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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

  本報告書は、農業・農協問題研究所が 2012 年度に全農協労連から受託した「第 26 回 JA

全国大会議案の分析」の報告書である。研究所としては受託後ただちに事務局を中心にチ

ームを組み、事務局外の会員の協力もいただきながら報告書の作成に当たった。分析に当

たっては、新潟県、長野県の農協関係者等のヒアリングもさせていただき、時間の許す限

り実態を踏まえる努力をした。 

 大会議案(執筆時点ではなお組織討議案であるが、以下では「議案」とする)は、第１部

の全体像と第２部の実践指針から成り、ともに内容的には農業・くらし・農協経営の三本

柱から成っている。そこで本報告書も、全体像、地域農業戦略、地域くらし戦略、経営基

盤戦略に即して章立てした。ただし議案の「担い手」は「担い手経営体」と「多様な担い

手」に分れているので、本報告書でも地域農業戦略は二章を充てることにした。経営基盤

戦略の末尾の「各事業の実践」についてのコメントは割愛した。事業伸長型経営への転換

を主題の一つにしながら、その新機軸に乏しいのも議案の一つの特徴である。 

  本報告書を作成に当たっては、本研究所、各県支部等での研究会等での発言等をはじめ、

上記の方々以外にも多くの方々のご協力をいただいた。記して感謝申し上げたい。なお本

報告書の執筆責任は、本研究所事務局が担うものである。 
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              第第第第１１１１章章章章    第第第第 26 回回回回 JA 全国大会議案全国大会議案全国大会議案全国大会議案をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉えるかえるかえるかえるか 

 

１．大会議案の特徴と課題 

 早いもので、世紀転換期には 2000 年、2003 年、2006 年、2009 年と既に過去４回の全国

農協大会が開催されている。今回が第５回目になるが、2010 年代を迎え、これまでとはか

なりトーンを異にする議案だといえる。これまでは端的に言って、農協経営の悪化、財界

の農業攻撃、それを受けた農政の「農協改革」の指令の下で、広域合併、支所統廃合、残

置支所の金融支店化、事業縦割り制の強化、とくに生活事業等の廃止、外部化等の強行が

盛り込まれてきた。 

 しかるに本大会議案は、「人件費を主体としたコスト削減によるリストラ型経営は限界

レベルにあり、事業伸長型経営への転換をめざ」すとしている。そして「広域合併のもと

支店統廃合をすすめているが、小規模支店から基幹支店まで地域実態に応じて支店は多様

です。多様化する組合員と JA とのつながりをより深めるため、改めて組合員・地域の身

近な拠点としての機能をそなえる支店を核にして、多様な世代の多様な組合員や農業・地

域の課題に向き合います」としている。また「事業部門毎に戦略・目標・商品などの縦割

り化がすすみ、組合員にとっての JA の強みである総合事業性が見えづらくなっています」

と総合性発揮をうたっている。これらはひとまずは大きな「転換」だといえる。 

  議案を開くと、まず後扉に「 JA 綱領」が掲げられている。これは従来も同じだが、本議

案では加えて「協同組合原則」も掲げている。恐らくそれは、たんに今年が国際協同組合

年に当たることを意識したものだろうが、従来の農協のあり方、そして今後の農協のあり

方を協同組合原則に照らして再考しようとするのであれば、歓迎されるべきことである。 

  また議案は、農協の現状に関する危機意識に貫かれている。その危機意識は、討議が進

むにつれて、具体的数字を省いたりしてうすめられているが、①70 歳以上の高齢組合員が

相当数を占め、その世代交代により組合員が１６%減少する。②事業別総利益が、共済・購

買事業をはじめ軒並み減少している。信用事業も減益を続けるようになった。③正准組合

員数が逆転したが、准組合員対策に取り組む農協数は減少している。④農協も行政ととも

に大規模経営の育成に努めてきたが、育成すればするほど農協から離れていく。これらの

危機に応えようとしたのが、先の転換であろう。 

  議案は、主題として「協同組合の力で農業と地域を豊にする『次代へつなぐ協同』」を

掲げている。そして「 JA グループがめざす姿(１０年後)」を掲げ、「めざす姿を実現する

ための戦略と実践事項」として〈〈〈〈表表表表１１１１〉〉〉〉を掲げている。この表が議案の全体像をよく示し

ていると言えるので、まずこれをじっくり見る必要がある。 

  １０年後の「めざす姿」を考えるといっても、現実の農協は日々の経営対応に追われて

いて、とうてい１０年後を考えるには至らないのが現実だろう。全国大会は３年ごと開催

されることになっており、それが１０年というスパンでの提起をすること自体が奇異でも

あるが、一応は〈〈〈〈表表表表１１１１〉〉〉〉は１０年プランと置いておこう。 

 そのキーワードは、「次代へつなぐ」(組合員後継者対策)と「支店を核に」(以下では「支

店重視」と簡略化して表現する)である。だが、実践事項で「次代へつなぐ」が出てくるの

は地域農業戦略と経営基盤戦略であり、「支店を核に」が出てくるのは地域くらし戦略の

みである。つまり支店重視といってもそれは主として「くらし」についてであることに留
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意する必要がある。 

 この「支店重視」にはとまどいの声が多い。一つには「従来路線に従って、地域・組合

員の抵抗を押し切ってやっと支店統廃合に踏みきったのに、今さら支店重視といわれても

…」という声である。二つにはひと口に支所・支店といっても、基幹支所、総合支所、金

融共済支所、金融支所、金融も貸出し抜きの支所等、農協によって、また同一農協内でも

支所の態様はさまざまであり、それを一概に「支店重視」といわれても…というとまどい

である。いずれも個々の単協の関係者にとってはもっともな反応である。 

  しかしながら議案の支所の平均像は、中学校区、昭和合併町村、旧農協エリアごとのそ

れである。そういうエリアを農協の基本的な地域単位と考えることは妥当だといえる。支

所重視の方針もそういう支所像をひとまずは前提として検討してみるべきだろう。そのう

えで地域・単協ごとの現実に照らしてさらに検討すべきである。「ウチとは事情が違う」

ということで片付けてしまうと検討が深まらないといえる。 

  従来路線は広域合併、支所統廃合を強行してきた。ありていにいえばそれに伴う組合員

利便性の低下をカバーすべく提起されたのが、TAC をはじめとする各種「渉外」等の設置

であろう。とすれば、いきなり支所重視をいう前に、支所統廃合に伴う代替措置としての

「渉外」等が、代替措置や新たな措置として有効だったのかの検証、あるいはその有効性

を高める手立てがないのか、の検討と合わせて、支所重視も検討する必要がある。 

  なお農協により「支所」と呼んだり、「支店」と呼んだりしている。恐らく、総合性を

残している場合には「支所」と呼び、金融支店化してしまった場合には文字通り「支店」

と呼んでいるのではないかと思われるが、以下では本報告書も「支店」に統一する。 

  かくして議案の最大の特徴は、リストラ型経営・支店統廃合・事業縦割り制から事業伸

長型経営・支店重視・総合性追求への転換にあるといえる。問題は、このような「転換」

の意識が議案にあったとしても、それは、 a.広域合併、支店統廃合等の従来路線の延長上

で可能だと考えるのか、それとも b.従来路線そのものの検証・反省・転換としてしかあり

得ないのか、である。 

 議案がそのいずれを考えているのかは定かではない。 a だとすれば、それは果たして可

能だろうか。結論的にいって無理だろう。そこで b だとした場合に、これまた、ここまで

合併・統廃合・外部化が進んでしまった現状で、それがどこまで現実に可能なのか。これ

は議案の問題であるとともに、実は個々の地域・単協の主体的課題でもある。以下ではど

うしても議案批判が先に立つが、それは単協としては天につばすることにもなりかねない。

議案は主体的に受け止められるべきである。 

  以下、３つの戦略について概観する。 

 

２．地域農業戦略  

 第 25 回大会で地域農業戦略の策定を打ち出したが、具体的な農業振興策や担い手確保が

展望できていないとして、議案はまず「地域農業ビジョン運動」を提起している。すなわ

ち「農家組合員が主体となり、JA と行政が一体となった支援体制のもとで、集落毎に徹底

して話し合い、自らの営農とくらしの向上と地域農業と農地の継承を図る『地域農業ビジ

ョン』(人・農地プランを含む)の策定・実践を支店を拠点に展開します」としている。 

  このビジョンはカッコ書きにもあるように農政の「人・農地プラン」と同じものである。
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しかるに民主党農政の「人･農地プラン」は「TPP の受け皿作り」として提起されたもので

ある。農協としては、その側面に対する厳しい批判抜きに同じプランを策定するわけには

いかないはずである。議案は「地域農業戦略の実践」の末尾に「TPP 交渉への参加断固反

対」を掲げているが、「プラン」そのものの性格批判を具体化する必要がある。 

  ビジョンの策定・実践は「支店を拠点に」となっている。支店エリア(中学校区程度)を

拠点に地域農業ビジョンを策定すること自体は適切だといえるが、前述ように、その多く

が金融支店化してしまった現実の支店にその力があるかが問われる。言い換えれば、地域

農業ビジョンを策定・実践できる支店になるにはどうすればよいのか、の明示が求められ

る。端的に言って、営農センターや本店に吸い上げられてしまった営農に関する機能を支

店がとりもどしうるのか、である。 

  具体的な地域農業ビジョンの策定に当たって、議案では「担い手」という言葉を二様に

使っている。「担い手経営体」と「多様な担い手」である。担い手経営体は、平場・水田

農業では「わが国の水田農業集落の平均である 20～30ha 程度に１経営体を目安に、地域農

業をリードし、農業で十分な所得を確保できる」個人・法人・集落営農等の経営体、中山

間地域では「１集落(10～20ha 程度)で法人・集落営農中心」の経営体と定義されている。

これは、定義からして、かつ平均的には、平場・水田農業では１集落１担い手経営体、中

山間地域では１集落１集落営農(法人)といえる。農水省の推計等からいえば、１担い手経

営体の主たる農業従事者は２～３人である。要するに１集落全体が２～３人による農業経

営に集約されることになる。 

  しかしそんなことになったら、他の農家は就農の場を失うし、農協は組織事業基盤を失

ってしまう。そこで「多様な担い手」が出てくる。それは「地産地消で所得を確保するベ

テラン農家・兼業農家や農地は貸出し・委託していても、農地・水管理の共同作業で担い

手経営体を支える農家等」で「集落営農への参加やファーマーズマーケットへの出荷等に

よる地産地消により所得確保」をめざす農家を指す。 

 問題は、このような「担い手経営体」と「多様な担い手」が地域でどう共存するのかで

ある。前述のように定義的には後者の農業者としての存続余地はないはずであり、にもか

かわらず共存するとしたら、それは担い手経営なるものの具体像、定義からして変える必

要がある。すなわち平場水田集落で水田土地利用型農業(米麦大豆作)だと、二世代経営(世

帯主夫婦とあとつぎ夫婦が就農)するには 30ha、法人経営化するには 50ha が必要だが、そ

れでは集落農地のすべてを飲みこんでしまうとすると、米麦大豆のみでなく集約作も取り

入れた複合経営が必要になるし、二世代経営だけでなく、夫婦経営やワンマンファームの

担い手もいるだろう。このように担い手経営自体の定義や具体像を見直すなかで、多様な

担い手との共存の姿を描き出す必要がある。 

  しかるに議案は「担い手経営体」と「多様な担い手」を峻別し、異なった対応をとろう

とする。すなわち担い手経営体には「出向く体制」、多様な担い手には「出迎える体制」

である。すなわち担い手経営体に対しては「 JA 事業の総合窓口となる出向く担当者(TAC、

営農指導員等) を設置する」とし、１担当者当たり概ね５０経営体を担当する。TAC シス

テムとは、「 JA 全農が開発した、担い手経営体の情報(台帳)・面談記録情報(日報) をデ

ータで一元管理し、情報を『見える化』するシステム」だそうだが、要するに大規模経営

を農協事業利用から逃さないようマンツーマンで御用聞き・個別対応しようとするシステ
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ムである。 

  この TAC をめぐっては、実態は議案が担い手経営対応の切り札とするような熟度には達

していないと言える。農協職員が組合員農家に出向くのは当然のことだろう。１人５０経

営担当ということは、ほぼ２カ月に１回まわる計算であり、それも妥当かも知れない。ま

た大規模経営は少数だから個別対応も必要だろう。 

  以上のことを認めたとしても、①担い手経営の態様と経営数は地域によってさまざまで

あり、一概に対応できるものではない。多くの TAC は回りきれないほど多数の対象者を抱

えているのが現実である。そういうなかで TAC も回りやすいところを回ることになり、本

来の課題である農協から離れつつある、あるいは離れた経営に出向くことにはならない。

②TAC と営農指導員との仕事上の仕分けが問われる。営農指導員が技術・経営指導と言う

ことであれば、TAC は主として経済事業ということになる。そのように任務とポジション

が明確でない。③TAC は経済事業が主だとした場合には、価格決定権をもたないと、競合

する業者と競争するのは難しいが、そこまでの権限は与えられていないだろうし、それが

妥当か否かも問題である。④大規模経営が望むのは取引条件もさることながら、有利販売

のチャンスや異業種情報・交流である。それに対して TAC はどれだけ対応できるか。⑤誰

が TAC になるかも問題である。営農指導員 OB は蓋を開けてみたらコメリ等に引き抜かれ

ているという話も聞かれる。 

  以上から TAC は位置づけがあいまいなうえ、農協に働く職員にも分りずらく、板挟みに

なる職員も多いのではないか。そのようなことから、単協により、TAC を置くところと置

かないところ、人数、任務、権限等、さまざまであり、定型化されていない。そのうえに

ノルマを課すなどのことは論外だろうし、そうなると他の職員との関係も微妙になる。 

  次に、「多様な担い手」については、「出向く」のではなく、ファーマーズマーケット

や加工施設、JA グリーンや生産資材店舗による栽培指導や資材供給といった「出迎える拠

点」を整備するとしている。かくして「多様な担い手」としては、必要に応じて、支店、

営農センター、資材店舗等をそれぞれ訪問することになり、ワンストップショッピングと

しての利点はなくなる。農協職員が時々顔を見せてくれる、世間話ができる、そのついで

に情報も得られる、という農家の楽しみやメリットも失せる。要するに農協が遠く疎遠に

なる。TAC の対象経営も、「自分だけが特別扱いされるのでは集落から浮いてしまう、TAC

が来るなら、自分が集落の農家を集めるから、そこで話してくれ」といった反応も聞かれ

る。農協の思惑と都合で、対象によって「出向く」と「出迎える」を分ける体制は、農家

と農協との距離を縮めることにならない。 

  そのほか、地域農業戦略としては、「担い手経営体」「多様な担い手」のそれぞれの生

産販売戦略、農地のフル活用のための諸政策、安全性問題等にも触れているが、その点は

次章以下にゆずる。また政策要求としては、多面的機能の価値評価(貨幣換算)に基づいて

全農地に地目毎に支払う直接支払い(基礎支払い)と「加算支払い」を提起しているが、民

主党の戸別所得補償政策に対する優位性は感じられず、むしろ地代化する危険性がある。

また米価下落の下で、最低価格支持政策等が不可欠だが、それらの要求は見られない。 

 

３．地域くらし戦略 

  問題意識としては、東日本大震災でも農協が地域のライフラインの一翼を担っているこ
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とが分った。地域では子どもと同居しない６５歳以上の世帯が５４%を占め、買物難民、

交通弱者が増え、中山間地域では集落機能の維持も困難になった。そのなかで農協が総合

機能を発揮し、地域のライフラインになるべきだが、そのためには事業の縦割り性を脱却

して総合事業体として機能発揮をすべきである、というストーリーである。 

  そのために、①「 JA くらし戦略」を樹立し、高齢者・女性・子どもを重点対象に「 JA

くらしの活動」を立てる。「 JA くらしの活動」とは、「組合員・地域住民がくらしの中で

様々な思いやニーズを実現していくために行う自主的な取組みを、JA が食農教育や高齢者

生活支援等を通じてサポートする活動のことです」。②この地域くらし戦略に支店を拠点

として取り組む。③ JA くらしの活動と、信用・共済事業等の JA 事業との連携を深め、組

合員・利用者のくらしを支援する総合事業を展開する。②と③の接点領域でコミュニティ･

ビジネスを創出する、という手順である。この③の事例については〈〈〈〈表表表表２２２２〉〉〉〉が掲げられて

いる。活動と事業がごっちゃになって何でもありの展開だが、農協事業としては生活事業、

信用事業、共済事業が掲げられている。 

 地域くらし戦略については、第一に、そのエリアが問題である。というのは、「 JA くら

しの活動担当者は、 JA 本店において、地域の人びとが JA の活動・事業に積極的に参画す

る意識を啓発し、JA への結集力を高める役割」を担い、企画･提案、連携･調整、指導する

ことになっている。要するに、前述のように地域農業ビジョンは支店が立てることになっ

ているが、地域くらし戦略は本店策定のようである。しかるにその実践は「支店を拠点」

とし、「地域に即した対応を行う」、「 JA 支店、ファーマーズマーケット、介護施設等を

地域コミュニティの拠点」として取り組むとされている。くらしの分野の戦略も農業と同

様に、人びとの生活に根付いている中学校区エリアのコミュティを主体にすべきである。 

 第二に、戦略の仕組み方である。「 JA くらしの活動」は、組合員・地域住民の「自主的

な取組み」であり、JA はそれをサポートすることだという位置づけは正しい。しかし農協

はたんなるボランティア団体ではなく経営体だから、それを事業にリンクさせることが求

められる。その場合の事業はまず生活事業だろう。しかるに第 23 回大会(2003 年)時の「経

済事業改革の指針」で、農業関連事業は共通管理経費差し引き前の事業利益段階で黒字な

ら存続だが、生活関連事業は共通管理経費差し引き後の純損益段階で赤字なら廃止という

より厳しい存否の規準を設けて、単協から生活関連事業の多くを切り離し、廃止するなり、

子会社や広域会社に移してきたのがこれまでの行き方である。その結果、支店の生活事業

は空洞化し、多くの支店は金融支店化した。今さら支店を核に「地域くらし戦略」を展開

するといっても、事業組織の仕組みはそうなっていない。いきおい、高齢者・女性・子ど

もを対象としたボランティア的な活動のみとなる。 

 そのなかで生活関連の具体的な事業としては、例えば介護・旅行・葬祭があげられてい

る。特に介護については、 JA 支店単位に主任ケアマネージャーを置いた「 JA 版地域包括

支援センター」が新機軸になっている。しかし介護・旅行・葬祭は、現実には厚生連に委

託されたり、子会社等の対応になっている農協が多く、支店はバイパス化されている。 

 こういう状況下で支店を拠点にした「地域くらし戦略」の実践といっても、それは支店

に残された信用・共済事業のための地域サービスに矮小化されざるをえない。先に農業・

地域・農協の三戦略のうち、「地域を核に」とされているのが、地域農業ビジョンの策定

を除けば地域くらし戦略のみだとした点に関わることである。 
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  収益事業から切り離された「 JA くらしの活動」の費用は、「組織基盤強化対策」として、

必要経費を予算化するとして、規準例として、剰余金からの積立、事業管理費に対する一

定割合の予算措置の二例があげられている。しかしいくらカネがあっても、取り組む人が

いなければ重荷になるだけである。支店が欲しいのはカネだろうか、要員だろうか。 

  以上の地域くらし戦略と横並びになるものとして、さらに JA 交流事業と JA 版地域包括

ケアシステムの構築が掲げられ、また将来的には脱原発をめざすべきとしている。東日本

大震災を入り口として脱原発を出口とする点では時宜にかなった提案だと言える。 

  しかし「将来的な脱原発をめざして」では、政府に対して「『エネルギー基本計画』の

見直しにおいて、脱原発に向けた方針と代替エネルギー移行への手順の提示を求めます」

とするにとどまる。１年後も「将来」、1000 年後も「将来」であり、原子力村を除けば大

方が将来的には脱原発であることは既に合意されている。農協陣営としては、もっと時間

を区切った脱原発を求めるべきではないか。 

 農協自身の取組みとしては「再生可能エネルギーの利活用」を掲げているが、ここでも

「再生可能な売電価格の設定等長期的な視野の中での国の政策支援を求めていきます」と

なっている。そもそも脱原発を政策要求の項に位置付けたことが問題であり、再生可能エ

ネルギーの取組みは各地の農協で既に始っている。もう少し主体的な方針を望みたい。 

 

４．JA 経営基盤戦略 

  議案は〈〈〈〈表表表表３３３３〉〉〉〉を掲げて、事業総利益が減少傾向にあるとし、とくに「共済・購買事業

で減益傾向が顕著。信用事業も減益に転じ、事業総利益全体で減益を続けている」と危機

感をつのらせている。そこから「リストラ型経営から事業伸長型経営への転換」が打ち出

されるが、問題はその方法論である。ここでも、「支店を中心とした地域を単位として」

「組合員との接点になる支店の役割を明確にし」「地域に即した戦略」をたてるとして、

「支店」が強調されている(表１の文言には見られないが)。 

 25 回大会までは、「事業先にありき」で、事業ごとの課題が強調され、組織基盤の話は

その後に出てきた。それに対して第 26 回の議案は、経営基盤戦略の土台に組織戦略を置き、

それとの関連で支店中心を打ち出しているように見うけられる。すなわち、①総合力を活

かした組合員利用の深化(タテ)、組合員加入促進(ヨコ)、組合員資格の継承(つなぎ)とい

った「組合員ステージアップ戦略」、②それを支える総合力発揮のために「組合員との接

点となる支店の役割を明確」化し、「支店機能の強化(支店長のマネジメント強化、支店裁

量の拡大)と、支店および支店を統括する基幹支店のサポート体制の強化」を行い、③「支

店の地域活動の費用を計上」、「場所別部門別損益の機械的な適用ではなく、各事業への

利益供与をふまえた適正な共通管理費配賦、および減損会計における実態をふまえた施設

のグルーピング」を行うとしている。 

 トーンとして、事業・経営重視から、その基盤としての組合員組織重視への変化がみら

れ、それとの関連で支店が重視されていると言える。このような総論を評価したうえで、

問題は具体的提案である。 

 具体的には、①組合員ステージアップ戦略、②世代交代対策、③職員の意識改革と人材

育成、④各事業の取組み、からなる。 

  ①組合員ステージアップ戦略では利用深化と組合員拡大の戦略をたてるとしているが、
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具体的な手段としては、総合ポイント制、金利･価格等の優遇、目的出資、高配当の優先出

資があげられている。金利・価格は何と比較して「優遇」するのか、現実に可能なのか、

目的出資、優先出資は、ヨーロッパの生協のような出資のみ組合員を認めるのか、ゼロ金

利の日本で可能なのかが問われるとすれば、残るのは総合ポイント制くらいであり、競合

の深さにくらべて芸がない。 

  ②の世代交代対策は議案の「主題」と位置付けられている。 

 「第一世代(70 歳以上)と後継者(50,60 歳代)」については、世代交代に伴い発生する「多

岐にわたるニーズ(農地・資産の相続や管理・保全、遺言、事業の継承など)を把握し、“

組合員のくらしと資産を守る”観点から JA の総合力を発揮」するとされている。世代交

代=死後相続ととらえたうえでの相続対策だといえる。それはそれで大切なことである。

農家相続のあり方そのものに、死後一子一括相続でいいのかという問題はあるが、相続問

題に第三者である農協がそれ以上踏み込むのはためらわれる面もあるので、その点を置い

たとしても、「くらしと資産を守る」が主題で、肝心の農業がない。 

  具体的には、「管内居住の組合員第二世代」には、「正組合員としての継承をめざして

一部農地での地産地消型農業の提案」、「農業後継者以外の第二世代(50,60 代)、第三世

代(40 代以下)」に対しては「地域くらし戦略」で対応(准組合員化?)、「管外居住の第二

世代」に対しては農産物宅配等で准組合員化を図るとしている。 

 なお先の地域農業戦略と関連して「担い手経営体」に対しては、「『次代へつなぐ協同』

の主役である『次世代の担い手経営体』が JA の出資者、利用者 さらには経営者として、

主体的に参画する協同組合」「若手担い手経営体の部会役員就任や産地をリードする担い

手経営体の JA 役員就任」、「TAC 等の継続的な訪問活動により一部事業の JA 利用から始

め…」とある。要するに「役員にしてあげるから農協から離れないで」ということだろう

か。 

 要するに、「担い手経営体」と「多様な担い手」に二分し、出向く・出迎える体制に二

極化し、支店を「地域くらし戦略」で固めた帰結として、後継者対策をめぐっても「くら

しと資産」が中心で、農業経営が中心に座らない。第二世代の最大の関心は、定年後帰農

の具体的可能性だろう。彼らはホビー農業、直売所農業にとどまらない本格的経営も考え

ているだろう。定年帰農の受け皿体制の整備こそ最大の後継者対策ではないか。 

  ③の人材養成については、「支店機能強化や経営管理の高度化を担う中核人材の育成

(JA 経営マスターコースなど)」  「階層別マネジメント研修を全職員が受講する仕組みづ

くり」「職場そのものが最大の学習の場でもある」とされている。支店重視を具体的に担

える支店長人材(旧農協専務･参事クラス)を、どれだけの期間(10 年?)養成できるのか、OJT

手法で間に合うかが問われる。 

  ④については前述のように新機軸はない。検討は割愛するが、例えば共済については「LA

の生産性向上に軸をおいた推進力の向上」が掲げられているが、職員の一斉推進等は極め

て評判が悪いか、にもかかわらずそれをやめて LA に特化して事業がなりたつのか。全国

の農協の実践を踏まえた検討が必要である。また支店重視をいうなら、推進目標も支店が

たて、それを積み上げていく方式等が検討されるべきだろう。金融についても支店長権限

等が問われる。先に「支店裁量の拡大」あるが、地域が知りたいのはその具体的なあり方

である。総じて事業伸長型経営への転換を提起しつつも、その具体的なあり方は各全国連
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が縦割りで各事業の目標等を述べるのみで、支店を核にした総合力の発揮というスタンス

にはたっていない。 

 なお関連して、農協組織問題がある。 

 第一に、准組合員問題である。前述のように准組合員が正組合員を上回るに至ったが、

准組合員の声を聞く JA は減少している。それに対して「地域に応じた多様な意思反映の

仕組みを積極的に導入」とあるだけである。 

 関連して第二に、組合員制度のあり方については、「『食と農を基軸にした地域に根ざ

した協同組合』として今後の組合員組織のあり方について、JA グループとして検討を進め

ます」としている。要するに准組合員を正組合員化し、食農協同組合、地域協同組合化す

べきかどうかについては、25 回大会と同様に問題を先送りしている。しかし准組合員が過

半を占めるようになった今日、問題の先送りで事がすむだろうか。逡巡している間に、外

部から、反論するのが難しい問題を突きつけられる可能性が強まっている。 

 第三に、合併問題については、内部留保が薄い(出資金比率が高い)JA は、世代交代によ

る出資払い戻しを考えれば経営基盤弱体化の危険があるとして、「経営継続が困難」「小

規模 JA」は「組合員との接点を強化することを前提に、合併や連合会との機能分担」を「県

段階で検討」するとしている。25 回大会の「もう一段の合併」の意気込みは消えたが、む

しろ小規模農協の存続をめぐり主体的な検討の必要性が高まっている。 

 なお経営管理委員会については、これまでの大会は単協レベルについては慎重だったが、

25 回大会では「活用」に踏み切った。今回は管見の限りでは言及がない。この点について

も既に一定の経験が積み重ねられており、その検証が必要である。 

 最近は農協の不祥事が新聞等で報道されている。そのたびに行政等から「指導」がなさ

れているが、根底には職員がやりがいをもって働ける職場になっていないことがある。た

とえば、理事会方式と経営管理委員会方式、トップが農家組合員か職員出身か、理事会・

経営管理委員会における農協ＯＢの割合、職員に占める非正規雇用の割合等、精神論、監

査論だけではなく、客観的指標と関連づけて自ら検証する必要がある。 

   議案は最後に「国民理解の醸成」として広報活動の重要性を訴えている。TPP や東日本

大震災を踏まえて、情報発信の重要性とそのあり方が問われている。 

  総じて議案は、25 回までのアクやクセがなく、よく言えば素直、厳しく言えば、これま

での大会決議等の丁寧な検証を経ずして転換を打ち出し、その割に新機軸の提示に乏しく、

事業伸長型・「支店を核に」の意欲が空回りしているといえる。 

 

５．真の支店重視に転換するには 

 議案のデータでは、現在の支店(8760)は、公立中学 1、人口 15,000 人、組合員 1,000 人、

准組半分、職員１２人、 JA 営農指導員１.６５の規模とされている。要するに中学校区、

昭和合併村、旧農協のエリアである。それを基礎エリアとして農協のあり方を再構築しよ

うとする議案の方向は決して間違っていない。 

 しかし、いまさら合併前の旧農協に戻れるわけではない。旧農協ごとのバラバラの体制

のままでは合併した意味がない。合併による統合力、規模の経済を発揮すべきところは何

なのか、支店重視に切り替えるべきは何なのか、その実践に基づく仕分けが必要である。 

 現状の広域合併、支店統廃合、金融支店化、事業縦割り制貫徹、営農資材は営農経済セ
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ンター化で支店から切り離す、生活事業等の多くは廃止・業務委託・子会社化で農協本体

との有機的関係を薄める、あるいは絶つという方向の延長上で、金融支店化した支店を核

に、平均１２人の体制で、「地域農業ビジョン」を策定し、「地域くらし戦略」を実践し

ろといわれても、現場はとまどうばかりであろう。 

 支店重視を言うなら、まず支店に営農をとりもどすのが本筋である。それがなければ支

店重視も信用・共済事業のための地域サービス、信用・共済事業の手段になりおわり、そ

れではほんとうの信用・共済事業との相乗効果も発揮できないだろう。 

 この間の地域での実践として、大会決議にもとづいて一時は本店統合、事業本部制に移

行した単協においても、その失敗に気づき、支店にもう一度、営農・経済事業をとりもど

し総合性重視に切り替えて実績をあげている事例もある。 

 生活事業をはじめ多くの事業が子会社化、業務委託されたが、それらを農協から離脱す

る方向ではなく、あくまで「農協の事業」であることを前面に出して、支店と関連づけて

いくことも必要だろう。支店重視は、たんに今ある支店を重視することでは達成できず、

本店･支店、各センター、業務委託・子会社化等の農協の全組織・事業体制のあり方を見直

し、支店へ厚い要員配置を行い、支店が総合性を発揮しうる人材と組合風土の育成が欠か

せない。 

 農協に働く労働者としても、支店重視が議案で言われるようになった事態をふまえ、農

協がほんとうに農家に喜ばれ、そのことを通じて働きがいのある職場になっているか、な

るためにはどうすればよいかを積極的に提起していくことが期待される。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


