップは、説得点あっ
てこそのビジネス成立なのです。

「共に生きたい！」
Ｎ：Natural
グローバルシップは、あ
なた自身の示すその時々の
「自然体」の反応を求めて
います。ビジネスの場面で
は、 それが最良の反応で
す。信頼される条件かもし
れません。
逆らい抗するのは嫌 悪
感と不信を招きます。
初対面の緊張感から冷
や汗や口ごもり、ぎこちな
さは自然です。 それは信
頼の証しになります。政策
会議のプレゼンテーション
で焦りや背伸びした誇張
も自然です。使命の証しと
されます。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（21）】
グローバル時代を生きる職員の資質―Ⅱ
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企

画

総

会員の皆さまへの貢献度を一層高めるために
～当総研のＪＡ全中との事業再編について～
ＪＣ総研 企画総務部

２号および３号会員の代表者さま宛に、当総研

（２）経営相談機能のＪＡ全中への移管

の奥野長衛代表理事会長よりご連絡させていただ

ＪＡ組織を事業対象とするＪＣ総研の経営相

きましたとおり（ＪＣ総研総企発第 158 号、2017

談機能（人事コンサル、労働法務、調査・セミ

年２月 27 日付文書）、当総研は、わが国の協同組

ナー、ファーマーズマーケット）を、ＪＡグルー

合における危機意識を踏まえ、2017年 4月1日より、

プ組織であるＪＡ全中へ移管します。具体的に

現在、ＪＡ全中が担っている日本協同組合連絡協

は、４月３日の業務から、労働法務分野はＪＡ

議会（ＪＪＣ）などの事務局機能を引き受け、協同

全中のＪＡ経営改革推進部経営対策課、人事コ

組合の一層の連携強化に取り組むため、
「協同組

ンサル、調査・セミナー分野はＪＡ支援部教育

合研究部」を拡充強化します。

企画課、ファーマーズマーケット分野については

一方、人事労務やファーマーズマーケットにか
かる相談・研修機能を強化するため、中央会の業
務と統合・一体化し、
「経営相談部」をＪＡ全中に
移管します。

ＪＡ支援部組合員・くらしの対策推進課におい
て、それぞれ事業を開始いたします。
なお、当面（2017 年６月末までを目途）は、
連絡調整などを担う要員を当総研内に配置し、
一部事業譲渡の円滑化に向けて対応してまいり

事業再編の背景

ます。

この事業再編は、ＪＪＣにおいて、各事業別協
同組織の壁を乗り越えて、わが国における協同組

このたびの当総研とＪＡ全中との事業再編は、

合間連携を一層進める組織の検討が行われてい

会員の皆さまからのご期待に応え、その貢献度を

ること、また、ＪＡ全中・都道府県中の組織転換

一層高めていくためのものです。

に向けた業務内容の検討において、ＪＡグループ

2017 年度も、引き続き、ＪＣ総研に対し、会員

組織から出された、人事労務やファーマーズマー

および関係各位のご支援とご協力を心からお願い

ケットにかかる相談・研修機能の一体化による強

申し上げます。

化を求める意見を踏まえたもので、会員の皆さま
からのご期待に応え、その貢献度を一層高めてい
▶参考

くためのものです。

日本 協同 組合 連 絡協議 会（ ＪＪＣ=Japan Joint

事業再編の概要

Committee of Co-operatives）
：日本国内の協同組

（１）協同組合間連携の事務局機能のＪＡ全
中からの移管

合間の連携や、世界の協同組合との連携強化を図る
ことを目的に、1956 年に設立されました。ＩＣＡ総

ＪＡ全中の協同組合間連携機能（国内外の協

会などへの参加をはじめ、協同組合の国際活動に伴

同組合組織との連携事業。現在、ＪＡ全中がＪ

う連携・協力などの活動を進めています。ＪＡ全中

Ｃ総研へ業務委託＜再委託＞しているＪＪＣ・Ｉ

など 15 団体で構成（2017 年 3 月現在）

ＹＣの事務局機能）
を、ＪＣ総研が直接担います。
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【企画総務】会員の皆さまへの貢献度を一層高めるために

務

編 集 後 記

ことのきっかけはテレビ番組だった。ヨーロッパや北アメリカでは８〜 10 階建て
木造ビルが建ち、30 階を超えるビルも計画されるなど、木造建築が見直されて木
造高層ビルの潮流が起こっているという。木造ってせいぜい３階建てまでという
1980 年代のままの不勉強な頭（20 0 0 年６月に建築基準法が改正され、１時間耐
火の性能を満たした建物を耐火建築と認め、木でもビルが建てられるようになっ
た）にはショッキングな内容だった。
この潮流の背景には森林の復活、地球温暖化防止＝温室効果ガスの排出量を削減するための二酸化炭素を固定
する 都市の森 としての役割、持続可能な材料や建設中に排出される二酸化炭素の量が他の材質に比べ少ないな
ど、環境への意識がある。
さらに木 造 高層ビルを可能にする技 術の進 歩も見 逃せない。 なかでも高層 化のコア建 材とされるのがＣＬＴ
（ Cross Laminated Timberの略）と呼ばれる繊維方向が直交するように積層接着した集成板や大規模集成材。海
外では 1990 年代中ごろから利用が始まり、日本では奈良県の（福）ぷろぼのの福祉施設ビル（木造５階建て）が日
本初のＣＬＴによる中層ビルとして 2016 年７月竣工した。
奈良といえば高さ約 49mの東大寺大仏殿がある。マンションなら十数階建てに相当する巨大な木造建築物だ。考
えてみれば、他にも城の天守閣や五重塔など木造の高層建築物が各地に建てられてきた。2019 年完成予定の新国
立競技場も木が用いられるという。
「温故知新」
、新木造都市時代到来 !? 思い込みだけでものごとを見ていたら大
きな誤りを犯す……を、気付かされた。
（編集スタッフ 加藤文英）

３月末をもって、経営相談部がＪA全中に移管されることとなった。長らく業務を共にしてきたメンバーたちが、
そのままいなくなってしまうのはとても寂しい限りだ。これまで『ＪC総研レポート』の発行に当たり、大変協力して
いただいた。この場を借りてお礼の言葉を伝えたいと思う。
私は創刊からNo.41を数える今号に至るまで、一貫して『ＪC総研レポート』の編集に携わってきた。たとえ３カ月
に１度の発行であっても、たとえ非売品であっても、持てる限りの力を投じて精一杯取り組んできたという自負があ
る。編集というのは、目が痛くなるような細かく神経をすり減らす作業の連続で、また、どんなにスケジュールどお
りに進めたくても、突然変更を余儀なくされることも少なくなく、それなりに苦労が伴う。
だから、そうして出来上がった１冊を手にしたときには、大げさではなく感
慨深いものがある。取材先などで「
『ＪC総研レポート』をいつも読んでいます
よ」と声を掛けてくださる方がいらっしゃると舞い上がらんばかりに嬉しく、そ
れまでの苦労が吹き飛ぶような気分を味わわせてもらえる。
当総研の事業再編に伴い、今後『ＪC総研レポート』のあり方についても検
討する必要性が出てくるだろう。編集総括として、柔軟に、そしてしなやかに
対応をしていきたいと思う。新しいスタートには、これまでにはなかったチャ
ンスが隠されているはずだと信じている。
（基礎研究部 主席研究員 小川理恵〈編集総括〉）

ご意見・ご感想をおよせください
『Ｊ C 総研レポート』は、一般社団法人Ｊ C 総研の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した
誌面づくりに役立てていきたいと考えております。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。

【送付先】 ＦＡＸ：0

3-3268-8761

〒 162-0826

東京都新宿区市谷船河原町 11

飯田橋レインボービル５階

一般社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部

宛
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好 評 発 売 中 ！
！

ＪＣ総研ブックレット （Ａ５判・並製／各 750 円 + 税）

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

No.16

No.17

中山間直接支払制度と
農山村再生

ヨーロッパの先進農業経営

橋口 卓也 著 小田切 徳美 監修

和泉 真理 著 村田 武 監修

経営・環境・エネルギーの持続性に挑む

「中山間直接支払制度 」が

先進的農業経営というと

開始された当時、この制度

「規模の経済」の発揮にば

がいろいろな画期的な仕組

かり目が向きがちだが、ヨ

みを持っていたこともあり、

ーロッパの先進的農業経

注目され期待が集まった。

営は、家族農場だけでは

同制度の実施に至る経過を

なく企業的農場でさえも、

振り返りつつ、実績の推移

経営・環境・エネルギーの

について確 認する。その上

持続性を目指して経営を

で、制度実施を機に活性化

多角化し、地 域にも貢献

活動に本格的に取り組んで

するような農業を営んで

きた３つの地区を事例とし

いる。イギリスとドイツに

て紹介し、いかなる教訓が

おける先進的農業経営の

得られるのかを検討する。

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
唆している。

最 新 刊

No.18

農業を守る英国の市民
和泉 真理 著 図司 直也 監修
英国の市民は、ファーマーズ・マーケットの運営、環境保
全団体への支援、出資による農場の所有を通じて、地元
の中小規模の農業、環境に優しい農業など、多様な農業
を支えている。食品の購買行動からさらに踏み込み、さ
まざまな関わり方で農業を支援する英国の市民の姿や、
日ごろは農業に接する機会の少ない市民に農業を知って
もらう「オープン・ファーム・サンデー」の取り組みを紹介
する。
《以降、順次刊行予定》
ご注文はお近くの書店、または筑波書房へ

株式会社 筑波書房
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