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ＪＡグループ職員教育の歴史的変遷
（一社）日本協同組合連携機構 常務理事 企画総務部長事務取扱 藤井

晶啓

協同組合は人の組織であり、協同組合第５原則にもとづき教育を大切する組織と語
られてきた。実際に、わが国の各種の協同組合においては、組合員・職員・役員に
対して様々な教育プログラムが行われているが、その内容をまとめた報告は少ない。
本報告は、ＪA グループにおいて、建前になりがちな理念教育と経営に直結する即
効性を求めがちな現場との間で揺れ動いてきた職員教育の歴史を振り返りながら、
今後の協同組合らしい「人づくり」の方向性について考察したものである。
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● 中央会・連合会主導による教育品質の確保と規模の経済
● 階層別教育・認証試験・選抜型研修における共同開発・分散実施
● 戦略型人材育成
● 人材開発と組織開発
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１．はじめに
（１）ＪＡグループ職員教育の特徴
ＪＡグループは単協である 600 弱のＪＡに正職員約 20 万人、臨時職員約 4 万人
が在籍する。その特徴は３点ある。
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Ａの将来ビジョン－ＪＡ経

第１は、事業の多様性に応じて、職員教育プログラムが多岐にわたる点である。Ｊ
Ａグループは総合事業を営んでおり、営農・生活指導事業、経済事業、信用事業、共
済事業、厚生事業など多様な事業を行っている。このため事業ごと・業務ごとに教育
プログラムを準備する必要がある。また、ＪＡ職員の常識としての共通知識も求めら
れる。
第２は、各ＪＡの教育制度が類似している点である。単協による具体的な違いはあ
るが、教育制度の前提となる人事制度がほとんどのＪＡで職能資格制度を元にした職

営マスターコース修了生は

能資格体系で構成されており、また職能資格の内容が似通っている。そして、人事制

こう考える－』
（全国共同

度と教育制度とは連動前提で設計されている。例えば、昇格には自己啓発としての資

出版、2019 年）、編著『協

格認証試験の合格が前提条件となり、昇進後には階層別研修の受講が待っている注１）。

同組合を学ぶ 100 の言葉』
（日本農業新聞、2020 年）

注１）職能資格制度では、
資格昇格が先行し、管理
職等の昇進は遅れること
が多い

このように人事制度と教育制度が似通った理由は「合併」にある。多くのＪＡは合
併を契機に人事制度をそれまでの年功序列型から職能資格制度に転換した。その際に
県中央会（以下、「県中」と略す）から大規模ＪＡを想定した人事制度及び教育制度
のひな形が提示された。このため、合併ＪＡの人事制度及び教育制度が類似すること
となった。
第３は、職員教育を県域の中央会・事業連が主導してきた点である。本来、自ＪＡ
の職員をどう教育するかは経営主体であるＪＡが判断し実施するものである。しかし、
ほとんどの単協が小規模であった農協の発足当初から事業横断的な基本教育について
は中央会が、事業ごとの専門教育については事業連が県内の職員研修を主導していた。
当時、単協側にとって中央会・事業連の要請に応じて職員を派遣することと自農協の
職員教育とは同義であった。
県域主導型は、教育品質の安定・向上と規模の経済というメリットがある。その一
方で、中央会・事業連依存になりやすいというデメリットもある。そのため大規模合
併ＪＡのなかには、ＪＡ自己完結型の職員教育を志向する動きがある。
（２）人に資するのか、経営に資するのか
本レポートのテーマは「歴史」であるが、振り返ると職員教育はその目的が問われ

注２）西井賢悟「ＪＡに
おける『協同組合理念』

続けた、といえる。つまり、職員教育の目的が「協同組合運動者たる人に資するため」
か、それとも「経営に資する（儲ける）ため」か、という問いを繰り返して現在に至る。

の浸透状況と浸透促進

筆者は「両者は相反しない」と考える。同様に「協同組合理念の高浸透者ほど事業

策」堀越芳昭編『新時代

実績が高い」との研究が報告注２）されている。しかし、職員教育の現場では儲けに直

の協同組合職員－地位と

結しやすい専門教育が重宝されがちである。職員教育を投資ではなくコストとして

役割－』全国共同出版、
2018 年、p142

見るので、多忙極める職場からは目の前の利益を生まない教育研修は嫌がられる。受
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講する職員側も飯を食えない理念よりも即効性のあるスキル系の教育研修を好む。
基本教育を実施する側は、この風潮に対して「理念自体が飯のタネにならないので
はない。飯のタネにできない理念の形骸化が問題なのだ。即効性のあるものは長続き
しない。差別化の源泉である理念をおざなりにすればすぐに飯も食えなくなる。必要
な投資ができない経営に未来はない」と、協同組合理念にもとづく職員育成による投
資と回収こそが経営に資すると説き続けてきた。
なお、本稿は企業教育を対象とするため、学校教育の学習指導要領に類する明確な
分岐点がない。また、全国農業協同組合中央会（以下「全中」と略す）が教育運動を
提示しても強制力はないため、ＪＡの現場が変わるには数十年かかることが多い。さ
らに統計が不整備な分野である。このため主観的な記述とならざるを得ないことを容
赦いただきたい。
２．基本教育と専門教育、OJT と研修
注３）幹部候補の育成は、
本来は研修だけでなく業
務キャリアの経験を通じ
てコア人材となる幹部へ

職員教育を教育内容で分類すると「基本教育」、
「専門教育」及び「選抜型研修」注３）
の３つに分けられる。
「基本教育」は、職能資格階層ごとにすべての職員・事業に共通する理念・組織・事業・

の育成を目指す「選抜型

経営等の全般にわたる基本的な事項について、階層全体から見た一貫性・連続性を持

教育」である。しかしＪ

ちつつ各階層に到達した職員を対象に網羅的に実施するものである。

Ａグループの場合、コア
人材育成が県域もしくは

例えば、実務担当者は自らが担当する事業知識はもとより、それぞれの経験年数に

全国域で実施する選抜型

応じて自ＪＡの理念やＪＡ全体の事業概要を頭に入れることが求められる。また、管

研修を指すことが多い。

理職に求められるリーダー・マネージャーの能力は事業で異なるものではない。

このため、本稿では「選
抜型研修」と称する

「専門教育」は事業ごとに、また、業務に求められる習熟度に応じて専門的に実施
される。例えば信用事業では、窓口・融資・渉外等の業務ごとに、業務経験に応じた
ランクを設けており、さらに信用事業の管理職・担当常務等への研修プログラムも持
つ。共済事業も同様であり、販売・購買事業も品目に応じてそれぞれの教育研修が行
われている。
一方「選抜型研修」は、現在の職能資格や職種・業務の枠組みにとらわれず、将来
の幹部候補生を育成するものである。
また、職員教育を手段で分類すると、①業務時間内に職場で行う O ＪＴ、②業務
時間内に職場を離れる研修、及び③業務時間外に職員が自ら行う資格認証試験等に向
けた自己啓発、の３つに分類できる。
O ＪＴは実務を通じて行われるため実態把握は容易ではない。また、専門教育は事
業ごとに縦割りであり、全体網羅は困難である。
このため、本稿では基本教育としての研修（階層別研修及び選抜型研修）並びに資
格認証試験制度を主にして３つの特徴に至る歴史を概観する。
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３．産業組合時代の幹部候補育成
ＪＡグループにおける人材育成の歴史は、その前身である産業組合として、1926（大
正 15）年に開校した「産業組合中央会附属産業組合学校」に始まる。当時、旧制中
注 4）小池和男『日本企

学の就学率が１割程度であった時に注４）、全国から選抜した旧制中学卒の新人 30 人

業の人材育成』中央公論

を幹部候補生として１年間育成した注５）。

社、1997 年、p128
注５）全国農業協同組合

この若手の有望株を全国から一同に集め、１年以上の長期にわたり同じ釜の飯を食

中 央 会『 全 中 30 年 史 』

う環境下で体系的な教育を実施し、卒業後は単協の現場で職業経験を積み上げるこ

1986 年、p619

とで、最終的に農協運動を支える幹部に育てるという長期的な人材育成の考え方は、
1955（昭和 30）年開校の協同組合短期大学、1969（昭和 44）年発足の中央協同組
合学園を経て、1999（平成 11）年開講のＪＡ経営マスターコースと、現在までつな
がっている。
４．高度成長期
（１）教育研修体系化の潮流と農協
敗戦後、人事院がＪＳＴ（人事院監督者訓練プログラム）を開発するなど、多くの
企業で若手、中堅、管理職を包含する教育研修体系が導入された。全中でも 1960（昭
和 35）年ごろから職員教育研修の体系化を訴えた。しかし、当時の単協は小規模で
あったため、実際に職員教育を牽引したのは県域の中央会・事業連であった。
（２）各県教育施設を中心にした職員教育
昭和 30 年代、既に数県で教育施設の開設が始まったが、昭和 40 年代、50 年代を
主体に多くの県中で自前の研修施設の確保が進み、最盛期には 45 道府県が教育施設
（研修所）を保有していた。
県域の研修施設は、県下の教育事業の象徴としての機能を果たし、実際に県内の組
合員・職員・役員を対象にした研修の多くがその施設で開催された。職員教育では基
本教育としての階層別研修及び事業別の専門教育、さらに養成教育が行われた。
養成教育とは、入組内定者や入組直後の職員を対象に１年間程度にわたり学校形式
で学ぶ長期研修である。協同組合論から事業論まで、基礎知識のある農協職員を育て
る体制を持てない単協からすれば、養成教育への新人派遣は十分な利点があった。こ
のように養成教育は、高度成長期以降の職員教育を牽引する上で一定の役割を果たし
た。そして、その後の高学歴化による大卒採用の増加、平成バブル崩壊後の人件費削
減のための新規採用抑制等もあり、多くの県域で養成教育はその役目を終えていった。
また、県内１つの教育施設に集める宿泊型研修という手法は、その後の高速道路等
の交通網の整備、慢性的な現場の人手不足を背景とした研修期間短縮化、大規模ＪＡ
の施設内での出前型研修の増加等により見直され、施設稼働率は低下傾向にある。さ
らに施設老朽化が進んだため現在では施設を閉鎖した県域が増えている。
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５．低成長期における課題提起と対応
全中は、1974（昭和 49）年に定款を改正し、農協組織全体の教育事業を審議する
ための機関として教育審議会を設置した。
同年に開催された第１回教育審議会では高度成長時代を反省し、①農協事業におい
て協同組合とは何かが問われていること、②協同組合の本質である相互扶助の考え方
が見失われつつあること、③協同組合の本質を考える研修よりも事業拡大に役立つ研
修が歓迎されていること、④農協の目指す方向、事業方針が明確でなければ教育の基
本が定まらないこと、などを指摘した同注５）。この課題提起は今日に至るまで続くもの
である。
注６）全国農業協同組合
中央会

教育審議会答申

「職員教育をすすめるに
あたって」1982 年

さらに 1982（昭和 57）年の教育審議会答申注６） では、「職員は、組合員、役員と
ともに組合員の営農と生活を守り発展させ、相互扶助にもとづく人間性豊かな社会の
建設をはからんとする農協運動の担い手の役割をもつ」とし、教育目標として①役員
と職員は組合員を顧客として事業をすすめるものではないという協同組合の本質を理
解すること、②職員には運動の組織化を促進する能力を身につけること、③農協業務
の専門化・複雑化にともない、高度な専門的知識と技能を身につけること、④人間性
豊かな職員に成長させること、を掲げた。
そして、高度成長期は県域・全国域の教育施設での研修が主体であったが、農協運
動者を育てる職員教育の基本は、単協内教育とりわけОＪＴにある、と整理した。さ
らに単協におけるОＪＴを進めるために、県中央会が実施する階層別研修に計画的に
管理職を派遣するとした。つまり、単協の現場ではОＪＴによる経験から学び、現場
の鍵である管理職は系統的な知識を研修で学ぶという枠組みを提示したものである。
なお、当時の基本教育について、全中が方針を示したものの、実際の実施は全国的
には画一ではなく、各県域が自ら判断して階層別研修を実施していた。
６．ＪＡ合併を踏まえた体制見直し
（１）合併進展による教育センター構想
その後、ＪＡグループでは合併によるＪＡの大規模化が進んだ。支店統廃合によ
る人員整理、不良債権処理、コンプライアンスの強化等への対応が求められたなかで、
現場は人手不足となりОＪＴは形骸化し、教育研修予算は削減された。

注７）全国農業協同組合
中央会

教育審議会答申

「21 世紀に向けてのＪＡ
グループを担う人づくり

このため、1994（平成６）年の教育審議会注７）とその後の検討プロジェクトを経て、
大規模合併ＪＡを念頭に、①ＪＡに対するメンバー意識の希薄化に対応した組合員
リーダーの育成、②理念・ビジョンの確立にもとづく人材育成・人事施策の明確化、

のための教育・研修のあ

③能力主義人事制度と連動した教育研修の実施及びОＪＴを基礎とする職員教育の

り方と体制の整備につい

展開、④県中と全中の役割分担による集中化と効率化、を進めることとなった。

て」1994 年

職員教育については、①大規模ＪＡにおける人事管理制度と連動できるような職
員基本・専門教育の体系を整理し、教育研修モデル（例）を提示した。さらに②新た
な教育研修体系に基づく研修コース・教材の開発を進めることとした。
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そして、③実施体制を確保すべくＪＡにおける教育研修体制（担当部門の明確化）
と、県・全国における教育センター構想を打ち出した。教育センター構想とは、従
来の研修と職員教育を同一視する考え方を改め、県域の教育事業（基本教育・専門
教育）の企画部門と実際の研修実施部門を区分するものであった。
また、全国ＪＡ教育センターでは、基本教育において各県で共通して利用できる
研修コース・資材の開発と資格認証試験の全国統一化を進めた。
（２）階層別研修プログラムの開発
①開発の経緯
これまで階層別研修の内容は県域が主体的に進めてきたが、なかには外部研修業
者に一部階層を丸投げする所もあった。このため、教育プログラムを全階層通じた
一貫性を持たせた上で、定型化した階層別研修を実施し人材の底上げを図れるよう、
ＪＡグループが自前で新たな基本教育の研修コースと資材の開発を進めることと
なった。
② JAMP の概要
開発したのは、
「初級職員」（入組 3 年目程度）、
「中堅職員」（10 年目程度）、
「監
督者」（係長）、
「管理者」（課長）、
「上級管理者」（部長）の５コースである。名称を
「階層別マネジメント研修（略称 JAMP：ＪＡ Management Program）」
という（図参照）。
人事院のＪＳＴに倣って、シート形式で構成している。
このプログラムの目的は、管理職だけでなくすべての階層に自らの役割があるこ
とに気付き、自らをマネジメントすることで、組織としての力を発揮することにあ
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る。バーナードの組織論を根底に置き、その内容は①各階層の役割、②仕事の管理
（PDCA）、③人の管理（人材育成、動機付け、職場活性化、チームワーク等）、④
コミュニケーション、⑤リーダーシップ等、である。実際の研修では一方的な講義
ではなく、インストラクターの問いを元に参加者が相互討議と省察を繰り返すとい
う経験学習サイクルを重視している。
研修期間は各２泊３日である。受講者は全階層合わせて年間約１万 2000 人であ
る。
インストラクターは主に県中職員が担当する。また、全中はインストラクター養
成研修を担う。さらに県中インストラクターは研修現場の経験を全中に集め、共同
で改訂に反映させる。このような全中と県中との「共同開発、分散実施」で開発し
ている。
（３）全国統一認証試験の実施
基本教育において農協職員が常識として求められる知識には、農協論、農業・経
済情勢、農協法、簿記・会計、組織行動論、信用・共済・販売・購買等各種事業論
などがある。
高度成長期の養成教育が盛んな時には、各県域の研修施設において長期研修（1
年以上）である養成教育に準じ、階層別の短期研修（数日）として講義を行い、到達
度確認のための資格認証試験を実施していた。
しかし、階層別研修の共同開発と時を同じくして、試験内容の全国的な標準化、集
合研修による知識付与から自己啓発による知識獲得への転換、管理職等への昇格管理
の一部としての筆記試験としての位置付け明確化などが課題となった。
このため、全中は全国統一の試験実施の仕組みを構築し、1994（平成６年）から
初級・中級・上級の３階梯による全国ＪＡ職員資格認証統一試験を開始した。初級は
入組１～２年目、中級は３～６年目、上級は管理職登用直前を前提としている（表参
照）。
各階梯の認証要件と合否決定権は
県中が持ち、全中は試験問題作成と
採点を行う。試験問題は全中と県中
が共同で協議する。
また、参加そのものを県中側が判
断する。初級・中級・上級のうち一
部階梯のみの利用も可であり、また
県中によっては上級の上に特級を加
えるところもある。参加実績は、初
年度の 1994（平成 6）年度は初級 21 県、中級 14 県、上級 8 県であったが、2019（平
成 31）年度では初級 44 県、中級 43 県、上級 41 県まで拡大した。受験者は３階梯
合計で約 3 万人である。
なお、問題作成は自己啓発としての独学を前提としており、自習用テキストは全中
ＪＣＡ／研究REPORT／No.15／2020.7
ＪＡグループ職員教育の歴史的変遷

6

が県中と協議の上、作成もしくは指定している。こうした毎年の出題とテキスト改訂
は、時勢に応じた職員として最低限必要とする知識水準を中央会が現場職員に直接示
す貴重なチャネルとなっている。
７．選抜型研修 前掲注３）
（１）大規模ＪＡをマネジメントできる人材
職員 1000 人規模のＪＡは同規模の東証一部上場企業と同程度の組織運営が求め
られる。合併前のように事業縦割りのなかで信用部長、共済部長、経済部長を育て
ても、大規模ＪＡの総務企画部長としては通用しない。このように、合併によって
ＪＡ全体の管理運営ができる人材育成（コア人材）を選抜育成することが求められ
た。なお、ＪＡグループではこの選抜型コア人材育成の研修を「戦略型中核人材育
成研修」と呼んでいるが、本稿では「選抜型研修」と称する。
（２）ＪＡ経営マスターコース
このように事業・業務の分業化、専門化する大規模ＪＡにおいて、ＪＡ全体の経
営戦略を立案し実行できる人材育成を進めるため、1999（平成 11）年に開講した
のがＪＡ経営マスターコース（以下「マスターコース」と略す）である。
マスターコースは、ＪＡグループ版ビジネススクールとして、「農協は何のために
存在するのか」「その強みを活かすためには自ＪＡをどう改革するか」について考察
し、その実現の手段として「経営戦略」「組織論」「マーケティング」等を１年間か
けて学ぶ。受講生は全国のＪＡから派遣された 30 歳代中心の 30 人程度であり、１
年間の寮生活を通じて、その後の幹部候補生としての職業人生に役立つ全国的なネッ
トワークを築く。開講から 20 年を経ておりマスターコース修了生は 550 人を超える。
（３）県域における選抜型研修の実施
注８）全国農業協同組合
中央会

教育審議会答申

「ＪＡ改革を担う職員及び
役員の教育・研修のあり
方と実行方策」2006 年

2006（平成 18）年の教育審議会答 注８） では、ＪＡ経営マスターコースのノウハ
ウを生かし、各県域の中央会で幹部候補生を育成する選抜型研修の実施を提起した。
マスターコースだけでは全国の大規模ＪＡを担うコア人材育成が不足するためであ
る。
県域では、数日間のユニットを年間４～５回組み合わせたマスターコースのダイ
ジェスト版というべきプログラムを展開している。現在、30 数県域で実施しており、
各県の参加者は 15 ～ 20 人である。マスターコース・県域研修を合算すると毎年約
500 人が選抜型研修を受講していることになる。
８．ＪＡ人づくりビジョン運動
（１）戦略型人材育成

ひょうぼう

第 26 回ＪＡ全国大会決議「次代につなぐ協同」を担う人づくりを標 榜し、2013
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（平成 25）年から取り組んでいるのが「ＪＡ人づくりビジョン運動」である。これ
は戦略型人材育成の考え方に基づいている。つまり、①ＪＡ自らの経営理念の実現
を目指すのが自ＪＡの経営戦略である、②経営戦略を実現するための人材育成が職
員教育の目的である、③そのため従来個別に整備してきた「人事制度」と「教育制
度」さらに仕事を通じて人が育つチーム作りという「職場づくり」の３つを一体的に
進めよう、とする運動である。
戦略型人材育成の導入は「職員教育の主体はＪＡであり、中央会・事業連は支援
する役目」への転換を目指したものである。実際に多くのＪＡでは人事制度と教育
制度を一体化させた人材育成基本方針としての規程を整備した。支店協同活動等を
通じて職場づくりを進める取り組みが始まった。さらに先駆的なＪＡでは自ＪＡが
目指す職員の姿を明確化し、選抜型研修の内製化など自らの手で職員教育を進める
動きが見られるようになった。
（２）第３次ＪＡ人づくりビジョン運動
現在は、第 28 回全国大会決議にあわせて 2019（令和元）年からの３カ年を運動
期間とする第３次運動に取り組んでいる。
このなかでは、組合員の積極的な参画を進めるために組合員学習を進めること、
また組合員としっかり対話ができる職員を育成すること等を取り上げている。その
ため、組合員や職場での対話力を身につけるためのファシリテーションスキルを持
つ職員を育成し、会議や職場、組合員組織そしてＪＡ全体を活性化することを目指
している。
９．人材開発と組織開発
最近、日本企業において組織開発への関心が高まっている。個々人を育てること
が「人材開発」であるのに対して、
「組織開発」はチームという組織に着目して、チー
ム全体を活性化させることである。
これまで、ＪＡに限らず日本企業は、組織について明文化できるハードの側面に
焦点を当て、立派な制度をつくり上げた。しかし、実際には「立派なルールがある」
からといって「組織がきちんと機能し、メンバーが生き生きと仕事ができ、成果を
挙げている」とはいえない。例えば、成果制度の導入による弊害など、その事例は
数多挙げられよう。
このような個人の過度な重視による弊害という経験と反省を踏まえ、「組織開発」
という名で、組織の人間的側面（ソフトな側面）が着目されるようになっている。指
示命令型のリーダーシップから、部下を支援するサーバントリーダーシップへの転
換などがその一例である。
ＪＡの人事制度は合併を契機に見直されたところが多く、ハード面としての組織
そんしょく

は他企業に遜色ないものを備えたＪＡが多い。しかし、ソフト面については、目に
見えるハードとは異なり、それぞれのＪＡにおける自らの人と組織への考え方が問
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われることになる。ＪＡグループ人づくりビジョン運動が掲げた戦略的人材育成の
先には戦略的組織開発があることは言うまでもない。
10．さいごに
（１）共同開発・分散実施の今後
改正農協法のもと 2019（令和元）年９月末には全中は一般社団法人化し、県中は
連合会化した。ＪＡ職員の基本教育は全中・県中の共同開発・分散実施で支えてきた
が、今後の基本教育プログラムの品質は、これからの全中・県中それぞれの教育部門
ぜいじゃく か

の体制が確保できるかに依拠する。仮に中央会体制が脆 弱 化した場合、単協主導型
の基本教育が現実的に可能なのか、事業連主導が強まる専門教育との混線克服などＪ
Ａ負荷は大きくなる。
（２）対話型組織開発
先駆的な企業では 2005 年ごろからファシリテーションに着目していた。それらの
企業では実際にファシリテーションスキルを研修で学んだ個人が実際に職場で実践し
注９）中原淳・中村和彦
『組

ようとしたものの、多くの障害があったと報告されている注９）。このため、現時点で

織開発の探求』ダイヤモ

は個を対象にした人材育成から、対話を通じて職場や組織全体に働きかける「対話型

ンド社、2018 年、p260
注 10） ジャル ヴァース・
Ｒ・ブッシュ , ロバート・
Ｊ・マーシャク『対話型組
織開発』英治出版、2018
年

組織開発」注 10）へと振り子が揺れつつある。
協同組合は人の組織である。わが国の人手不足は一時的なものではないのだから、
人を大事にする協同組合らしくＪＡを支える職員を大事にする経営でありたい。
それは、ハイパフォーマー（高業績者）育成を狙い、逆に多くの人を疲労させる
直線的で効率一辺倒のマニュアル主義による人材育成ではなく、職員と組合員とが
対話のなかで、わが地域・わがＪＡの今後を展望し、ジグザクであっても必要な人
材を長い目で育成する協同組合らしい人材育成と組織開発との組合せではないだろ
うか。
なお、本レポートは、協同組合研究誌「にじ」2019 年秋号の報告を加筆・修正し
たものである。
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