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１．営農指導員が育ちにくい農協のキャリアパス

　2009年の組合員に占める准組合員の割合が過半数を超えていることか
らもわかるとおり、多くの農協が信用事業・共済事業を核とした事業成
長を志向し、総合農協としての経営基盤を拡充してきました。これによ
り地域農業を支援するために必要な農協の支援体制を整えてきたことは
事実です。しかし、そこで求められている職員は、信用事業・共済事業
において能力を発揮できる職員です。そのため、農協におけるキャリア
パスの中心が営農事業ではなく、信用事業・共済事業を基本とした総合
職のキャリアパスになっています。

２．信用事業・共済事業を中心とした短期でのローテーション

　そのうえ、信用事業・共済事業を中心にした短期でのローテーション
が営農指導員の成長を阻害しています。本来、営農指導員は地域農業（農
家）の事情を理解し、受け入れられることで地域に密着して経験を蓄積
し、時には地域農家に教えてもらいながら営農のプロとして成長してい
くはずです。しかし、短期でのローテーションの対象になることで農家
と十分な信頼関係を築くことができていません。実際に「せっかく教え
てもすぐに新しい職員に代わる」「お互いの理解がすすんで、これから
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いろいろ相談しようと思ったら異動になる」という農家の不満を聞くこ
とは少なくありません。
　過去には、「信用事業・共済事業で得られた剰余をもとに地域農業を
支援する」という総合農協のビジネスモデルがねじ曲がって解釈され、
収益性の高い信用事業・共済事業が優良事業であり、赤字部門の営農事
業には、信用事業・共済事業で活躍できない職員が配置されるというロ
ーテーションがあったことも事実です。

３．農協から流出する営農指導のスペシャリスト

　また、誤った成果主義や目標管理の導入も農協内部に営農軽視の組織
風土を醸成します。その結果、目標数値が過度に重視され、数字を作れ
る職員こそが優秀な職員であり、数字を作れない職員は問題職員だとい
うような発想が蔓延し、人材育成の主眼が金融マン・営業マンの育成に
置かれ、営農指導の育成が軽視されます。
　このような農協では、農協の競争力の源泉であるはずの営農指導のス
ペシャリストが育成されないばかりか、処遇に不満を感じた営農指導の
スペシャリストが農協から競合企業に流出し、農協と競合するという事
態になっています。

４．営農指導員を適正に評価できる人事制度への転換

　農協から転職していく営農指導のスペシャリストの多くは、自らの専
門領域に関する極めて高度な専門知識・能力を有していながらも、総合
職として求められるマネジメントに関する能力が十分でないがゆえに管
理職に登用されることはなく、その専門知識・能力に対して過小に評価
されていることに不満を感じています。
　しかし、組合員の農協職員に対する要求が高度化・多様化するなかで
は、プロ農家と向き合える専門性を持った営農指導のスペシャリストに
こそ能力発揮してもらわなければならず、総合職の枠組みでは高く評価
することができない営農指導のスペシャリストに対するキャリア形成（ロ
ーテーション含む）や処遇の見直しが必要です。

５．営農指導員に“安心感”を与え成長意欲を高める「専門職コース」

　営農指導員のように特定分野における高度な専門知識・能力を求めら
れる職員を育成するためには、他の多くの職員（総合職）とは異なるキ
ャリアを認めることが必要であり、「コース別人事制度」の導入が有効
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です。
　コース別人事制度によって、総合職とは別に「専門職コース」を設定
することで、営農指導員を信用事業・共済事業のローテーションの影響
を受けることなく、中長期的な観点で専門知識・能力を育成することが
可能になります。また、営農指導員にとっても、専門分野に特化できる
キャリアが確立されていることで、安心して能力を伸ばすことに専念で
きます。

【コース別人事制度（例）】
（総合職コース）
　農協の総合事業を経験しながら農協らしさと専門性を両立し、農協事
業を俯瞰的にとらえることができる次世代の管理職として活躍を期待す
る職員
（専門職コース）
　専門分野における業務を積みながら経験や知識を習得し、熟練した極
めて高度な技能を発揮する専門家として業務を遂行することを期待する
職員であり、具体的には、営農指導、農機などに関する専門的な業務に
従事する職員

農協職員のキャリアパスイメージ
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６．営農指導員に“やりがい”を与える「等級」「人事評価」
　　「報酬」の仕組み

　「専門職コース」として営農指導員を独立したキャリアとして認め、
営農指導員にふさわしい「等級」「人事評価」「報酬」の仕組みで処遇す
ることで、営農指導員は自らの専門知識・能力が必要とされている（評
価されている）という承認欲求が満たされます。
　総合職と同じように、信用事業・共済事業を幅広く経験させ、組織や
配下職員に対するマネジメント手法を習得させても、組合員から必要と
される営農指導員を育成することはできません。ましてや、総合職と同
じ基準で評価し、視野が狭い、業務の幅が狭いと叱責することに意味は
なく、営農指導に関する専門知識・能力を磨き上げるための営農指導員
にふさわしい人事制度が必要です。

⑴　営農指導員の成長過程を明確にする（等級）
　営農指導員に期待されている役割は、幅広い業務に精通し、農協事業
全体を俯瞰して組織をマネジメントすることではありません。勘や経験
に頼る農家に対して、土壌分析結果などを根拠に最適な肥料・農薬を提
案したり、気候条件、生育状況にもとづいて必要な農作業を提案したり
することで農家の生産効率を高めることです。さらに、実需情報にもと
づく作付提案によって「売れるもの」を作り有利販売することも、農家
と営農指導員との協同によって実現しなければなりません。
　このような営農指導員としての役割を「営農指導力」の一言でまとめ
てしまうと、営農指導員の成長の道標を明らかにすることはできません。
その結果、成長に向けた十分な支援をすることができず、OJT と感覚
による人事評価に頼ることになります。
　実際に、農協の現場で営農指導員と話をしていると“感覚”という言
葉が頻繁に使われ、自分たちの専門知識・能力を言葉で表すのが難しい
と言います。しかし、若い営農指導員を育成するためには、「背中を見
て育ってこい」と言うだけではうまくいきません。ベテラン営農指導員
の知識や経験を体系化し、その“感覚”を見える化することで若い営農
指導員の成長の道標とすることが必要です。

【営農指導員　初級】
　若いころは徹底的に現場に出向かせ、御用聞きからはじめて汗をかく
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ことで農家に受け入れられることが重要です。地元農家とのコミュニケ
ーションを通して得られた知識に実需情報を組み合わせることで、兼業
農家に対して直売所を核とした有利販売を勧め、多様な農家の営農活動
を支援します。
【営農指導員　中級】
　営農指導員としての経験を蓄積する中で、徐々に農業で生計を立てて
いるプロ農家に対しても向き合えるように成長していきます。営農指導
員として「品質の良い農産物を生産する」だけではなく、「売れる農産
物を生産する」ことを支援することで農業所得向上に貢献します。
【営農指導員　上級】
　個々の農家に対する指導だけではなく、地元農家の思いをまとめたり、
行政を含めた関係各所と連携したりすることによって担い手育成や農地
保全に努めます。地域営農を支えるという自覚をもって、地域の農地を
守りつつ、永続的に農家の暮らしを守ります。

⑵　営農指導に関する高度な専門知識・能力を評価する（人事評価）
　営農指導員としての役割は、購買・指導・販売が三位一体で取り組ま
なければ実現できないため、「指導購買」「栽培指導」「販売指導」に関
する一気通貫での高度な専門知識・能力が求められます。
　また、農家からは農業経営の特徴・リスクを理解して総合的な相談に

営農指導員に求められる専門知識・能力
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応じることができる「経営指導」に関する専門知識・能力に対する要求
が高まっています。
　これらの能力は「論理的思考力」「提案力」などの一般的能力として
評価することが難しく、具体的な専門能力として評価する必要がありま
す。営農指導員は総合職と異なり、事業計画を策定したり、部門方針を
策定したりできなくても構いません。その代わりに、しっかりと農家と
向き合い、農家から信頼できるアドバイザーとして必要とされることを
目指すべきであり、そのために必要な専門知識・能力で評価するべきで
す。

⑶　総合職とは異なる成長過程を処遇に反映する（報酬）
　総合職と専門職はそれぞれ求められている能力の違いがあるだけで、
優劣をつけるべきものではありません。そのため、「専門職コース」を
導入すれば総額人件費が抑制されるという発想は間違いです。マネジメ
ントができないからといって処遇を低くするのではなく、営農指導員が
有する高度な専門知識・能力が余人を持って代えがたいと判断するので
あれば、総合職と同等、もしくはそれ以上に評価することもあり得るは
ずです。
　そのうえで、営農指導員の昇給は、総合職のような役割の変更を意図
した昇格・昇進にもとづく昇給ではなく、同一等級内での専門知識・能
力の習熟にもとづく昇給によって処遇すべきです。つまり、総合職は同
じ等級に長く在級していれば、昇給額は途中から減額もしくは停止する
ことが一般的ですが、営農指導員については、長期間の経験蓄積による
能力伸長が期待されるため、同じ等級に長期間在級していても一定の昇

総合職コースと専門職コースの昇級カーブ
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給額を確保するような報酬体系にします。

７．能力・適性の見極め期間を経てコースを選択させる

　「専門職コース」を設計する際、採用段階から総合職と営農指導員と
を区別するかどうかは重要な論点です。この点、採用段階は総合職とし
て採用し、支店やセンターにおいて農協職員としての基礎知識を習得し
つつ適性を見極める期間を設けて、指導監督職への昇格時に自らのキャ
リア選択として専門職を選択させることが妥当だと考えます。実際に農
学部等の出身者であっても即戦力で営農指導ができるわけではなく、農
協職員として農家との接し方を学んだうえで営農指導員として農家と接
するほうが、農協組織の強みを活かした効果的な指導ができるようにな
ることが多いと感じます。
　このとき、誰でも希望すれば専門職コースの営農指導員※１になれる
わけではありません。専門職コースの営農指導員になるためには営農事
業に関して一定年数以上経験があり、かつ業務に必要な資格を有してい
ることが必要です。そのうえで、営農指導のスペシャリストとしての活
躍が期待できると、上司から推薦された職員を専門職コースの営農指導
員として処遇します。

※１：専門職コースの営農指導員と総合職コースの営農指導員とを併用することをおすす
めします。営農指導員を専門職コースに限定してしまうと人事異動を過度に制限すると
ともに、総合職のキャリアの一環として営農指導を経験することができなくなってしま
います。実際に総合職コースを通じて営農指導に関する専門知識・能力とマネジメント
力とを兼ね備えた職員が営農指導員としてのキャリアを経て営農部長などに就いている
ことは少なくありません。

８．コース転換による抜け穴的昇格を防止する

　総合職コースと専門職コースの営農指導員とは、全く異なる等級体系
のなかで昇格管理されているため、総合職コースと専門職コースの営農
指導員とのコース転換は慎重に実施しなければなりません。
　例えば、マネジメント能力を求められず営農指導に関する知識・能力
の習熟が期待されている専門職コースの営農指導員から、組織マネジメ
ントが求められる総合職へのコース転換は原則として認めません。これ
によって営農指導に関する知識・能力のみで昇格した専門職コースの営
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農指導員がコース転換によってマネジメントが求められる総合職の管理
職になることを防止します。
　一方で、総合職から専門職コースの営農指導員へのコース転換を希望
する場合には、必ず専門職の初級に格付けし、専門職として求められる
専門知識・能力を習得させるようにします※２。

※２：ただし、総合職コースの営農指導員が専門職コースの営農指導員にコース転換する
場合には、対象職員の有する専門知識・能力を適正に評価し、営農指導員の中級、もし
くは上級へのコース転換を認めることも想定されます。

９．失敗する専門職コースの共通点

　自己改革として農業所得の増大への貢献を掲げ、営農指導のスペシャ
リストを育成するために「専門職コース」の導入を検討する農協は増え
てきています。しかし、実際に導入当初に期待していた効果を実感でき
ている農協は多くありません。
　「専門職コース」の導入に失敗する農協では、専門職コースの営農指
導員に求められる“高度な”専門知識・能力を安易に解釈し、総合職と
して処遇することが適当ではない職員を十把一絡げにして「専門職コー
ス」というバケツに放り込んでいるというのが共通の実態です。
　その結果、「専門職コース」の報酬水準は総合職と比べて低く抑えられ、
営農指導のスペシャリストが選択する魅力はほとんどなく、「専門職コ
ース」がマネジメントのできない、もしくは特定業務しかできない職員
の選択肢になっています。

⑴　マネジメントができない職員の受け皿になり失敗
　「専門職コース」が、単にマネジメントができずに管理職になれない
総合職の逃げ道として運用され、マネジメント能力のないベテラン職員
の受け皿になっている農協で「専門職コース」が機能するはずはありま
せん。営農部門に長く在籍しているだけで高い専門能力のない職員は、
マネジメントができない職員として総合職の中で育成すべき職員であり、
「専門職コース」で特別に処遇すべきではありません。

⑵　“それしかできない職員”の受け皿になり失敗
　肥料や農薬の予約を取り、部会を取りまとめるだけの職員や、農機整
備やカントリーなど、特定業務だけに従事している職員を安易に「専門
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職コース」として定義することで高度な専門知識・能力の要件が不明確
になります。
　「専門職コース」の営農指導員に求められているのは、プロ農家を従
わせるだけの説得力を持った高度な専門知識・能力であり、単に特定業
務の習熟を求めているわけではありません。そのため、高度な専門知識・
能力を求められる「専門職コース」の職員と、特定業務にしか従事でき
ない職員との区別を明確にしなければなりません。

10．自己改革のカギを握る営農指導員の育成

　自分はできているつもりの営農指導員と、安易なコスト削減（＝人員
削減）によって営農事業の収支改善を目指す経営層によって、自己改革
の掛け声とは裏腹に、改革の主役であるはずの営農指導員の指導力が低
下しています。実際に営農部門の管理職と話をすると「営農事業は赤字
部門であり、組合内での発言力が弱く優秀な人材が集まらない」という
悩みを聞くことは少なくありません。
　地域農業に対する農協の本気度は、直接収益に結びつかない営農指導
事業に対する取組みを見れば一目瞭然です。口では「農業所得の増大が
大切」と言っていても、短期的な目標達成にしか興味のない農協には営
農指導員が育つ環境がありません。本気で自己改革を進める意思がある
のであれば、営農指導員の育成は不可欠です。
　そのためには、営農指導員を独立したキャリアとして認めるとともに、
営農指導員に成長ステップを示すことで、彼ら／彼女らの自立的な成長
を促していかなければなりません。
　日々、農産物と向き合い試行錯誤しながら農業を継続し、自らが経営
責任を負って農業経営している農家に対して“指導”することは容易な
ことではなく、「金融機関化した」「サラリーマン化した」とかいわれる
農協職員にできることではありません。

　第３回では、営農指導員が現状に満足することなく、より高みを目指
すために「これからの営農指導のあり方」について考えてみたいと思い
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。


