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我が国農業問題の変化と農協の新たな課題

－地域社会の維持、存続に貢献する体制のあり方－
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１．はじめに－問題の提起

　（1）新たな農業問題と当事者の変化

　我が国のような資本主義社会に見られる農業問題は、農業が資本主義的経済

にうまく適合しにくいが故に発生する問題であり、その現れ方は、おかれた時

代・時期によって大きく異なる。

　高度経済成長が終焉を迎える1970年代初めまで、我が国の農業問題は、農家

が農産物価格の下落等により、農業所得の不足あるいは低所得のため生活に必

要な農業所得を確保することが難しく、その維持・存続が脅かされる問題＝「農

家の貧困問題」として現れた。

　しかし、80年代以降、農業問題は、我が国の農業・農村の維持・存続に関わ

る問題、さらに言えば、我が国の国民経済＝資本主義経済の存続を根底から揺

るがす深刻な問題として現れた。そこで見られた問題は、ほぼ次の四つに整理

できる。①食料自給率の大幅低下、②農業の担い手の不足、③中山間地域の後

退、④農業・農村の多面的機能の衰退、である。注目すべきは、従来まで中心

問題であった「農家の貧困問題」は含まれていないことである１）。

　こうした農業問題の変化と併せて、農業問題の当事者にも大きな変化が見ら

れる。70年代まで、農業問題の主たる当事者は、最大の被害者である農家であっ

た。しかし、80年代以降、農家の大半は、農外就業で主たる所得を得、政府の

手厚い農業保護政策の実施や年金等の社会保証制度の充実等によって、都市勤

労者世帯と同等以上の所得と生活環境を享受し得る状態にある。農家の大半に

とって、もはや農業所得は生活を支える主たる手段ではない。上に示した新た

な農業問題の諸側面の中に、農家の貧困問題が見られないのはこうした背景が

あってのことである２）。

　これに対して、農業問題の新たな局面の下で、農家に代わって、直接の被害

者＝当事者となるのは、誰であろうか。上に述べたように、新たな問題が、我

が国農業・農村の維持・存続に関わる問題という、国民生活に関わる深刻な内

容を持つことから、直接的、かつ中心的当事者は、広く国民一般に及ぶと言わ

ざるを得ない。
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　従来の「農家の貧困問題」の解決については、高度成長期の開始時に、農家

の所得を他産業従事者と均衡する水準へ引き上げる等を目的とした「農業基本

法」（法律第127号、1966年）が制定され、対策の基本方針が示された。これに

対して、80年代以降の新たな農業問題の解決のために、新農業基本法＝「食料・

農業・農村基本法」（1999年、法律第106号）が制定され、国内農業・農村の維

持・存続を目的に、国民のコンセンサスを得て対策の枠組みが示されている。

　

　（2）農業問題の展開と農協の新たな課題

　一方、明治期以降70年代まで続いた農業問題＝農家の貧困問題の下で、当事

者としての農家は、農家としての維持・存続を図ることを目的に協同組合組織

を設立し、対処に必要な事業・活動を展開してきた。今日に続くそうした組織

が農協である３）。

　農協の前身は、明治期に産業組合法に基づき設立された産業組合である。産

業組合法は、1900年（明治33年）に制定され、産業組合は、長期農業不況を経

て、20年代にはほぼ全国の市町村で設立が見られた。

　1930年代には、昭和の農業恐慌の下で、全農家の約8割が赤字に転落等農家

が経済的没落の危機に瀕し、農家が農家として維持、存続することが困難な

事態に陥った。このため産業組合は、政府に強力な農民・農業保護対策を求

める一方、組合のみ設置市町村の解消と農家の組合加入促進を図り、事業体制

の整備・拡充を推進した。この結果、産業組合は、集落組織を基盤としてほぼ

100％の農家を組合員とするとともに、今日の農協に見られる、信用、経済等

の各種事業を総合的に行う組織・事業体制をほぼ確立した４）。

　第二次大戦後、産業組合は、新たに制定された農業協同組合法(法律第132号、

1947年)により、現在の農協に再編・整備された。農業問題は、戦後復興期か

ら高度成長期まで、都市勤労者世帯と比べて低所得状態として現れ、いわゆる

農工間所得格差の問題を引きおこし農家の生活を圧迫し続けた。このため農協

は戦前期に引き続き「農家の貧困問題」に対処することになったのである。

　農協はこの間、農業所得の維持・向上を目的に、産業組合から引き継いだ組

織・事業体制の枠組みで、経済、信用、営農指導等、広範にわたる事業・活動

を展開した。他方、政府には、問題解決のために必要な対策を要求、先に述べ
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た農業基本法など必要な法制度の確立に導いた。そして農協は、基本法農政の

下で、農家＝組合員の減少につながる農業構造政策では政府に対抗したが、価

格政策では米価の引き上げ等を獲得した。

　これに対して、新たな農業問題は、我が国農業、農村の維持・存続に関わる

深刻な問題を惹起し、当事者も従来と大きく異なり広く国民全体に及ぶもので

ある。農家は、新たな問題においてはむしろ当事者の一人にすぎない。このた

め農協は、設立当初からの、農家を農家として維持・存続という本来の目的を

達成するためには、地域の住民等他の当事者とともに、如何にして農業、農村

社会の維持・存続に貢献することが出来るのか、また、如何にして国民一般を

巻き込んで新たな問題に対処出来るのか、改めてこの問題への関わりのあり方

を模索しなければならない時期を迎えた。

　（3）本稿の課題と構成

　新たな農業問題は、従来とは大きく様相を変えたため、農業問題に対する農

協のスタンスも、従来通りのままでよい訳ではない。これまで農協の事業、活

動の目的は、主に農業所得の維持・増加にあり、組織・事業体制もその目的を

達成するためにあった。しかし、新たな農業問題の下では、農協は新たな課題

に対処しなければならず、必要な体制も整備しなければならない。

　本稿の目的は、こうした問題意識の下で、次の二つの課題について、解明あ

るいは検討することにある。

　一つは、新たな農業問題の下で、農協がその解決に貢献するには、何を目的

とし、どのような事業、活動を行う必要があるのか。

　二つは、農協の新たな目的の達成にとって、現行の組織・事業体制では問題

はないのか、あるとすればどう対処する必要があるのか、である。

　こうした課題にアプローチするため、以下では、次のように議論を進めたい。

　まず第２節では、新たな農業問題の下で取り組むべき、農協の新たな課題と

は何かを検討する。そして、現在見られる農協系統組織の取組みの方向を概観

するとともに、現在の農協の取組みをめぐる研究者の見解を紹介・批判しなが

ら、農協の当面する問題と課題を整理する。

　第３節では、農協が地域社会の維持存続へ貢献できる事業内容と組織・事業
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体制のあり方を検討するため、全国農協に対して行ったアンケート調査の結果

を用い、その実態と問題を把握する。

　第４節では、農協は、新たな農業問題に対処する上で、どのような組織・事

業体制が必要か、そして今後の農協のあり方をどう考えればよいかを検討し展

望する。

　第５節は、まとめと残された課題について整理する。

　

２．農協の新たな課題－地域社会への貢献

　（1）農協の当面する問題と課題

　新たな農業問題の発生に対処するため、農協は何を目的にして、どのような

事業、活動を行う必要があるのか。

　この点についてはさしあたり、先に示した新たな農業問題の四つの側面、す

なわち、①食料自給率の大幅低下、②農業の担い手の不足、③中山間地域の後

退、④農業、農村の多面的機能の衰退、に着目して検討する。

　主な当事者とそれらが抱える問題や課題は、ほぼ次のように整理できる。

　第一に、食料自給率の大幅低下は、消費者としての国民が問題の主たる当事

者であり、食生活の不安を惹起し、今後の国内の食料確保を危うくする。この

問題に関しては、専業的農家や農業法人、あるいは兼業農家が今後とも農業生

産を続けることが出来れば、その解決に一定程度に貢献できる。

　しかし、世界経済のグローバル化の下で、農産物の輸入増加や価格の低迷が

続く今日、専業的農家等は今後の農業生産や投資に関する見通しを立てること

が難しく、その一方、兼業農家は今後とも積極的に農業所得を増加させる意欲

に乏しい。食料自給率の低下を食い止め、あるいは向上させるには、問題の直

接の当事者である消費者＝国民が、農業、農村の持続的な発展の必要性を十分

に理解し、国内生産の維持のために必要な国や地方政府の財政負担を容認する

必要がある。

　第二に、農業の担い手不足は、今後の国内農業の維持、存続を困難にする問

題である。しかし農業生産を担う農家のうち、兼業農家は自分の経営の担い手

を確保する意欲に乏しく、一方、専業的農家等は、経営の継承や今後の発展に
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担い手が必要である。しかし、専業的農家等は、農業所得の確保の見通しが困

難な状況では自助努力では限界がある。

　したがって、担い手の確保の問題は、まさに国民全体に関わるものとして理

解される必要があり、担い手の確保、養成には、国や地方政府の積極的な支援

が必要である。

　第三に、中山間地域の後退の問題については、直接の被害者＝当事者は、そ

こに居住する農家や非農家地域住民である。ちなみに、いまや地域社会の衰退

は中山間地域のみならず、農村地域に広く見られる問題である。

　地域社会を維持するには、一定数の人口が必要であり、その水準を割れば急

速に衰退しあるいは消滅する。現に、消滅した農業集落も少なくない。このた

め、地域の農家は、集落営農やその他のシステムを構築する等によって組織的

に地域農業を維持・存続させる努力を続けている５）。

　また、兼業農家が地域で生活を続けるためには、農外就業先の確保や生活の

維持に必要な社会インフラの整備が必要である。後者に関しては、当然農家等

の対応には限界があり、行政等に積極的に働きかけて実現する必要がある。

　第四に、農業、農村の多面的機能の衰退の問題については、直接の当事者は

中山間地域に住む農家や非農家住民であるが、その影響は周辺地域の住民に広

く及ぶ。なかでも自然生態系の劣化を伴う多面的機能の衰退は、地域社会の存

続を揺るがす深刻な要因となる。

　例えば、森林生態系の悪化で水源涵養機能が衰えると、森林と河川の間の水

循環が狂い、異常気象等の発生の場合に河川に洪水を発生させて大きな被害を

もたらす６）。

　以上のように、新たな農業問題の諸側面ごとに見た当事者の当面する問題と

課題を整理すると、農協の新たな課題は、次の二つにまとめられる。

　その第一は、地域農業の維持、存続への貢献である。繰り返し述べてきたよ

うに、兼業農家は農業所得で生活している訳ではない。しかし、地域の農業の

存続は、彼らが地域社会に居住し続けるための条件である。一方、少数となっ

た専業的農家あるいは農業法人にとっては、農業所得の確保・増大こそ必要で

あり、その意味で地域農業の維持・発展が不可欠である。このため、地域の農

家の取組みを助長して、農家と専業的農家・農業法人等の間で何らかのコンセ
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ンサスを形成し、集落営農やその他のシステムを構築する等によって組織的に

地域農業を維持・存続させる対策を講じることが求められる。

　とはいえ、農協はこれまで、農家の維持・存続を考えるあまり、専業的農家

等が兼業農家の農地を集積・集中することを必ずしも歓迎してきた訳ではない。

農協が農地利用調整に関わることには、まだまだ容易でないと思われる。

　第二は、地域社会の維持・存続への貢献である。地域社会の維持、存続で大

切なことは、地域社会の機能を維持するのに最低限必要な人口を確保すること

である。そのためには、組合員はもとより広く非農家住民のために、地域の生

活環境や自然環境の整備、さらには地域で雇用を維持、創出することが必要で

ある。

　このうち地域の生活環境の整備・改善に必要な社会インフラの整備は、農協

が対応するには限界がある。しかし、自然環境の修復・維持に関しては、農協

は、地域資源の利活用によってそれを達成し、あるいはそれを雇用の改善につ

なげることで、大いに貢献できる。

　例えば、森林生態系の劣化は、近年の木材価格の低迷等で人工林の間伐が適

切に行われてこなかったことに主な原因がある。しかし、間伐材や林地残材が

活用できる途が出来れば、間伐は大いに進み、森林生態系の修復は促進される

ことになる７）。

　こうした一連の事業が地域のビジネスとして実現できれば、自然生態系の修

復・維持が地域の雇用を生み、地域社会の活性化をもたらす。こうした地域資

源の利活用は、これまでの役割分担にしたがえば、まずは森林組合の仕事であ

ろう。しかし、地域における最大の経済主体の一つである農協が、地域社会の

振興の観点に立って地域資源の利活用に取り組めば、まさに地域社会の維持・

発展に大きく貢献できる。その場合、農協はそこへの地域の森林組合、漁業協

同組合、関係企業等の参加・連携をコーディネートし、あるいは資金供給を担

うなど、果たすべき役割は多い。

　以上に述べた二つの課題を達成するには、農協が地域社会の活性化に関わる

事業・活動に積極的に関与すること、言ってみれば、「地域運営」に取り組む

ことが必要である。そこでは農協は、今後の地域社会のあり方についての明確

なビジョンを持ち、地域運営に必要な組織・事業体制の構築が求められる。そ
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こでは、行政との役割分担や都市住民や企業などへの理解と協力の働きかけも

不可欠である８）。

　（2）農協系統組織の対応方針と地域協同組合化をめぐる最近の論調

　　1）全国農協大会にみる農協系統組織の対応方針

　農協の新たな課題は以上のように整理したが、では実際の農協系統組織はど

のように対応しているのか。以下では、3年おきに開催され、農協系統組織の

運動の基本方針を決める全国農協大会の決議を中心に、その対応の考え方を見

ておきたい。

　じつは農協系統組織は、すでに70年代から地域社会の発展に貢献する方針を

示していた。高度成長の下で、農村の都市化、混住化等の中で、都市農協のあ

り方が問題になったためである。この時期の対応方針として注目されるのは、

1970年開催の第12回農協全国大会で決議された「生活基本構想」である。この

構想では初めて、地域に開かれた農協を目指して地域社会の建設に貢献する明

確な方針が示された。しかし、この構想は、その後の米の生産過剰による水田

の転作、生産調整への対応や、当時まだ続いていた農協の各種事業の拡大傾向

のなかで、必ずしも積極的な取組みには至らなかった９）。

　その後ほぼ20年近くたって、再び地域社会への貢献の取組み姿勢が見られた

のが1988年の第18回農協全国大会である。そこでは、一層の進展をみせた農村

の都市化や混住化と相まって准組合員が増加し、地域組合化が顕著になったこ

とに対応するため、地域に開かれた農協を目指す新たな取組み「地域の総合セ

ンター機能の強化と地域社会開発事業」が示された。これは時を同じくして大

きな問題となった金融自由化に対応するため打ち出された、農協の大型広域合

併と系統組織の再編とともに、最重要課題であった。しかし、地域社会開発等

の地域貢献については、農協の経営を揺るがす金融自由化への対応やコメの部

分開放等の輸入自由化など喫緊の課題を優先したため、さしたる成果は見られ

なかった。

　しかし、2000年代になると、地域社会の変化や組合員の多様化への対応が農

協系統組織の重要な課題となり、2006年開催の第24回大会では、もう一つの課

題、「担い手づくり・支援を軸とした地域農業の振興と安心・安全な農畜産物



－ 217 －

の提供」と併せて、「安心して暮らせる豊かな地域社会の実現を地域貢献」が

重点課題として採択された。

　続く2009年の第25回大会では、「多様な農業者による新たな協同」、「農業者

を含む地域住民・地域の関係者による新たな協同」、「農」と「くらし」を軸と

した「消費者・地域の関係者との新たな協同」を内容とする「新たな協同の創造」

が共通テーマとされ、「地域農業の振興」と「くらしの活動などを通じた地域

貢献」を両軸とした方針が決議された。そして、直近の2012年の第26回大会では、

それまでの推進のあり方の反省の上に、「食と農を基軸にした地域に根ざした

協同組合」の力で農業と地域を豊かにする「次代へつなぐ協同」」がメインテー

マとされ、地域社会への貢献が重要課題とされた10）。

　　2）地域協同組合化をめぐる最近の論調

　一方、近年のこうした農協の地域貢献のあり方に関しては、農協研究者の間

で、農協の地域組合化をめぐる議論が展開されている。

　そもそも農協の地域組合化をめぐる議論の嚆矢は、1970年代に行われた「佐

伯・鈴木論争」である。そこでは、当時進展していた農村の都市化、混住化等

の問題を背景に、農協は職能原理に基づき農業者の協同組合に純化すべきか、

あるいは准組合員を正当に位置付けて地域住民の協同組合に発展すべきかが議

論された。

　しかし、こうした議論は、農協の地域社会への貢献のあり方というよりは、

農協の本来のあり方をめぐる議論が中心であった。これに対して、近年の地域

組合化をめぐる議論は、中央と地方の経済格差や農協の組合員の多様化に対応

した組織や事業基盤の拡充、強化などの取組みを背景に提起されたといえる。

そこでは、主に、農協をめぐる環境変化に対応して、農協はどのような役割を

担うべきか、准組合員等、非農家住民を大幅に巻き込んで組織・事業を発展さ

せるにはどうすべきか、そこでは地域農業の発展と地域社会の維持、存続をど

のように関連させる必要があるか、などが議論されている11）。

　例えば、その代表的論者の一人、北川太一氏は、先に示した、第24回農協大

会の決議における「地域貢献」の考え方を高く評価する。すなわち、「組合員

をはじめとする利用者、地域住民の営農上・生活上の諸課題の解決支援に取組

み、地域の活性化や発展、安心して暮らせる豊かな地域社会の実現に貢献」に
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取り組むとしている点である。そして氏は、今日における農協のあり方として、

「農を軸とした地域協同組合」を提案する。その他の多くの「地域協同組合」

をめぐる議論でも、基本的に北川氏とほぼ同様の内容と思われる12)。

　一方、地域協同組合論に真っ向から異議を唱えているのが太田原髙昭氏であ

る。氏は言う。兼業農家といえども農家である以上、農家として必死で守るも

のがあり、それを守るのが農協である。そこで守るべきものは「先祖伝来の田

畑であり、先祖代々の墓であり、それを含めた集落での生活」である。このた

め、「兼業農家の農地保全と定住条件を奪うことにつながる政策、離農促進の

においのするものには彼らは頑強に反対」する。農協は、現に准組合員になっ

ている住民の期待に応える上でも、「農協の主戦場は地域農業の場」であるこ

とを忘れてはいけない。農協は、あくまで農家の組織する協同組合であり、地

域協同組合にはなり得ない、と13)。

　

　（3）小括－農協の新たな課題の設定をめぐって

　農協全国大会の決議を見る限り、たしかに農協系統組織の最近の重点課題と

取組み方針は、地域農業の維持・存続をベースとした地域社会の維持・存続へ

の貢献におかれている。これらは、先に整理したような、新たな農業問題の展

開の下で果たすべき課題として挙げた内容とほぼ一致する。その意味では、今

後の農業問題への対処方針としては妥当といえる。しかし、こうした方針の設

定や姿勢に関しては、若干問題があるように思われる。

　その一つは、そこには、新たな農業問題への対処という視点がほとんど見ら

れないことである。農協全国大会の決議などを見る限り、これが新たな農業問

題であって、これが農家にどのような意味を持つものであるのか、何故に農家

が農家として維持・存続するために地域社会の維持・存続への貢献が必要かに

ついては、必ずしも明確にされていない。

　とくに問題と思われるのは、新たな農業問題の下でも、依然として地域農業

の振興の中心に、農業所得の増大をおいていることである。もとより、農家に

とって農業所得の確保は重要である。しかし、今日の農業問題の下で兼業農家

がより強く求めているのは、非農業所得あるいは雇用の確保であり、一方、専

業的農家等がより強く望んでいるのは、自分たちの経営努力を助長する支援の
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仕組みであろう。

　その意味で、むしろ最も優先すべきは、地域農業の維持・存続に必要な社会

システム構築あるいは組織・事業体制の整備であり、また、専業的農家等に対

しては、経営支援を拡大、強化することである。そして、地域農業の維持・存

続については、非農家住民の理解と支援を得ることが必要である。このため農

協は、地域社会の維持・存続への貢献においても、組合員＝農家ばかりではな

く、非農家住民にも事業・活動のメリットが行き渡るように配慮することが求

められるのである。

　もう一つは、農協のもつ総合性の意味である。例えば、先に上げた第24回大

会の決議で、「今後ともＪＡグループは、競争力ある事業の展開と質の高い魅

力ある商品・サービスの提供を第一義にさまざまな事業・活動」によって地域

貢献を行うとしている。また、第26回大会の決議に盛り込まれた、「豊かで暮

らしやすい地域社会の実現に向けた実践事項」でも、地域住民の多様なニーズ

に対して、まさにさまざまな事業・活動を通じて応えることができるのも、総

合性があるからであるとしている。このように見ると、上に見るようなさまざ

まな事業を行うことが農協の総合性の意味であり、地域貢献もこうした総合性

のゆえに可能ということなのであろう。

　しかし、農協事業の総合性に関しては、実際にも、法律的にも、農家＝正組

合員と、非農家住民＝准組合員あるいは員外利用者では、そこからの利益の享

受には、はっきりと差がある。わが国の農協の事業や活動は、世界に類を見な

いほど農業関連以外の農家の多様なニーズに対応してきた。しかし、農協の事

業等のうち、准組合員あるいは非農家住民が利用できるのは、信用、共済、購

買事業、あるいは高齢者福祉施設などに限られている。その一方、農家組合員

向けの事業である農産物の販売や営農指導事業などは、ほとんどの農協で事実

上赤字であり、その補てんに非農家が利用している信用、共済等の事業収益が

使われている。この点については非農家には分かりにくいが、これは農協の勘

定区分が基本的に一つであり、資金の流れの透明性がないためである14）。

　また、組合員資格の問題にも触れられていない。多くの論者も指摘するよう

に、准組合員は農協の各種事業は利用できてもその運営に参加できない。農協

は、非農家住民に地域農業の維持・存続について理解と協力を求めるために必
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要であり、彼らにとって有益な事業・活動は積極的に利用してもらうことが望

ましい。そのためあらかじめ農協事業の総合性についてもきちんと説明するこ

とが必要であろう。

　次に、先に取り上げた地域協同組合論をめぐる議論についても、農協の新た

な課題設定について問題点を指摘しておきたい。先にみた農協の方針をめぐる

問題点と重複するところもあるが、ここでは次の二つを指摘できる。

　一つは、多くの論者は、農協の地域社会への貢献の必要性について、組合員

の多様化や地域社会の変化など、農協の組織や事業をとりまく環境の変化を問

題としており、新たな農業問題の発現への対応、という視点が見られないこと

である。これでは農協の新たな方針の設定における認識とほぼ変わりはない。

　例えば、先に紹介した北川太一氏の議論では、農協は、近年の地域社会の変

化や農協組合員の多様化に如何に対処するか、という問題意識から出発してい

る。先に触れた氏の、農協の「農を軸とした新たな地域協同組合」への転化の

必要性は、まさにそうした議論の帰結である。

　しかし、これでは議論の順序は逆である。繰り返しになるが、農協は、農家

が今日の新たな農業問題に対処して、その地域に農家が住み続けられる条件を

確保するため、地域社会の維持・存続に貢献する取組みを行うのである。そし

て、地域社会の維持・存続のためには、地域の社会インフラ整備や自然環境の

維持・保全に積極的に関わるとともに、地域資源を活用した新たなビジネスの

創出等で雇用機会の確保を図るなどの取組みが必要となってくる。そこでは当

然、地域に住む非農家住民の理解・協力を必要とするのであり、だからこそ彼

らに農協の事業・活動のメリットを提供する。農協の地域社会への貢献の意味

はこうしたことにある。おそらくこうした論理で考えない限り、農協が地域社

会の維持・存続に関わる積極的な意味、その役割分担あるいはその限界を明ら

かにすることは難しい。

　二つは、以上のことと裏腹であるが、農協は農業問題の発生に伴って設立さ

れた歴史的な存在であることが、明確にされていない。高度成長期以降、農協

は、農村の都市化や混住化の進展と共に、准組合員が大幅に増え、事業の利用

もその経営の維持・発展にとっては不可欠の存在になることで実質的に地域協

同組合化したといえる。
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　しかし、こうした変化はあっても、農協の本質は、農家の組織である。農協

は、農業問題に対処する組織であるという、歴史的な役割が終了すれば、もは

や存続の必要はない。その意味で、農協が地域協同組合としていつまでも継続

するものではない。もちろん、農協の歴史的使命をどう捉えるかは、大きな問

題であるが、農家は新たな農業問題の局面の下でますます、維持・存続が困難

となる事態を迎えている。こうした事態に対処して、農家の組織として出来る

範囲で問題の解決に当たるのが農協の基本的使命であり、今後ともそうした役

割を果たし続ける間は存続が必要である。

　北川氏の地域協同組合は新たな地域のあり方を考える上では、大いに参考に

なる。しかし、そうした議論は農協のあり方とは別次元の問題として取り組む

必要がある。当面は、現在の制度あるいは実態を踏まえ、農協が実際にどのよ

うに地域社会に貢献できるのかについて議論することが必要である。

　

３．農協の地域社会への貢献と取組み体制の実態

　（1）全国農協アンケート調査の実施

　これまで見てきたように、農協は、新たな農業問題の発現の下で、農家の維

持・存続のために、非農家住民を含めた地域社会の維持・発展に貢献する取組

みを行うことが新たな課題である。そして実際、農協系統組織は、ほぼこうし

た課題に対応する方針を打ち出している。

　しかし、既に述べたように、問題の捉え方と対処方針には問題がある。この

ため、農協は、地域社会へどのように貢献しているのか、農協全国大会で決議

した方針に対してどう取り組んでいるのか、その実態と問題点を把握する必要

がある。こうした問題意識で実施したのが、全国の総合農協を対象に行ったア

ンケート調査、「農協の地域活性化に関する事業・活動の実態調査」である。

　この調査は、巻末に付した別添の調査票に見るように、大きくは次のような

設問群から構成される15）。

　第一は、農協が、地域社会の維持・発展のために取り組む事業・活動の実態

の把握である。用いた調査票では、そうした地域活性化のための事業・活動と

して、農業的土地利用調整、地域の開発、福祉、地域資源を活用した各種事業
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等の取組みに関して問を設定した（設問群Ⅰ）。

　第二は、地域活性化のために、農協が他の組織とどのように連携ないし協力

する関係にあるか、その体制に関する実態把握である。そこでは農協が、地域

の活性化の取組みにおいて、市町村や商工会、他の協同組合等とどのような役

割分担しているのか、について問を設定した（設問群Ⅱ）。

　第三は、現状の組織・事業体制の問題点の把握である。現状の組織・事業体

制の下で、農協は、地域活性化の観点から、果たしてどのように地域運営に関

わることが出来るのか。農協の地域運営の体制の問題点と課題を探るために問

を設定した（設問群ⅢおよびⅣ）。

　調査の実施時期は、東日本大震災が発生した年である2011年（10月1日～ 11

月末日）である。調査票は、全国の総合農協（１県１農協の場合、地域本部と

支部等複数に配布）であり、結果的には782に送付した。結果は、回収が全部

で312、回収率は40％である16)。

　表１には、農業地帯別にみた回収状況について示した。地帯別の回収率をみ

ると、東北（46％）で高く、近畿（30％）で低いなど多少のバラつきが見られる。

しかし、その幅は30％から40％台に収まっており、地域別の差はとくに問題で

はないと思われる。以下では、設問群に即して、調査結果を見ることにしたい。
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　（2）農協が地域活性化のために取り組む事業・活動（設問群Ⅰ）

　　①　農業的土地利用調整

　農協は、農業の担い手不足に対応して、地域農業の維持・存続のため、どの

ように農地の集約、斡旋等に取り組んでいるのか。

　表２は、「農業的土地利用調整」に関する各種事業の実施状況について聞い

た結果である。最も割合が高いのは「農地保有合理化事業」（45％）で、ほぼ

半分の農協で実施している。これに続くのが、「農地の流動化に関する情報提

供」（33％）である。他方、「農地信託事業」（15％）、「農業経営受託事業」（15％）

はやや低い。「その他」では「農地利用集積円滑化事業」が最も多く、ほかには、「農

協子会社や公社等による経営受託・作業受託」、「遊休農地対策」など農協独自

の取組みも見られる。

　農業的土地利用調整は、地域農業を維持・存続するためには必要な事業であ

る。しかし、取組みの多い「農地保有合理化事業」（45％）でも半分の農協し

か実施していないのは、農協が大規模農家等への農地利用集積が地域の農家＝

組合員の減少になることに配慮して、その推進に必ずしも積極的でないことが
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要因であろう。その一方、「農地信託事業」（15％）および「農業経営受託事業」

（15％）は従前あまり見られなかった。最近の動向は、農協が農業的土地利用

調整により積極的になっていることを窺わせる17）。

　農業地帯別の取組み状況を見るため、地帯別の出現率（当該設問についての

地域別回答数/当該地域の回答農協の総数、以下同じ）を見ると、「農地保有合

理化事業」はほぼ全国で見られるものの、地帯間にやや大きなバラつきが見ら

れる。これに対して「農地の流動化に関する情報提供」は比較的バラつきが小

さい。

　　②　土地開発・不動産事業

　農協が、農地を確保するため、開発業者による虫食い的な宅地開発に対抗し

て、自ら持つ関連事業を活用することが考えられる。

　表３には、「土地開発・不動産事業」に関する事業の取組み状況について聞

いた結果を示した。最も割合が高いのは「土地・建物の貸借の斡旋」(37％ )、
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続いて「組合員の土地等の資産管理」（32％）、「宅地等売買」（24％）であるが、

これらは農家＝組合員の資産管理に関するものである。一方、地域の土地開発

に関わる農協の「土地造成・建物販売」（8％）や「アパート経営」（7％）の割

合はかなり低い。「その他」（5％）では、「区画整理事業」、「組合員のアパート

経営」などが挙げられている。

　「土地造成・建物販売」や「区画整理事業」は、管内の虫食い的な土地開発

に対抗できる手段であり、地域農業の維持・存続や、地域社会の環境の悪化防

止の観点から、さらに活用されることが期待される。

　農業地帯別にみると、「土地・建物の貸借の斡旋」、「組合員の土地等の資産

管理」、「宅地等売買」は全国的に見られるものの、地帯間のバラつきが大きい。

　　③　福祉事業

　これは、まさに非農家住民を含めて、地域に大いに貢献できる事業である。

福祉に先進的な農協は、すでに1980年代から農協は特別養護老人ホームの経営

などに取り組んでいる。

　表４には、「福祉事業」に関する各種の事業・活動の実施状況を示した。最
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も割合が高いのは、「訪問介護」（42％）、次いで「デイサービス」（30％）であ

るが、これらに比べ「食事の宅配」（10％）、「特別養護老人ホーム」（2％）お

よび「子供の保育等の事業」（1％）はかなり低い。「その他」（13％）では、さ

まざまな取組みが挙げられているが、とくにユニークなものでは「訪問歯科診

療」、「長期療養型病院」などがある。

　農協による地域社会への貢献の中でも、こうした福祉事業や活動は、高齢化

社会になりつつある現在、農家はもとより、非農家住民の生活に直接役立つも

のである。しかし、本来、地域に密着しているはずの農協が、「訪問介護」や

「デイサービス」はともかく、「食事の宅配」、「特別養護老人ホーム」および「子

供の保育等の事業」への取組みが低調であるのはどうしたことか。農協による

地域社会の維持・存続への貢献を強めるには、こうした事業のさらなる展開が

またれる。

　農業地帯別にみると、ほぼ全国的に見られる「訪問介護」をはじめ、いずれ

の事業・活動も地帯間のバラつきが大きい。

　　④　地域資源を利用したエネルギー供給事業

　地域資源を利用した再生可能エネルギーの供給は、農協ならではの事業とし

て期待される。先に紹介した第26回農協全国大会でも、脱原発の取組みを標榜

しているが、その実現のためにも必要な取組みの一つとして挙げられている。

では、実際に農協はこうした事業にどう取り組んでいるのか、まずはその実態

をみる。

　表５は、地域資源を用いて取り組む「地域資源を利用したエネルギー供給事

業」のうち、当面考えられる取組みについて聞いた結果である。しかし、重複

分を入れても回答数が36に過ぎず、ほとんどこうした取組みが進んでいないこ

とが窺える。それでも割合の高い順にみると、「小水力発電」（3％）、「ペレッ

ト供給事業」（2％）、「エタノール等バイオマス燃料の製造」（1％）、「ガス化発

電」（0％）となる。「その他」（5％）では、「廃食油の利用」、「温水熱」、「太陽

光発電」などが挙げられている。

　このうち、「小水力発電」は、中国地方と富山で見られるが、高度成長期以

前の農村電化の時代に作られたものがほとんどである。地球温暖化問題に対応

する等で最近始めたものはほとんどない。また、「エタノルール等バイオマス
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燃料の製造」は、うち二つが農水省の事業で行われたものである18）。

　地域資源を利用したエネルギー生産は、例えば、現在活用されていない間伐

材や林地残材等を活用することが出来、またそうすることで、間伐が促進され

る。そして結果的には森林生態系の修復・維持が出来、地域の新たな雇用を生

む。農協が地域社会の活性化に本格的に寄与するには、こうした事業に積極的

に関与することが望ましい。しかし、このアンケート調査では、こうした農協

は発掘できなかった。福祉事業同様、現在の農協の地域貢献への取組みの浅さ

を改めて確認することができる。

　　⑤　地域の気候、資源等を活かした特産物の開発

　農協の農産物の新規の開発とその生産、あるいはその他の地域特産物の加工・

販売については、取組みの歴史は長い。

　表６には、「地域の気候、資源等を生かした特産物の開発」について、農産物と、

それ以外の地域特産物に分けて取組みの実態を聞いた結果を示した。「農産物

の開発・生産・販売」（47％）と、「地域特産物の加工・販売」（45％）に関しては、

いずれも半分程度の農協が取り組んでいる。また、この両者が重複して取り組

まれている農協も少なくない。「その他」（6％）は加工部会での独自の取組み

の紹介がされている。
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　こうした取組みについては、ここでの数字だけでは評価が難しい。しかし、

地域農業の振興に加え、地域の６次産業への積極的な関与という観点からは、

農協のさらなる取組みが期待される。

　農業地帯別にみると、「農産物の開発・生産・販売」と「地域特産物の加工・

販売」は、ほぼ全国にみられる。しかし、後者は前者に比べやや地帯間のバラ

つきが大きい。

　　⑥　地域資源を利用したその他の事業

　地域資源を利用した事業には、さまざまなものがあり、観光資源を生かした

ホテル経営・土産物の販売等があるのでないかと考え、聞いてみた。

　表７には、「地域資源を活かしたその他の事業」の内容を示した。

　回答は60農協であるが、挙げられた事業の過半は、「農産物直売所（ファーマー

ズ・マーケット、道の駅等を含む」（59％）である。残りは「農産物のブランド化」、

「温泉施設」、「観光農園」など多種多様である。
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　（3）地域活性化のため他の組織と連携・協力への取組み(設問群Ⅱ)

　　①　地域の活性化のために、他の組織と連携・協力している事業の有無

　農協が地域社会の活性化に貢献するには、単独で取り組むよりは、他の組織

と連携・協力して行う方がより効果的と思われる。

　表８には、農協が地域活性化のために、他の組織としている「連携・協力の

有無および連携・協力の内容」を聞いた結果を示した。

　結果は、「有」(60％ )が過半を占め、比較的よく連携・協力が行われている

ように見える。しかし、実際に連携・協力の理由として多いのは、市町村・第

三セクターとの役割分担あるいはその要請を受けて一体となった取組みのため

である。その一方、地域資源を活かした農産物の加工、販売などで２次および

３次産業との連携・協力は少ない。

　農業地帯別には、「有」は全国的に見られ、地帯間でそれほど大きな差はな

いが、「無」ではややバラつきが多いようである。

　　②　連携・協力関係にある組織

　調査農協の過半が他の組織と何らかの連携・協力をしているが、その内容は

どうか。

　表９には、農協が「連携・協力にある組織」はどこかを聞いた結果を示した。

　最も割合の高いのが「市町村・第三セクター」(54％ )であるが、「土地改良

区」（13％）、「生活協同組合」（12％）、「漁業協同組合」（8％）、「森林組合」（5％）

はかなり低い。また、「その他」（26％）の割合がやや高いが、そこでは、「商工会」、
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「民間業者・企業」、「大学・学校関係」などが多く見られる。

　「市町村・第三セクター」との連携・協力がとくに多いのは、農協が地域活

性化に積極的に取り組んできたというより、むしろ行政のイニシアティブの下

で関連する事業に参加してきたことを窺わせる。一方、「土地改良区」、「漁業

協同組合」、「森林組合」そして「生活協同組合」との連携・協力が少ないが、

地域にある資源を活用し、自然生態系の修復や新たな産業の創出を行う場合、

こうした組織と連携・協力することは重要である。そのためには、農協が地域

活性化への取組みにおいて、強い主体性をこれら組織に働きかけることが必要

であろう。

　農業地帯別にみると、「市町村・第三セクター」は、ややバラつきはあるが

ほぼ全国的に見られる。しかし、その他の連携・協力先についてはかなりの地

域的な偏りがある。

　　③　農協の支援・寄与等

　農協が他の組織と連携・協力している場合、農協はそこに対してどのような
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支援あるいは寄与等をしているのか。

　表10には、「農協の支援・寄与等」はどのようなものがあるかを聞いた結果

を示した。

　最も高い割合は、「相談」（30％）であり、続いて「技術支援」(22％ )、「補

助金の導入」（19％）、「資金供給(金融)」（14％）である。「その他」（20％）の

割合がやや高いが、多く見られるのが「農産物等物品の提供」、「イベント・交

流会の事務局等の協力」、「職員・人員の派遣等」、「出資・事業費負担」等である。

　「補助金の導入」は、農協が何らかの補助事業についての申請の窓口となっ

ているものであり、当該事業遂行のコーディネート機能を発揮していることを

窺わせる。また、「資金供給（金融）」はやや少ないが、農協の貯貸率が全国平
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均で30％程度と低いことを勘案すれば、農協資金をこうした場面でもう少し積

極的に使うことが必要であろう。

　農業地帯別には、「相談」、「技術支援」および「補助金の導入」はややバラ

つきはあるがほぼ全国に見られる。一方、「資金供給(金融)」は地帯的にかな

り偏りが見られる。

　

　（4）農協の地域運営体制の現状と農協の問題意識(設問群ⅢとⅣ)

　　1）農協の地域運営への取組体制の現状

　農協が地域活性化に取り組む場合、そこでの組織・事業体制がどのように機

能しているのか。ここではとくに、地域運営を中心的に担う部署、あるいは農

協内の事業間の調整等などの現状と問題点をみておきたい。

　表11には、「現行の組織・事業体制の下での地域運営の担い手部署等」をめ
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ぐる問題点を見た結果を示した。

　問題として最も割合が高いのは、「地域活性化あるいは地域をマネージする

中心部署が必ずしも確立していない」(45％ )である。先に見たように、農協

系統組織は、24回農協全国大会(2006年)の決議で、地域社会への貢献を打ち出

しはしたが、現在に至っても、そうした機能を中心的に果たす部署を整備して

いる農協は半分程度に過ぎない。また、こうした体制の不備と密接に関連する

と思われるが、「地域活性化の取組みに向けて、各事業間の調整が必ずしもう

まくいっていない」(30％ )、および「地域(支所等)の組合員のニーズ・資源

の賦存状況が必ずしも反映されていない」(24％ )も少なくない。これに対して、

「とくに問題はない」（24％）とする農協はかなり少ない。
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　ちなみに、「地域活性化あるいは地域をマネージする中心部署が必ずしも確

立していない」、「地域活性化の取組みに向けて、各事業間の調整が必ずしもう

まくいっていない」および「地域(支所等)の組合員のニーズ・資源の賦存状況

が必ずしも反映されていない」の三つを重複回答した農協が75、前２者を重複

したのが34であり、重複回答は比較的少ない。

　以上に見るように、「地域活性化の取組みに向けて、各事業間の調整が必ず

しもうまくいっていない」の二つでかなりの割合を占める。このことは、現在

の総合農協が地域活性化にきちんと対処する体制がないこと、また、そのため

各事業間の調整もできておらず、農協事業のもつ「総合性」の十全の発揮が難

しいことを示すものといえる。このほか、広域合併農協の場合に多いと思われ

るが、組合員のニーズや地域資源の利用について、支所での状況が反映されな

いという問題を抱える農協も少なくない。これらのことは、農協が地域社会へ

貢献するとしても、その前に組織・事業体制の見直しが必要であることを示唆

するものであろう。

　農業地帯別にみると、いずれの問題もほぼ全国的に見られるが、ややバラつ

きが大きい。ここにどのような地域性が反映されているのか、今後検討が必要

であろう。

　　2）農協の地域運営に関する現状認識と課題

　以上は、あらかじめアンケート票の項目を選んでもらった結果の集計である

が、以下では、農協の現状意識と今度の課題と考えていることを自由記入して

もらった結果を紹介する。回答は全部で67農協と決して多くはなく、地帯間の

バラつきも見られるが、貴重な意見が少なくない。

①　まず、農協の地域農業や地域社会、そして農協自体に関する現状の認

識である。これらについては、地域農業の維持の困難さや地域社会の衰

退、農協の経営悪化をうったえる農協が少なくない。原文を生かしつつ、

主な内容を整理するとほぼ次ようである。

a.農作物の価格低迷等で農家の経済状態が好転せず、これまでにない厳

しい農業問題に直面、地域の人口減少で農業生産のみならず地域社会

の崩壊の危機（北海道、宮城、山形、群馬）

b.長期の低金利政策により事業収益の悪化、財政基盤が弱体化、思い切っ
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た対策ができず、従来通りのJAでは存続できない（北海道、宮城、福

島、群馬）

c.地域の人口減少で農業生産のみならず地域社会の崩壊の危機（北海道、

宮城、山形、群馬）

d.金銭面、人的面で直接収益に結びつかない地域運営に農協が関わる余

力がない（秋田、新潟）

e.農協合併が進み、地域とのつながりが希薄化、地域運営に主体的、積

極的に関わることが困難（山形、静岡）　

②　次に、今後の課題あるいは対応を見ると、多くが地域貢献の必要性お

よび地域運営に積極的に関与する重要性を指摘している。主な内容は次

のようである。

a.地域貢献の最たるものは人づくり、あるいは人口の確保（北海道、広島）

b.農協は、積極的に地域創りに関与、そこでのコーディネート等の役割

の発揮（北海道、宮城、広島）

c.地域貢献し、地域の活性化を果たしてゆくことが大都市に立地する農

協としての役割（東京、神奈川）

d.農協はこれまで以上に地域社会の中で役割発揮を求められている（岩

手、三重、宮崎）

e.農協は、お年寄りが安心して暮らせる場所の提供のため福祉事業への

参画が大事（大阪）

f.地域運営は行政、農協、商工会、NPO、大学等と連携を取りながら地

域内共同で進めるべき、また他の企業とコラボレーションも必要（兵

庫、鳥取、鹿児島）

g.地域活性化のため専門に取り組む部署が必要（兵庫）

h.地域活性化に向け、中山間地域ほど農協は貢献すべき（島根）

i.地域活性化の窓口として「ふれあい課」を設置（広島）

j.農協は地域資源を再構築し、仕事を興し、地域を再生するのが生きる

道（愛媛）
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４．農協の組織・事業体制の再編の課題と展望

　（1）地域社会への貢献の実態と組織・事業体制の再編の課題

　農協は、地域社会の維持、存続にどのように貢献しているか。これまでは全

国に総合農協を対象に行ったアンケート調査の結果を用いて、その実態と問題

点を見てきた。ここで概略まとめると、次のようになろう。

　第１点。農協が地域活性化のために取り組んでいる事業・活動の実態を見る

と、総じて積極的であるとは言えず、問題点も少なくない。

　その一つ。地域農業の維持・存続に必要な農地利用調整を見ると、農協の取

組みは必ずしも十分とは言えない。また、優良農地等の確保の観点から、農地

以外の土地利用調整に関与することも必要であるが、そうした取組みは極めて

少ないと見られる。

　二つ。地域住民に対する福祉への取組みでは、訪問介護など比較的多くの農

協が取り組む事業もあり、地域社会への貢献も小さくないと思われる。しかし、

最も要望が高いと見られる老人ホームや子供の保育等の事業については実績に

乏しく、期待に応えるには十分でない。

　三つ。農協の地域活性化に関わる事業・活動の一つとして、地域資源を用い

て行う再生可能エネルギーの生産・供給に注目した。しかし、ほとんどの農協

ではこうした取組みは見られない。

　第２点。地域内の他の組織との連携・協力の関係を見ると、地域活性化の取

組みにおいて農協が積極的にイニシアティブを発揮している様子は窺えない。

　その一つ。過半の農協が、地域内の他の組織と連携・協力関係を有している。

しかし、そこでは行政のイニシアティブが強く、農協が主体性あるいは独自性

を持つものは必ずしも多くないと見られる。

　二つ。行政組織に比べ、土地改良区や他の協同組織との連携・協力関係はか

なり少ない。このことは、農協が地域資源を活用した地域活性化への取組みに

関してあまり積極的でないことを窺わせる。

　三つ。連携・協力している相手先への支援・寄与等を見ると、金融事業をは

じめ農協の持つ事業・活動が十分活用されていない。
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　第３点。農協が地域活性化に取り組む組織・事業体制をみると、大半が問題

を持っている。なかでも、地域活性化に中心的に取り組む部署が必ずしも確立

していない、あるいは各事業間の調整がうまくいっていないところが多い。こ

のことは、現状の組織・事業体制のままでは地域活性化への取組みが難しいこ

とを窺わせる。

　こうした問題の中には、農協の自助努力や農協制度の改正では対処できない

ものもある。しかし、農協が、今後の地域社会の維持・存続に関する明確なビ

ジョンを持ち、地域社会の運営に関わる機能を発揮することが出来れば、現行

の制度を前提としても、地域の活性化に十分貢献することが可能であろう。

　こうした観点に立てば、当面取り組むべき重要課題は、地域運営を中心的に

担う部署の確立であり、現行の組織・事業体制を如何に再編するか、である。

今後の地域社会のビジョンの策定作業も、こうした部署があって初めて行える

はずである。

　では、どのように再編すればよいのか。こうした課題を考える上で参考にな

るのは、地域協同組合として大きな実績のある、スペインのモンドラゴン協同

組合企業体（MCC：MONDRAGON COOPERATIVE CORPORATION）である。次に、MCC

の組織・事業体制の検討を通して、農協の課題を考えるヒントを得ることにし

たい19)。

　

　（2）MCCに見る地域社会への貢献と組織・事業体制

　MCCは2010年現在、120の協同組合と約130の子会社によって構成される一つ

の企業体（corporation）である。MCCの事業範囲は、工業等の産業、金融、小

売流通、農業、教育、研究開発およびサービスの７部門に及び、約87,000人の

労働者が働いている。事業所等は、モンドラゴン市を含むバスク地方のほかス

ペイン国内および海外に展開している。いまや総売り上げは14,832百万ユーロ

(2011年度)に達し、巨大企業の様相を呈している20)。

　MCCは、地域の雇用の創出を目指す労働者生産組合であり、「共同主義的協同

組合」に分類される。そして生産、流通、サービス、教育など広い分野をカバ

－している。これに対してわが国の農協は、農家等が出資して協同組合を組織

し、生産活動は農家等が行う、いわゆる「個人主義的協同組合」である。この
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ため、両者の組織も事業も大きく異なる。しかし、地域社会への貢献、および

地域運営を担う部署のあり方に関しては学ぶところが少なくない21)。

　MCCについての現地実態調査はこうした観点から行ったが、その結果で注目

すべきは、次の５点であろう。すなわち①その設立目的、②ネットワーク組織

の運営本部(「MCCサービス」)の機能、③傘下組合間の相互協力体制のメカニ

ズム、④金融機関(カハ・ラボラール：CAJA・LABORAL)の果たす役割、⑤地域

社会への貢献である。以下では、それらの概要とわが国農協に与える示唆を考

えてみたい。

　　①　設立の目的に関して

　MCCの設立当初からの目的は、地域に雇用をもたらすことである。MCCの目的

には、「社会の中で次のようにしてWealth（富）を創造する。すなわち、企業

家の育成と仕事の創出、とくに参加する組合のメンバーの仕事創出」が明記さ

れている。一方、我が国農協は、組合員が主として流通部面で助け合うことに

重点が置かれ、雇用を創りだすこと自体に目的があった訳ではない。

　しかし、地域農業あるいは地域社会の維持存続が問題となった今日、農家の

大半を占める兼業農家やその他住民の雇用を確保することは、農協の新たな重

要な使命である。先にもふれたように、地域資源を活用した農業の六次産業化

に積極的に関わることで、農協も十分こうした役割を果たすことが可能である。

　　②　MCCの運営本部の機能

　MCCには、理事会の下に、傘下協同組合によるネットワークの本部機能を果

たす専門部署である「MCCサービス」が置かれている。「MCCサービス」は、傘

下組合から選出された職員63名が、５部門(財務、イノベーション、海外、人

事および渉外担当)に配置され、理事会の指示を受けて、傘下組合や子会社の

方向付け、相互の利害調整等の実務を担っている。

　これに対してわが国農協では、先に示したアンケート調査の結果が示すよう

に、こうした本部機能を担う部署を確立しているとする農協は半分程度に止ま

る。もちろん、農協は、MCCと同じ協同組合ではあるが、その基本的性格が異

なる上に、工業部門やその他多くの部門を抱えかつ海外に展開しているなどの

点でかなり異なる。しかし、農協も、信用・共済・販売・購買・営農指導に加

え、農家を含む地域住民のニーズに応えてほぼあらゆる事業が可能であり、現
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に観光事業、葬祭事業、病院、理髪など様々な業を実施している。そうした点

を考慮すると、MCCサービスの事例は、今後の農協の事業、活動の本部機能を

担う部署のあり方を考える上で貴重である。

　　③　傘下組合間の相互協力体制

　MCCを構成する協同組合は、粗利益と純利益について、次ように配分するよ

うに指導・規制されている。a.粗利益については、10％を「投資基金」、2％を「教

育基金」、2％を「連帯(助け合い)基金」へ積み立て、b.純利益(当期利益)につ

いては、10％を「教育基金」、45％を「予備基金」へ積み立て、45％を「組合員(労

働者と傘下組合)へ配当」（7.5％は現金）に充てることとされている。

　このうち「投資資金」は、ア.新しい企業を創るため、イ.新しい事業を始め

るため、ウ.国際展開するための、三つの目的で積み立てられる。主な使用目

的は、傘下協同組合が必要な投資をする際に、その４割を助成することである。

また、「連帯資金」は、傘下組合が赤字になった際の援助に使う等とされている。

　相互協力体制で、もう一つ注目すべきは、雇用者（労働者）の、組合間異動

の調整・斡旋である。これを実行する機関が、上に見た「MCCサービス」である。

雇用の調整は、組合が不振で雇用調整を迫られた際に、ほかの協同組合での雇

用を斡旋することが主な内容である。実際、傘下120の組合の２～３割が赤字

となったことがあり、そこではこうした雇用調整が行われていた。

　このようにMCC傘下の協同組合は、明確なルールの下に、利益の一定部分を

積み立て、本部の調整によって、これを組合が何らかの必要投資をする場合に

おける支援あるいは赤字に陥った場合の援助に用いる一方、雇用が困難になっ

た組合の組合員を他の組合で雇用するなどしている。これに対して、我が国の

総合農協では、各種事業等は独立採算で行われていないため、そもそもこうし

た調整を行う必要はない状況にあった。しかし、今日見られる大規模広域農協

の場合は、各種事業の規模が大きく、それらの収支バランスを健全に維持しな

ければ、農協運営の安定は確保できない。このため、これらの事業の間でも、

明確で透明なルールを定めて、こうした相互の協力の体制を構築することは必

要であり、そのためにMCCの事例から学ぶ点は多い。

　　④　金融機関:カハ・ラボラールの果たす役割

　この金融機関は、MCC創設者アリスメンディアリエータが、自前の金融機関
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を持つことが必要だとして、多くの反対を押し切って設立した。当初は、この

金融機関の中に、産業部門をおき、組合設立、投資等におけるコンサルティン

グ機能を持たせていた。しかし、その後、スペイン政府の金融当局からの指導

もあり、カハ・ラボラールは金融機関に特化、産業部門はここから分離されて

その機能は現在のMCCサービスに引き継がれている。

　カハ・ラボラールは、このMCCサービスの運営資金の６割を負担しており、

いわばMCCの本部を財政的に支えている。また、カハ・ラボラールは、他の組

合の投資基金への配分が10％であるが20％を負担し、また、教育基金と連帯基

金についても一般にはそれぞれ２％のところ、４％を負担するなど、MCCの活

動において最も大きな資金負担をしている。これはカハ・ラボラールは、MCC

の中にあってその収益力が最も高いからである。この点は、我が国の総合農協

で金融・共済が経営を支えているのと基本的に変わりはない。ここで参考にす

べきは、その利益の配分に明確なルールがあり、極めて透明性が高いことであ

ろう。

　　⑤　地域社会への貢献

　MCCは、上に見たように、利益の中から教育基金や連帯基金を地域社会に配

分している。もっとも、スペインの協同組合は、税制で優遇され、その分法

律的に一定の配分（10％を教育基金）をする義務が課せられている。しかし、

MCCはその率を上回る配分をすることで、地域社会の発展に積極的に関与して

いる。ちなみに、カハ・ラボラールは、2009 ～ 2012年に、2000の新規企業を

創出する目標を持ち、これらの資金を使って支援してきた。この点は、農協の

地域社会への貢献のあり方を考える上で大いに参考になる。

　（3）農協の組織・事業体制の再編に関する展望

　上に見たMCCの事例を踏まえ、我が国総合農協の組織・事業体制の再編の課

題を整理すると、当面考えられるのは、次の四つであろう。

　第一は、地域運営を担う専門部署の確立、第二は、各事業部門の独立採算あ

るいは各事業部門の利用者による自主的運営、第三は、とくに大規模広域合併

農協の場合であるが、支所の組合員のニーズの把握とその反映、第四は、地域

への利益の還元、についてのあり方である。
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　第一に関して。農協が本格的に地域活性化に取り組むには、地域社会を運

営する体制の整備の中心的担い手としての専門部署の確立が必要である。アン

ケート調査に対する回答では、半分近くの農協がこうした専門部署を確立して

いないことを問題にしているが、それ以外の農協もそうした部署の充実が求め

られる。具体的にどのような仕事をすべきかについては、今後農協が取り組む

事業・活動によって決まってくるが、MCCサービスに見たような取り組み内容

は多いに参考になる。

　第二に関して。農協の各事業・活動について、組合員の参加と事業の効率を

考慮すれば、基本は事業等ごとの独立採算的あるいは自主的運営の確保が望ま

しい。現在の農協では、営農指導事業のように、現在では農家の分担金では必

要コストが賄えない状況にある事業、あるいは農産物の販売事業のように取扱

い手数料だけでは収支が償えない事業等も多い。この場合は、当面、信用ある

いは共済事業の収益で補てんすることになるが、独立採算的であれば、そうし

た資金の流れの透明性を確保できる。また、利用する組合員の自主的運営が出

来れば、自ら工夫して利用の確保や効率性の向上を図らざるを得ない。

　第三に関して。今日の農協は、大規模広域合併が進み、一県一農協をはじめ

幾つもの市町村の管内を含むものが多くなった。このため、集落を基盤に組織

されていた旧農協が現在の支店になり、組合員の意思の反映は難しい場面が多

くなっている。このことは、今回の農協アンケート調査からも確認できる。こ

のため、組合員の意思を反映できる仕組みが必要であり、すでに少なからぬ農

協で、支店の機能を強化する方向等を検討・実施している。地域ごとの組合員

のニーズをきちんと把握し、あるいは地域資源を活用したその地域ならではの

新たな産業を起こすためには、この問題の解決が急がれる。

　第四に関して。農協の地域社会への貢献の仕方はいろいろあってよいと思わ

れる。しかし、MCCのように、教育基金や連帯基金のように、予め定めたルー

ルに従って資金を積み立て、地域の大学等や起業を志す若手の支援に充てるこ

とは、非農家等地域住民が農協の理解者・支援者になってもらう上で効果的と

思われる。

　以上みてきた、農協が当面する課題について、その実現可能性はどうであろ

うか。まずはこうした観点から、三つの農協について現地実態調査した結果を
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概観しておきたい22）。

　一つは、東北の農村地帯にあって活発な事業展開をしている大規模合併農協

である。ここでは、支店別、部門別に独立採算的な会計処理の導入、農家組合

の再編による地域との関係の強化、あるいは利用者による施設の自主的管理な

ど、農協の運営体制に関わる独自の取組みが見られる。これらの取組みは、各

種事業における農家の参加意識と事業効率の向上に成果をもたらすものと考え

られる。

　二つは、都市地帯にあって、積極的に非農家住民を巻き込んだ事業・活動

を行う小規模未合併農協である。ここでは、従来型の組織・事業体制は大幅に

変えていない。しかし、地域資源を活用した農業の維持、あるいは地域住民の

ニーズを掘り起こすための専門の部署を設けたことで、こうした取組みが可能

になったと見られる。

　三つは、都市近郊ではあるが、地域農業の振興に積極的な小規模未合併農協

である。農協経営は、信用・共済事業の収益に拠るところが大きいが、販売事

業は黒字ではある。ここでは積極的に有機農業に取組み、有機野菜等について

首都圏生協との産直、そして産地維持に必要な新規参入者の受け入れ等を着実

に進めている。この農協は、今後とも産地形成を中心に、地域社会の維持、存

続に貢献する方針である。

　こうした調査結果からは、農協は、さまざまな工夫をして地域農業の維持・

存続あるいは地域社会へ貢献しようとして、組織・事業体制の再編に取り組ん

できた様子が窺える。したがって、さらに調査は必要であるが、現行の農協の

制度の枠組みを大幅に変えないままでも、農協が抱える課題にかなりの程度対

処できる可能性を見出すことは出来る。

５．お わ り に

　（1）まとめ

　本稿の冒頭に掲げた二つの課題について、検討の結果は概ね次ようである。

　課題の一つは、新たな農業問題の下で、農協がその解決に貢献するには、何

を目的とし、どのような事業・活動を行う必要があるのか、である。この点に
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ついては、農協の存在意義は、組合員＝農家を農家として維持存続させること

にあり、1980年代以降の、新たな農業問題の発現の下では、地域農業の維持・

存続への貢献を基本に、非農家住民を含む地域社会の維持・存続に貢献するこ

とが当面の目的となる。そのため、地域の農家のコンセンサスを得て地域農業

の維持・存続を図る新たなシステムを構築するとともに、地域社会の機能を維

持のため、非農家を含む地域住民の生活環境、自然環境、雇用を維持・創出等

への貢献が必要となる。

　課題の二つは、農協の新たな目的の達成にとって、現行の組織・事業体制で

は問題はないのか、あるとすればどう対処する必要があるのか、である。全国

の総合農協アンケート調査の結果によれば、農協が地域活性化に取組むための

組織・事業体制については、この課題に専門的に取組む部署が確立されていな

等、深刻な問題を抱えている。したがって、こうした部署を確立する等、現行

の組織・事業体制の見直しが必要である。しかし、先進的と見られる幾つかの

農協での調査を踏まえると、現在の農協制度の中で対応することは十分可能と

思われる。

　(2)今後の課題

　本稿では、課題を現在の総合農協が抱える問題と今後の課題の分析・検討に

限定し、今後の農協のあり方に関しては今後の課題とした。とはいえ、ここで

用いた全国の総合農協の調査は、もともとは、新たな農協のあり方として我々

が構想している「ネットワーク型農協」の検討を行うための基礎的資料を得る

ためのものである。

　この「ネットワーク型農協」は、もともと故三輪昌男教授が構想したモデル

である。ここで詳しく述べるゆとりはないが、三輪教授は、1980年代末に開始

された農協の大規模広域合併が、理念なき合併であり、膨大な時間と費用を要

するものとして批判してきた。その上で、「法人合併ではなく機能合併」が必

要であるとの考え方に基づき、「ネットワーク型農協」のモデルを提示したの

である23）。

　我々は、農協が地域社会への貢献に本格的に取り組むには、農協が地域運営

の担い手であるべきとの考え方から、三輪の提示したモデルの発展を図ってき
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た。しかし、新たな農協のあり方を考える際に役立つものとするには、さらに

内外の農協等の協同組合に関する実態調査と多くの関係者との議論が必要であ

る。今後しばらくは、この構想に関する研究に取り組みたい24)。

　

註

１）新たな農業問題の整理は農林水産省によるものである。ここでは主に『平成12年度

農業白書』を参考にした。

２）農家の総所得（農業所得、農外所得および移転所得の合計）は、1980年代に都市世

帯の所得を超えた。

３）産業組合もその後の農協もその組織基盤は、藩政期の行政村に起源をもつ自治村落

である。自治村落は、藩政期には、農家が農家として維持、存続するために、年貢

の高の決定その他の要求に対して封建権力と交渉・抵抗する一方、村落内部の団結

のため厳しい統制を行った。自治村落は、明治期になって我が国が資本主義に移行

した後も、市場経済に対応して農家が維持・存続するための組織として存続している。

以上は斉藤（1989）の議論であるが、ここでの記述はこの考え方に拠っている。

４）1930年代から40年代にかけて、農家の産業組合への加入率がほぼ100％に達した。こ

の点について斉藤（1989）は、この時期に、政府が産業組合拡充を推進したこと、

産業組合を通して農家の負債対策を実施したこと、あるいは独占資本に対して肥料

等の農業資材の価格交渉を必要に迫られたこと等、産業組合設立を促進する環境条

件（いわば組合設立の十分条件）と、その一方で、農家の没落の危機に瀕して、自

治村落組織が主体的に産業組合の設立に取り組むという主体の側の条件（いわば組

合設立の必要条件）の両者が整ったためであると説明している。本稿ではこの斉藤

の議論に拠っている。

５）1900年代の後半以降、農村集落が崩壊あるいは消滅してきたことについては、橋詰

登（2005）、また、山形県での事例の分析については、両角（2004）を参照されたい。

また、地域農業の維持、存続のために行われている農家等の取組みについては、澤

田（2012）を参照されたい。

６）岩手県のある集落では、スギの人工林での間伐がほとんどされていない山林では保

水力が大幅に低下した。かつては大雨の後に河川が増水するのにほぼ一日半かかっ

ていたが、現在では半日で急速な増水が見られる。

７）間伐の促進による森林生態系の修復・維持は持続的に取り組む必要があるため、ビ

ジネスとして実現することが望ましい。ビジネスとして実現することについては、

必要な費用を社会的に負担するシステムがあれば十分可能である。詳しくは、両角

（2011）、両角（2013a）および両角（2013ｂ）を参照されたい。

８）農協の「地域運営」という概念は、当初は、農協が地域社会開発、例えば土地開発、

土地利用調整、福祉事業、地域特産物の活用等に積極的に関わる必要がある意味で

提起した。本稿ではやや範囲を広げ、自然生態系の修復・維持、地域資源を用いた

新たなビジネスの創出等を加えて使う。詳しくは、合田素行（1998）を参照されたい。

９）この時期の農協系統組織の運動方針や「生活基本構想」の意義については、両角（1992）

を参照されたい。

10）2003年、2006年、2009年および2012に開催の農協全国大会決議（全国農業協同組合
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中央会）に拠る。

11）地域協同組合をめぐる議論には、多くの農協研究者が参加している。詳しく紹介す

ることは出来ないが、主な議論には、増田（2010、2011a、2011b、2013）、北川（2007、

2008、2010）、田代（2007、2009、2010）、石田（2007、2011、2012）、小池（2009）、

田中（2009、2013）等がある。

12）ここではそうした議論の代表的著作として、北川（2008）pp179－198の議論を示した。

13）大田原氏の議論は、本稿の考え方と共通するところが多い。氏は現在の総合農協を

前提として地域貢献を考えるのであれば、地域協同組合という用語も使うべきでな

い、としている。詳しくは太田原（2007）、太田原（2011）を参照されたい。

14）総合農協の勘定区分の問題に関しては、坂内（2006）が詳細に論じているので、参

照されたい。

15）この調査は、科研費研究B「再生農協が担うこれからの地域運営－地域の資源と環境

との関わりの中で－」（平成23－25年度、研究代表　両角和夫）の一環として実施した。

16）調査対象の総合農協は、全国農協年鑑(平成23年度版)から選定した。総合農協は711

であるが、調査票は、奈良県、香川県、大分県および沖縄県については、県本部と

地方本部に分けて送付したため、送付数は782である。

17）農協の農地保有合理化事業は、1989年から貸借が、98年からは売買も可能となった。

事業資格取得農協は、2001年には、全農協（1,118）の約4割（422農協）であった。

しかし、取扱い面積は、都道府県間にも個別農協間でも大きなバラつきがあった。

また、100ヘクタール以上保有農協は64に過ぎず、それが全保有面積の80％を占めて

いた。詳しくは、両角（2004）を参照されたい。

18）農林水産省の補助事業で対象となったのは、新潟１件（米）、北海道2件（苫小牧:米、

十勝:畑作物）である。なお、岩手県の奥州市や福岡県の築上町などで、米の過剰対

策として米を用いたエタノール製造の取組みが見られる。ここでは農家や行政が中

心であり、農協は主導的役割を果たしていない。

19）スペインのモンドラゴン協同組合企業体（MCC）については、多くの紹介がある。現

在のMCCは、1956年に牧師アリスメンディアリエータによって設立された電気製品の

製造工場FAGORを起源としている。1957年には、三つの協同組合（URGOR、FUNCORお

よびSAN JOSE)になり、1959年には金融機関であるCAJA LABORALが設立され、1991年

に現在のMCCの組織形態となった。本稿では主に、ウイリアムス・ホワイト、キャサ

リン・ホワイト(佐藤誠・中川雄一郎・石塚秀雄訳)（1989）、ヘンク・トマス、クリス・

ローガン（佐藤誠訳）（1990）、ホセ・アルスメンディアリエータ(石塚秀雄訳)（1990）、

津田（2012）を参照した。

20）MCCに対する現地実態調査は、2012年9月および2013年2月にそれぞれ2日間行った。

訪れたのは、MCCの本部機能を持つ「MCCサービス」、金融機関である「カハ・ラボラール：

CAJA LABORAL」、電気製品の生産工場「FAGOR」などである。主なヒアリングの相手は、

MIKEL LEZAMIZ氏、また、ここで用いた主な資料は、MCC(2010)、MCC(2011) および

MCC(2013)である。

21）労働者生産組合が「共同主義的協同組合」、農協が「個人主義的協同組合」であるこ

とについては、穴見（1977）に拠る。

22）この三つの農協の現地実態調査は、科研費研究B「再生農協が担うこれからの地域運

営－地域の資源と環境との関わりの中で－」（平成23－25年度、研究代表　両角和夫）

の一環として実施した。

23）三輪は、農協は、本来、組合員の自主的な参加により、効率的な事業を行う組織で

あるべきとの理念のもとに、現在の総合農協の体制を大幅に再編する構想を示した。
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そこでは総合農協を、各種事業を担う事業農協群と、小学校区域程度の区域に分け

たコミュニティ農協群に分割し、これら農協をネットワークで結んで一体的に運営

させる、というものである。詳しくは三輪（1997）を参照されたい。

24）三輪の議論の発展をめざす我々のネットワーク論については、両角（2006）を参照

されたい。
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