
有限責任監査法人
トーマツ JA支援室

水
みず

谷
たに

 成
せい

吾
ご

農協らしい渉外担当者

の育成方法

渉外担当者を“卒業”の対象と
するからダメになる

第１回
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１．農協の未来を左右する渉外担当者の育成方法

　多くの農協において渉外担当者という仕事のイメージを聞けば「日々、
“ノルマ”に追われて大変な仕事」「毎期、毎期、新契約獲得に追われて
終わりがない」というような意見が返ってきます。
　本来、組合員・利用者と直接的な接点を持ち、農協の商品・仕組みの
良さを伝えることで組合員・利用者から感謝される“やりがい”のある
渉外担当者という仕事が、“ノルマ”をこなすだけの単なる売り子とし
て認識されていることは農協にとって大きな損失です。
　渉外担当者がこのような意識になるのは、目標数字の意義を示さずに、
ただ「言われた通りに推進してこい」と頭ごなしに命令されているから
です。そのうえ、推進実績だけが評価される環境で仕事をしていれば、
渉外担当者が推進目標の達成を最優先に考えて“ノルマ”をこなすだけ
のただの売り子になるのは当然です。
　正しく育成すれば組合員・利用者と農協とをつなぐ架け橋となる渉外
担当者を、組合員・利用者にお願いするだけの売り子にしてはいけませ
ん。しかし、現実には短期的な推進実績だけを求めて、場当たり的な打
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ち手として共済の売り子を大量生産している農協が少なくありません。
　そこで、渉外担当者の育成に悩む農協の人事担当者が陥りやすい間違
いや解決すべき課題を中心に、全２回の連載で以下のテーマについて解
説します。
【第１回】渉外担当者をダメにする農協の人事制度の実態
【第２回】できる渉外担当者を育成する人事制度

２．視野狭窄に陥った支店長が渉外担当者を勘違いさせる

　最近では、「数字」をつくることができる渉外担当者に気をつかい、
なんとか渉外担当者の機嫌をとって、がんばってもらわなければ困ると
考えている支店長が増加しています。このような支店長のへりくだった
姿に対して、渉外担当者は「数字さえ作ればよい」と勘違いしたり、「支
店長から数字を押し付けられて、自分だけが大変な仕事をしている」と
考えたりするようになります。
　実際に、渉外担当者と話をしていると、自分だけが大変な思いをして
支店業績のために契約を獲ってきているのだから、内勤職員が多少無理
な事務処理をするくらい当然であり、書類に不備があっても、それは内
勤職員が直せばよいという意識になっている渉外担当者が少なくありま
せん。
　このように渉外担当者の多くは、「目標がきつい」「目標へのプレッシ
ャーに耐えられない」「自分一人が支店の数字を作っている」など、推
進目標に対して過度なストレスを感じています。そのため、組合員・利
用者と信頼関係を構築する重要な職務であるはずの渉外担当者としての
期間は我慢の期間であり、３年～５年で“卒業”したいと多くの渉外担
当者は強く願っています

３．渉外担当者を“卒業”の対象とすると渉外活動の本質を
　　見失う

　渉外担当者の「終わりがみえないから辛い」という声に対して、渉外
担当者としての最長年数を設定して“卒業”の対象としてしまえば、名
実ともに渉外担当者としての期間が我慢の期間になります。こうなると、
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各職員の適性とは関係なく、全員が渉外担当者を経験しないと不公平だ
という声が上がるようになり、適材適所の人員配置によって組合員・利
用者に提供できる価値よりも、全職員が平等に嫌な仕事を引き受けるべ
きだという考えが優先されます。
　この考えのもとでは、多くの渉外担当者は組合員・利用者との長期的
な関係構築を意識することなく、短期的な“ノルマ”達成のための売り
込みに注力し、渉外活動の本質を見失います。その結果、組合員・利用
者との人間関係が希薄になり、渉外担当者を信頼して取引しているとい
う組合員・利用者はほとんどいなくなります。
　なかには、組合員・利用者にとっての必要性とは無関係に、“ノルマ”
達成のために、お願いし、お付き合いで契約してもらうことを繰り返し
たあげく、「あまりやりすぎると支店長に囲い込まれて卒業できなくな
るから、“数字”作りはほどほどにしておいたほうが良い」という渉外
担当者もいます。こうした本音を聞くと、このような渉外担当者に付き
合わされる組合員・利用者がかわいそうに思えます。

４．推進目標をなくすと“やりがい”が消える

　渉外担当者の育成に悩む農協の人事部長と話すと、「推進目標が厳し
いと若手職員が辞めてしまうので、プレッシャーやストレスを取り払う
ために推進目標をなくしてはどうか？」という相談を受けることがあり
ます。競合の金融機関が推進目標を待たせない方針に変更しても成果が
あがっているという話を聞いただけで、推進目標が渉外担当者のモチベ
ーションを下げる原因だと考えている人事部長もいます。
　しかし、推進目標をなくすという考え方は、推進目標がなくても“使
命感”だけで行動できる成熟した組織でなければ機能しません。渉外担
当者のモチベーションが低くて困っているような農協で推進目標をなく
せば、単に渉外担当者の甘えを助長するだけです。
　実際に、成果を出している渉外担当者は「目標達成したときの達成感
はやめられない」「周囲の仲間（職員）に支えられて目標達成しており、
やりきったときの一体感はその他の活動では絶対に得られない」など、
推進目標に対するプレッシャーやストレスを前向きに乗り越えています。
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「目標がきつい」「目標へのプレッシャーに耐えられない」など、辞めて
いく渉外担当者の声が強く印象に残っているかもしれませんが、一方で
推進目標に対する達成感を喜びに感じている渉外担当者も必ずいます。
一部の渉外担当者の甘えに反応して、成果を出している渉外担当者から
やりがいを取り上げてしまえば、農協が守るべき職員をはき違えている
と言わざるを得ません。

５．農協の仕組みが数字にしか興味がない渉外担当者をつくる

　渉外担当者を競争させて叱咤激励し、成果を上げた渉外担当者に多額
の奨励金が支給されるだけで、渉外活動に“やりがい”を感じ、やる気
を出すことができる職員はほとんどいません。仮にいたとしても、渉外
活動が“お金”のための活動である限り、その渉外活動は組合員・利用
者との信頼関係を構築するための重要な職務ではなく、短期的な契約獲
得のための営業行為でしかありません。
　渉外担当者に対する手当の増額も、数字にしか興味のない渉外担当者
をつくるおそれがあります。渉外担当者のモチベーションを上げなけれ
ばならないと悩む農協では、渉外担当者に対する手当の増額が頻繁に議
論されていますが、手当の増額によるモチベーション維持には短期的な

推進目標がないときの渉外担当者の行動
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効果しかありません。その証拠に、このような農協では、一定期間を経
過すると再度、手当の増額の議論をしていることが少なくありません。
　渉外担当者に対して金銭的に報いたいと考えている人事担当者には、
渉外担当者は他の職員よりもきつい仕事であり、我慢してやってもらっ
ているという発想が根底にあります。このような発想が、渉外担当者の
被害者意識を増長し、渉外担当者として当たり前の仕事をしただけにも
かかわらず、手当など特別な報酬がなければ割に合わないと渉外担当者
に考えさせるようになります。
　渉外担当者をお金で釣るような仕組みによって、渉外担当者が短期的
な“数字”の積上げに邁進することで、組合員・利用者と農協との間に
不信、迷惑、失望といった負の感情が生まれ、心の距離ができてきます。
それでも、渉外担当者は組合員・利用者の感情はお構いなしに、訪問し
やすい組合員・利用者のお宅に訪問し、獲れるだけの契約をかき集めて
きます。
　このような渉外活動は、中長期的には農協事業の根幹である組合員・
利用者との信頼関係を腐らせます。実際に、渉外担当者が“数字”のみ
を意識している農協では、組合員・利用者の１回きりの契約が多く、家
族や友人・知人の紹介もほとんどありません。
　１回目の契約は話が上手ければとれるものです。しかし、農協の商品・
仕組みに本当に満足していなければ２回目の契約を獲得することは難し
く、家族や友人・知人を紹介してもらうことなど期待できません。

６．農協内の渉外担当者の位置づけを変える

　共済の売り子に成り下がり、組合員・利用者に向き合うことを忘れた
渉外担当者に対して、小手先の制度変更を実施しても根本的な解決策に
はなりません。組合員・利用者と直接接点を持つ渉外担当者が、被害者
ではなく、組合を代表する“花形”職務と位置付けられるようにならな
ければ、渉外担当者が組合員・利用者と農協をつなぐ架け橋になること
はできません。
　現時点では、このような話は究極の理想論に感じられるかもしれませ
んが、農協の渉外担当者の目指すべき姿としてしっかりと理解していた



経
営
管
理

経営実務 ’17 8 月号　43

だきたいと思います。

７．渉外→内勤→渉外は優れた“農協人”の証

　競合する保険会社の渉外担当者は、組織を代表して顧客と接する“花
形”職務であり、誰でも希望すればなれるわけではありません。なかで
も、「エグゼクティブ」と名の付く渉外担当者などは、組織のなかでも
羨望のまなざしを向けられる特別な存在です。彼ら／彼女らは、生涯パ
ートナーとして顧客の人生に寄り添い、自分（会社）との出会いが顧客
の人生をより良いものにすると心から信じています。
　一方、農協では、短期間でのローテーションを繰り返し、短期的な“数
字”の積み上げに汲々として、渉外担当者という職務を逃げるように“卒
業”していくため、「エグゼクティブ」は育ちません。
　組合員・利用者に本当に価値を提供できる「エグゼクティブ」渉外担
当者には、農協の使命への理解と農協内の多様なネットワークが必要で
す。
　一般的に、このような考え方や能力を有しているのは10年目以降の職
員です。このような職員は、農協の事業をひととおり経験して、農協が
信用事業や共済事業を営むことの意義や使命を理解しています。また、
農協の強みである総合事業という特徴を生かすべく、組合員・利用者か
らの様々な相談事項に対応するため、農協内のしかるべき部署と連携し
た実績に基づく多様なネットワークを持っています。
　ただし、これまで渉外担当者を経て内勤になった職員が、再度渉外担
当者として外に出ることは左遷のような扱いを受けていました。そのた
め、内勤を経験し農協職員として脂ののった職員が再度、外に出る機会
を与えられることこそ優れた“農協人”の証であることを、農協内の共
通認識にすることが必要です。このようにすることで、総合事業にまた
がる知識を持った「エグゼクティブ」渉外担当者が、真に組合員・利用
者の人生に寄り添い、生涯のパートナーとしての価値を提供することが
できるようになるのです。
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８．まとめ

　現在、多くの農協で、短期的な事業収益を意識するあまり、効率重視
の共済の売り子を大量に育成しています。彼らは、組合員・利用者の事
情とはお構いなしに、与えられた“ノルマ”を達成するために、使える
ものは何でも使う力技の推進者です。
　しかし、農協に求められているのは、組合員・利用者との日々のコミ
ュニケーションを通して、組合員・利用者の悩みや不安を汲みとり、そ
れらを解消するような商品・仕組みに関する情報を提供する人間関係を
重視する推進者です。
　どのような渉外担当者が育成されるかは、各農協によって採用されて
いる人事制度に影響されます。そこで、農協の採用する人事制度は、競
合金融機関とは差別化された農協らしい渉外担当者を育成する仕組みで
なければなりません。
　しかし、現在の渉外担当者を特別扱いし契約高に対する奨励金で釣る
仕組みからは、農協らしい渉外担当者は生まれてきません。渉外担当者
の位置づけを見直し、彼らが渉外担当者は農協を代表して顧客と接する

“花形”職務であると認識し、“やりがい”をもって渉外活動に取り組め
る環境を整備することが、農協の将来を左右する重要な取組み課題にな
っています。
　そこで次回は、農協らしい渉外担当者を育成するための人事制度につ
いて考えていきます。

掲載内容について
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。
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農協職員に求められる相続相談対応力強化に！ 

現場で直面する疑問を抽出し徹底解説しています。 

【ステップ１】 

相続の初めの一歩を踏み出そう 

 ～相続税額の概算計算～ 

 1 組合員の相続税額を計算する 

 2 財産の種類と評価方法 

 3 相続財産から控除する債務と葬 

   式費用 

 4 基礎控除額と法定相続人の範囲 

 5 法定相続分を計算する 

【ステップ２】 

相続対策の最重要論点を抑えよう 

 ～遺産分割方法～ 

 1 被相続人の意思を遺言書で明確 

   にする 

 2 3つの遺言方法 

 3 二次相続を意識した財産の分け方 

 4 遺留分制度 

 5 納税資金の充分性 

【ステップ３】 

これができたら上級者 

 ～節税対策のアドバイス～ 

 1 節税対策の3本柱 

 2 生前贈与による節税 

 3 生前贈与を行いやすくする贈与 

   の特例 

 4 財産の組みかえによる節税 

 5 養子縁組による節税 

【ステップ４】 

ここが難関 

 ～土地評価の基本を理解する～ 

 1 宅地の評価は「路線価方式」と 

  「倍率方式」 

 2 路線価方式で宅地を評価する 

 3 倍率方式で宅地を評価する 

 4 農地の評価は「倍率方式」と「宅 

   地比準方式」 

 5 宅地比準方式で農地を評価する 

 6 生産緑地を評価する 

 7 小規模宅地等の減額特例を利用 

   する（特定居住用宅地等） 

 8 小規模宅地等の減額特例を利用 

   する（特定事業用宅地等） 

 9 貸家にすることで財産の評価額 

   を減額する 

【ステップ５】 

農協職員だから必要な知識 

 ～農業継続に有用な農地等の納税 

  猶予の特例～ 

 1 農地等の納税猶予の特例を利 

   用する 

 2 生前に贈与税の納税猶予の特 

   例を利用する 

 3 相続税の納税猶予の特例を利 

   用する 

【ステップ６】 

組合員の不安に寄り添う 

 ～相続発生後のスケジュール 

    と手続き～ 

 1 相続発生後のスケジュールと 

   手続きを把握しておきましょう 

 2 相続発生後の手続きを把握する 

 3 相続放棄と限定承認 

 4 遺産分割協議書を作成する 

 5 遺言書の内容と異なる遺産分 

   割をする 

 6 相続税を申告・納税する 

 7 延納制度を利用する 

 8 物納制度を利用する 

【ステップ７】 

農協職員だから知っておくこと    

 ～農協職員に求められる役割～ 

 1 高まる相続相談の重要性 

 2 農協による相続相談の実態 

 3 農協職員の強みが発揮されて 

   いない 

 4 農協職員に期待される役割 

 5「相続相談コーディネーター」 

   として組合員の不安を解消する 

 6 農協職員に求められる「ニー 

   ズ発見力」 

 7 適切な相続相談対応の効果 


