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１. 農業振興における農協の役割

　平成27年８月28日に改正農協法が成立し、平成28年４月１日から施行
されます。改正農協法の法案審議では、農協の農業分野に対する特化・
専門性向上や正組合員へのサービス向上が主な論点となり、事業運営原
則の明確化として、「組合は、その事業を行うに当たっては、農業所得
の増大に最大限の配慮をしなければならない」と「組合は、農畜産物の
販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現
し、事業から生じた収益をもって、経営の健全性を確保しつつ事業の成
長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなけれ
ばならない」の規定が追加されました。
　また、改正農協法にかかわらず、農協法第一条では、「農業者の協同
組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済
的社会的地位の向上を図る」ことが目的とされており、過去から一貫し
て農業者の環境改善・所得向上に貢献することが農協の存在意義となっ
ています。
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　そのような中、多くの農協で、農業の生産・販売に関わる経済事業が
赤字であり、収益基盤の安定した信用・共済事業の黒字で補填するとい
う実態があります。「総合事業」としての事業運営の仕組みとしては決
して間違いではありませんが、一方で、農畜産物を有利販売し、地域農
業として高い収益性を実現する取組みに今後より注力することは必須と
言えます。
　農業現場の現状は深刻です。農家の減少や高齢化は今後も続きます。
農業の未来に対するビジョンが描きにくい中、農協は、５年後、10年後
を見据えた地域の農業の「持続」ひいては「成長」を目指すことに特化
し、地域農業の未来をリードしていく団体であることがより一層求めら
れています。地域の個の農家で組織されている農協だからこそ地域農業
の未来を主導することに意義があり、地域農業全体を俯瞰し長期的視座
に立った、実行力がある農業振興を図れるのです。

２.「取組みの繋がり」と「優先順位」をもった農業振興計画

　農協で作られるものに限りませんが、中長期の計画は概して「スロー
ガン」に終わってしまうケースが多々あります。その要因は、「取組み
の繋がり」と「優先順位」が意識されていない総花的なプランになって
しまっていることが多いためです。

２.１．農業振興の「取組みの繋がり」の考え方

　農業振興は「生産」「流通」「販売」の３つの機能に大別できます。農
業振興計画策定の現場では、「生産では、農地の集積、新規就農者の確
保…」「流通では、加工品の開発…」「販売では、直売所の充実…」など
機能毎に取組みを策定しているケースがあります。
　個々の取組みは検討を重ね策定した内容ですが、果たしてこれを実行
して、地域農業生産高の維持や農業所得向上に繋がる姿がイメージでき
るでしょうか。
　直売所を充実しても、そこに出荷する農家が生産し続ける仕組みや、
集出荷を促進する流通の仕組みがなければ、直売所の棚から商品がなく
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なる可能性があります。また、農地の集積を図り大型農家を育成しても、
有利販売の仕組みがなければ、生産は拡大せず縮小してしまう可能性が
あります。
　農業振興計画においては、「取組みの繋がり」を持つ、つまり生産・
流通・販売を一気通貫の取組みとして捉え、各取組みが繋がっている事
業モデルとして策定することが重要となります。
　図表①は、イチゴ産地において、「おいしいイチゴが“いつでもある”
産地」の事業コンセプトに基づき、「生産」「流通」「販売」が連続性を
もった一気通貫の事業モデルとなっています。これにより、農家がこの
地域でどのように生産を拡大し、産地としてどのように量と質を持って
流通・販売し、販売高・生産高の拡大に繋げるかの姿が見えやすくなり
ます。

２.２．農業振興の「優先順位」の考え方

　「生産」「流通」「販売」の一気通貫の取組みである事業モデルを複数
策定した後は、どの事業モデルから実現するかの優先順位付けを行いま
す。

図表①　生産・流通・販売が繋がる一気通貫の事業モデルイメージ

事業コンセプト
おいしいイチゴが、“いつでもある”産地
（イチゴの“通年”販売モデル）

生産 流通 販売

量・質の確保
イチゴの生産技術
　の体系化・展開
環境制御システム
　の構築
低コスト施設の設
　計・構築
施設の団地化

品質保持物流
鮮度保持オペレー
　ション・物流の構築
形状保護緩衝材の
　活用
加工品開発によ
　る生鮮の端境期
　対応
ドライ加工
フローズン加工

通年販売
生鮮イチゴの販売
　（12-5月）
ドライイチゴの販売
　（4-7月）
フローズンイチゴ
　の販売
　（8-11月）

生産者
販売高
・生産高
拡大
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　農業振興を「地域農業の全体最適である」かつ「長期的で持続性のあ
る」取組みとするならば、優先順位の軸として、その事業モデルは「ど
のくらいの規模の農業生産高・農業所得に貢献するか（農家の軸）」に、
「農協にとって収益性があるか（農協の軸）」を加えた２軸が考えられます。
　まず、言わずもがなですが、農業所得向上に資する取組みを考えるこ
とが第一です。ここで重要となるのは、既存の個々の農家の所得向上か
ら考えるのではなく、地域全体で５年後、10年後を見据えた場合の目指
す姿の実現には、どのような農家がしっかりとした所得を上げるべきか
を考えることです。既存農家から考えると、どうしても足元の短期的取
組みになりがちで、長期的で持続性のある取組みに繋がらないことがあ
ります。地域農業の５年後、10年後を見据えた目指す姿とその実現に向
けた事業モデルを策定すると、優先的に取組む農家像が見えてきます。
農協として、地域の多様な農家全てに均一にサービスを提供できること
に越したことはありません。ただ、資源（ヒト・モノ・カネ）が限られ
ている中、目指す地域農業の姿を定め、それに基づき優先順位付けし農
業振興を図ることが実行性の観点でも重要となります。
　また、農家の軸に加え、農協にとっての収益性の軸も重要になります。
農家の要望が高くとも、農協がいつまでも赤字を出す取組み・事業モデ
ルは、長期的で持続性のある農業振興とは言えません。とはいえ、「農
業者による協同組織が農協」のため、農家の要望、地域農業全体として
の必要性が高い取組み・事業モデルは、その実現を検討すべきです。た
だ必要性が高いから赤字でよいのではなく、農協として利益を捻出する
ための最善の策を練り講じることは必須となります。

３．農業振興を推進する農家台帳

　さて、ここまで農協の農業振興計画策定の意義と、計画づくりで重要
となる枠組みとして「取組みの繋がり」と「優先順位」についてお話し
しました。しかし、これだけでは具体的実行に繋がりません。農業振興
計画で最も重要なことは、「地域の農家と一体となって取組むこと」で
あり、そのためには、地域農家の実態を組合全体で把握・共有する仕組



38　経営実務 ’16 3 月号

みである「農家台帳」が必要になります。農家台帳を活用することで、
「どの農家に、どのような打ち手（農地集積、労働力の斡旋など）を提案・
提供するか」の農業振興の方針立てができるようになります。

３.１．農家台帳の必要性と課題

　これまで農協は、営農指導事業により農家訪問し情報を取得していま
すが、それは営農職員個人での保有となっており、組織としての情報共
有・蓄積がなされておらず、故に農家向けサービスの向上にも繋がりづ
らくなっている可能性があります。また農業振興計画の実行の場面でも、
良く知っている農家、訪問しやすい農家に対象が偏り、地域全体を捉え
た活動になっていないケースもあります。さらに、担当営農指導員の異
動やベテラン職員の定年退職により、農家の実態を一から収集しなくて
はならない事態にもなりかねません。
　今後の高齢化による生産構造の急激な弱体化に、「組合全体で取組む」
ためにも、地域農家の実態を形式知として共有する農家台帳の整備が急
務となっています。
　ただ、多くの農協で「農家台帳は作ったが利用されていない」という
声を耳にします。要因として「目的の不明確さ」と「使い勝手の悪さ」
の２点が考えられ、その対策を講じ農家台帳を整備する必要があります。

３.２．農家台帳の活用促進に向けた「大目的レベルの目的設定」

　農家台帳を作成するにあたり、目的を設定することが重要となります。
そもそも目的がないものは利用されません。
　目的は詳細に定義するに越したことはないのですが、農家台帳のよう
な「情報システム」は、活用目的を詳細にすればするほど、利用用途は
多数存在し、その議論で多くの時間を擁しなかなか前には進めません。
そのため、初めから目的を詳細化して完璧を求めるよりも、まずは「農
業振興に活用する農家台帳を作る」の「大目的」レベルで目的を設定す
るのがよいと考えます。
　前述の取組みの繋がり・事業モデルの検討ができていれば、農業振興
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において「何をするか」の打ち手のメニューは大方揃っており、あとは
その打ち手を講じる対象農家を選定するためには、どのような項目が必
要か検討することになり、この項目が「農業振興を目的とした農家台帳
の項目」となります。初めは大目的レベルで農家台帳を作成し、その後、
利活用することで、必要な項目を加えていく「小さく生んで、大きく育
てる」進め方が、農家台帳の活用促進に繋がります。
　あわせて、農家台帳を活用した農業振興の実行プロセスをつくること
も必要となります。特に、農家台帳を活用し、「どの農家に、いつ、ど
のような農業振興の打ち手を講じるか」の方針立てをする会議体を設定
することが有効となります。「なんとなく台帳を使う」では、使われな
くなる可能性が高いです。農家台帳を活用し方針立てをする会議体をも
ち、PDCAを回し、情報の整備と農業振興の打ち手の循環を図ること
が重要となります。

３.３．農家台帳の活用促進に向けた「システムの構築」

　目的を定義しそれに基づき農家台帳を作っても、実際の運用で「使い
勝手が悪い」と農家台帳が使われなくなります。例えば、紙ベースで農

図表②　農家台帳を活用した農業振興の方針策定・実行プロセス

農家情報

の更新

農業振興
の方針策定
（会議体）

農業振興
の打ち手
の実施

農業振興方針会議（仮称）に
て、農家台帳システムで農家
の状況を共有し、農家に対す
る「アプローチ方針」を策定

年度計画策定時に農家を訪問し、経
営方針、作付情報等の情報を収集し、
農家台帳システムにデータを更新

「アプローチ方針」に基づ
き、対象農家に打ち手を
提案・実施し、その内容を
農家台帳システムに更新

打ち手
の提案
・ 実施

農家 JA

農家台帳
システム

打ち手

実施状況
の更新

レポート
出力

農業振興方針
会議（仮称）

農家台帳
システム

訪問

情報
収集

データ
更新

農家 JA

農家台帳
システム
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家台帳を運用していると、一回目の台帳作成は良いですが、情報更新は
一苦労です。また農家情報を探す・分析するにおいても、紙のバインダ
ーから情報を探し分析用に加工するのは手数が掛かります。
　そのため、紙ベースではなく、エクセルファイルでの運用や、もしく
は農家数・データ量が多い場合、簡易なデータベース・入出力システム
を構築し、農協職員が農家情報を手間を掛けずに更新・分析できるよう
にすることが、活用を促進する重要な仕組みとなります。

４．日本の農業の持続・発展に向けた「挑戦」

　日本の農業は今転換期にきています。農業者は毎年減少し高齢化も進
んでおり、今後成行で生産構造の弱体化が進むと、５年後、10年後、私
たちは食卓で国産の農産物を食べることができなくなる可能性がありま
す。今はスーパーマーケットの野菜や米の売り場は、ほとんど国産です
が、これが外国産に代わってしまうかもしれません。また、好きなとき
に、好きなものを買えることに慣れている消費者は、昨今は国産志向が
強くなっていますが、今後景気が悪化した場合、安価な「外国産で良い」
に変わる可能性も十分あります。一時期の景気で消費者の志向が外国産、
国産となることは、農家にとってたまったものではありません。そのよ
うな状況では担い手も確保できません。
　このような状況にならないために、政府は国内の農業強化を進めてい
ますが、やはり現場から変えないと変わらないのが実情であり、それを
牽引できるのが農協です。一農家では成し得ない、一企業では成し得な
いことが、農業者の協同組織であり、生産者と消費者を繋ぐ農協だから
こそできるのではないでしょうか。
　それには、弱体化する生産構造への対応に加え、流通・加工、さらに
は販売面において、これまで以上に新しい領域、新しい取組みに挑戦す
る必要があります。そのような中、「人材がいない、ノウハウがない」
といって実行に移っていないことはないでしょうか。初めは「人材がい
ない、ノウハウがない」としても、地域の農業、日本の農業のために、
農協が新しい取組みに挑戦することを、農家は応援してくれるはずです。
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　新しい取組みに挑戦している農協も複数あります。例えばある産地の
農協は、マーケティング専門組織を作り、地元農産物の有利販売に向け
た活動を推進しています。初めは若手一職員の企画・発想の範囲でしか
なかったものを、組合としてその必要性を理解し、人材・ノウハウがな
くとも、推進する体制を作ったことで、部署の設立・拡大に至りました。
農産物は何でも一緒ではなく、自分の地域の農産物の良さを消費者に知
ってもらうために何をしたらよいか、もっとマーケットを拡大するため
にはどのような商品を開発したらよいか必死で考え、全国・海外を飛び
回っています。そのような姿に農家はついていくのです。
　また、民間企業ではありますが、インショップ形式の販路を設置し、
農家が直接小売で販売できる事業を立ち上げたベンチャー企業がありま
す。農家は農産物の価格を自身で決定し、指定の倉庫に運送するだけで、
農家が指定する小売で販売できる仕組みになっています。またここでは、
小売での売行きや競合品の価格情報を農家に伝える仕組みを取っている
ため、農家自らどのようにすればもっと売れるかを考え、やりがいを持
って取組んでいます。このような新しい流通の仕組みも、農協なら取組
めるのではないでしょうか。
　地域の農業、日本の農業の持続・発展には、農協の力が必要です。農
協が新しい領域、新しい取組みに挑戦する時期が今です。

５. まとめ

　地域の農業をリードする農協が、５年後、10年後の地域農業の将来を
見据えて、農業者とともに実行する農業振興が必要となっています。そ
の地域の農業を把握できているのは、その地域の農協しかいません。地
域の特性を活かし、新しい取組みに挑戦する農業振興計画の策定が期待
されています。

本連載について
　本連載の掲載内容は筆者の個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係です。


