協同組合教育のあり方に関する研究会報告書
～大転換期の協同組合教育のあり方を探る～

平成３０年８月
（一社）長野県農協地域開発機構

本研究会の目的
本研究会は、地域・農業の現場で協同組合教育に取り組んできた実践者による
意見交換を通じて、今後の協同組合教育のあり方について検討することを目的と
しています。
我が国では、人口減少や超高齢社会を迎えるなかで、農村部だけでなく都市部
においても活力が失われ、生活インフラ機能の低下が課題となっています。
ＪＡでは、「豊かでくらしやすい地域社会」の実現に向けて、営農とあわせて買い
物支援や医療・福祉など、地域の多様なニーズに応える事業を展開しています。
こうした事業の多くは、組合員や地域住民も参画した協同活動によって支えられて
いますが、その協同活動の担い手もまた高齢化している状況にあります。
ＪＡと組合員との関係性についても、農業生産の縮小や世代交代などによる希
薄化が指摘されています。正組合員の減少と准組合員の増加によってＪＡの組織

基盤は大きく変化し、「わがＪＡ」意識の低下が組合員による事業利用や運営参画
にも影響を及ぼしています。
こうした局面において、ＪＡがその機能と役割を発揮していくためには、協同組合
が「人と人とのつながり」による組織であるという原点に立ち返り、ＪＡへの結集力
を高める必要があります。つまり、協同組合教育を通じて、組合員と役職員が共に
協同組合理念を学び実践する仕組みを再構築することが喫緊の課題となっている
のです。

開催期日 平成30年5月22日
開催場所 長野県伊那市 ＪＡ南信会館
研究会参加者（敬称略）
所属・役職

氏名

ＪＡ上伊那 代表理事専務理事（平成30年5月25日退任）

牛山 喜文

（社福）松本ハイランド 理事長

高山 拓郎

ＪＡ安芸 前代表理事組合長 （元ＪＡ広島中央会）

上野 敏浩

ＪＡ全中 教育企画課長

田村 政司

（一社）長野県農協地域開発機構 常務理事
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本報告書文責：（一社）長野県農協地域開発機構 上席研究員 山内哲人

課題提起 【JA全中 田村 教育企画課長】
•
•

組合員の意識改革には、職員教育が起点となる。
大きく以下の4点に整理。

①JA事業を通じた教育
・組合員との学び合い
・一部で、「顧客満足」＝「お客様化」している

②協同活動（組織活動、学習活動）を通じた教育
・支店協同活動の広がり
・一方で、職員中心の活動になって疲弊感もある

③試験・研修を通じた教育
・中央会の職員教育の柱
・日本農業新聞は質の高い情報提供しているが、読んでいる人は多くはない

④農業経験を通じた教育
・組合員と同じ経験を積むことができる
・職場離脱などで仕組みを作れないか

ＪＡ上伊那報告・あり方提案 【JA上伊那 牛山 専務理事】
①協同の心の醸成
・自分たちの地域や農業を自ら守ろうとする協同の心・共に助け合う精神が
生きている。
・協同の原点＝龍水社＝共存同栄

②JA上伊那の取り組み
・集落営農組織の設立、法人化
・農業インターン研修支援事業
・農業振興支援事業
（＋10［プラステン］、未来Ａ-サポート）
・組合員との対話、情報発信
（役員訪問活動、パンフレット作成、JA広報誌の活用）
・職員教育
（職場内情報誌、職場離脱を使った職員の組合員宅農業実習）
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など

実践報告① 【（社福）松本ハイランド 高山 理事長】
• 物の量が豊かさだと言われた時代から、本当のものが必要という時代になってき
た。
• 協同組合として、人の事を我が事としてどこかで気に留めるという雰囲気が求め
られる。
• 組織としてありたい姿に向けたリーダーを育てることが重要。
• 農協組織は逆三角形で、組合員がいて、それを支える職員がいて、そこに中核的
な管理者がいて、役員は一番下を支えている。支えが悪いと倒れてしまう。人を
活かして活力を与えるのがトップリーダーの大事な仕事。
• 組合員にとっても地域にとっても、JAを「気になる存在」にしていくことが重
要。
• 職員と組合員が一緒になって話し合う。職員がもっと地域に目を向けるような仕
掛けを作っていく。組合員の願いと組織の目標が一致していることが一番大事な
ことと感じている。

実践報告② 【ＪＡ安芸

上野 前代表理事組合長】

• これまでやってきたことの方向感が間違っていなかったとの想い。
• 中央会の職員として教育担当になった頃は常勤研修があって座学で学ばせる形式
で、今の時代には合わないと感じた（平成11～12年頃）。全中と階層別研修を
組み立てなおした。
• 地域のなかでマネジメントやリーダーの教育を始めた（中核研修コース、平成
13年着手、16年スタート）。JA組合長として立場を変えてみると、型にはま
りすぎていて中味は空洞化していると感じた。
• 顧客満足に基づく事業の進め方と協同組合の強みを事業に活かしていくこと、実
態として繋がっていないギャップを感じた。貯金と預金、共済と保険の違いを理
解できていないJA幹部もいた。
• これから先の時代は、協同組合組織の強みを発揮できるか、メッセージとして出
すことができるか、JAの存在意義が問われることになる。
• JA安芸では広報をやっていなかったが、支店協同だよりを始めたところ組合員
から喜ばれた。JA上伊那の准組合員向けのパンフレットは素晴らしいと思う。
大事なことは、広報活動が訪問活動や支店協同活動の要になる取り組みだと感じ
た。
• 広報にお金を投資できない組合は合併したほうが良い。職員教育なども規模が大
きくないとできない。支店の統廃合も「儲からないからやめる」ではなく、組合
員も参加させて次の使い方を考える。支店（金融サービス）が無くなることが協
同組合にとって不利益ではないという経営改革が必要。
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コメント①

【JA全中 田村 教育企画課長】

• 全中という職場にいると、協同組合理念や営農について別物として理解している
ような気がする。
• 集落営農の仕組みや事業が協同組合を極めて具現化していると理解して、現場の
中で協同組合を理解した。
• その時に理念や理屈という世界と現場の実態というのが初めて結びついて、協同
組合論というのが腹に落ちたなと思った。現場でもそういう人が少なくなってい
る気がする。
• 協同活動を通じた農業、きちんとした理論、実践したり熱く語る人、この3つが
うまく結びつくと、一本筋が通ってくるような気がする。そのための機会を我々
はどれだけ与えられるかが大事なこと。

コメント②

【JA上伊那 牛山 専務理事】

• （自身の集落営農法人について）視察用のパンフレットのなかで、法人の理念を
組合員に向けて書いている。
◇ 利益追求の組織か、それとも地域を守り、次世代へ引き継ぐ組織か
◇ 新しいことにチャレンジする意欲
◇ にぎやかで、仲のよい村づくり
◇ 子供たちがずっと暮らせる地域
◇ 女性が元気な組織は、みんな元気だ
◇ 嫌いな仲間と黒字を出すより、好きな仲間で赤字を出すほうがいい

◇ 本当の豊かさや、大切なことって、何だったっけ
• 『営農組合であっても、協同組合であっても、農業者がお互いを信頼し協力して、
自発的、創造的に取り組んで行かなければ発展するものではない』これは恩師の
鞍田純という先生が書いた全中発行の農業協同組合論の中の一節で、その教えを
引き継いで実践している。
• 現在、いい仲間づくりができている。集落営農で新しいことをやるにはいろいろ
と壁もあるが、心を一つにすればなんとかなるのではないかと思う。
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意見交換
■ ＪＡが直面している課題

【浦野】 間に合わないよね。変革の核にな

【高山】 全中は来年春の全国大会に向けて

る人ができないじゃないかと。

協議案を固めるのに話を行ったり来たりしな
がらやるんだろうけど、仮説を立てるってこ

【高山】 それは各農協が作らないと。ただ、

とを忘れちゃうんだよね。道筋を決めなきゃ

農協が教育機能を自然に発揮していければい

いけないって思い込みがあるから苦しむ。開

いけど、「今日の飯どうやって食うんだ」っ

き直って、修正しながら行けばいいだけの話。

てなる。だから金から自由になりたい。そう

気を付けなきゃならないことは、「全国大会

いうところをもう少し強調してもらいたいな。

でこういう目標が決まって」って、大目標は
それでいいけれども、手段であるはずのこと

【浦野】 JA大会の話、スタンス問題も含め

が目標になってるというのは印象としてはあ

てどうですか。

る。
目先の損得との決別、極論を言えば、お金

【田村】 農協議案は多くのことが書かれて

の世界から自由になる事が一番幸せなんだよ。

いるが、全体を貫くコンセプトが見えにくい。

協同組合としてそういう社会を目指すとか、

農協改革に対する自己改革ではなく、我々自

もっと協同組合っていうものを全面的に出し

身の自己改革が必要。もちろんＪＡによって

ていく時代かもしれない。政権側からいろい

それぞれでよいのだが、共通して言えること

ろ言われているけど、それはそれで反駁して

は何か。それがあるからこそＪＡ大会の意義

行けばいい話だと思う。

がある。副題にあるが、「組合員とともに農

あと、人をつくるって難しいんだけど、例

業・地域の未来を描く」とあり、まさにその

えば中核人材養成研修を県の中央会がやるこ

点だ。今のＪＡ運動は、職員の請負になって

とは間違ってないし経営マスターコースもい

いないか。組合員と役職員が共に考え、共に

いけど、JAで年に1人とか2人とか、マス

汗をかくものとなっているか。

ターに至っては5年に1回くらい出すかって
所もあるよね。そんなことやったって時間が

【浦野】 どこを見て自己改革と言ってる

掛かって、100年経っても100人しか終わ

の？みたいになってしまう。言葉は自己改

らないじゃん。だったらどうするって話で、

革っていうけど、なんとなく人に言われたか

やっぱり実践も必要だけれども理論をきちん

らやるような。

とやれる仕組みを自分たちのなかに作って、
やっていくべきと思うんだよな。間に合わな
いっちゃ。
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意見交換
【高山】 だから俺は、組合員は賢いから、

【高山】 結局は、そこから職員と組合員の

組合員に見透かされたら終わりだよと言って

新しい人間関係が繋がっていく、いろんなこ

る。

とにネットワークが広がっていくことだと思
います。ただ仕事の話だけじゃなくて、農

■ 暮らしの提案と教育文化活動

協っていうジャンルを超えて、こういうイベ

【田村】 高山さんから聞いて思ったんだけ

ントあるけど行ってみないかとか、今度一緒

ど、お金って家族を含めて自分がそれなりに

に行こうとなってくればシメシメだと思う。

生活、幸せに暮らしていければいいわけで
あって、お金にとらわれると本来自分の思っ

【浦野】 職員と組合員の関係を超えたとい

ていること、やりたいことができないなぁと

うか。

いうのはつくづく感じますね。
【高山】 職員が壁を作っているから組合員
【高山】 組合員の暮らし向きとかそういう

が入れない。支所も行きにくいとか。どこか

話を作っていかないといけない。こうあるべ

がこういうことをやろうってやらないと広が

きだっていう暮らしの提案だとか、みんなが

らない。どこかと言っても全中とか家の光し

大切にするものは何か、本物は何かってこと

かないんだけど。

を、教育文化活動を通じてＪＡが主張しても
絶対に違和感がない。ただイベントに終わっ

【田村】 組合員にとっても職員にとっても、

ちゃダメで、1支所1協同活動とかもイベン

農協が幸せな生き方を提案することが大事。

トに終わってるから疲れてる。使命感がない。

直感的にいうと、困っている人たちを一緒に
なって汗をかきながらサポートすることは、

【田村】 何のためにやっているか解らない

やりがいであったり幸せ感がある仕事じゃな

から苦しいわけですよね。

いかなと思う。集落営農も、お互いの仲間意
識を醸成したり、作業が終わった後に一緒に

【浦野】 やらされ感というか。

酒を飲んだり雑談したりとか、そこに幸せ感
【高山】 だから残業代を払えって話になる。

を感じることが多いと思う。教育や老後には

現実的な話ではあるんだけど。そこをもっと

お金が必要になると思うけれど、そのあたり

うまく教育文化活動ということでコーディ

を除けば、お金のかからない幸せな生き方は

ネートできないか。

たくさんある。

【浦野】 例えばハイランドの中で、こうい
う所にヒントがあるっていうのはありますか。
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意見交換

【田村】 必要なものは現金として稼得でき

【牛山】 コミュニケーションについては、

るような道筋を示さなければならないけれど、

Be-NETという職場内情報誌で、農家の皆さ

それだけではない幸せを追求できるような生

んが普通に話す言葉を職員が使えて意味が解

き方、遊び方を提案できるようなものが農協

るようにしようじゃないかとやり始めている。

には一杯あるのに、うまく説明できていない。

例えば畝取りっていう言葉があって、10a当
たり10俵とることをこの辺では畝取りって

【高山】 例えば定期積金だって、大学を出

いうんだけど、若い人たちは意味を知らない

て勤め始めた若い人たちとコミュニケーショ

んだよね。他にも、苗半作だとか秋落ちだと

ンとるにはいいんだよね。一生、毎月1万ず

か。それが4月号で、その前は、1反歩、1畝、

つ積み立てて40年積み立てていくらになる、

1町歩っていう単位。今度は何やろうって担

というやり方をやれば、今の年金がどうのこ

当と話をしてる。

うのという話ではなくなる。それは国家から
自立してるということ。そういう暮らし方の

【浦野】 全組合員訪問みたいな話もあるけ

提案をもっと前面に出してもいいんじゃない

ど、言葉が解らなければ会話できない。現場

か。

目線でやっていけるような動きっていうのを
どう作っていくのか、そういうところができ
ないものかと思う。

■ 組合員とのコミュニケーション
【浦野】 組合員のところに行くきっかけと

【田村】 私も対話するのはいいと思うんで

しての定期積金っていうのは、ずっと関係性

すけど、そこで気づくのが話のネタがないっ

が続くじゃないですか。必ず行かなきゃいけ

てことですよ。じゃあ何の話題で組合員と会

ないわけで。

話するかってなった時に、金融とか共済では
【高山】 必ず満期が来る。満期が来るとま

会話にならないんですよ、正直言って。やっ

た話題が出る。

ぱり農業に結びついた天気の話だとか、子供
たちの教育の話で運動会やってるとか、学校

【浦野】 今の定期積金は口座からの引き落

の先生の話とか、あとおじいさん、おばあさ

としで、いつの間にか貯まってくという世界

んの話ですよね。そういう農業、福祉、教育、

でやってるけど、以前は集金に来ていた。上

皆さんが共通しているような話題をベースに

伊那ではどうですか？

しながら、コミュニケーションしていくよう
にしないと。
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意見交換
■ 職員教育

【浦野】 未だにタテ割りの流れでやってる

【高山】 福祉の話はさ、本体の職員は時々

んだよね。極論かもしれないけど、教育って

ボランティア活動や施設で実習してもらった

いうのは中央会がやることだ、と思っている

りしてるけど、なんで農協が社会福祉法人松

人が結構いると思うんです。そういう観点を

本ハイランドを立ち上げて、これだけの施設

ガラッと変えて、まず基本は自分達がやるこ

や職員を擁するまでになったかってことは誰

とで、その上で中央会をどう使うかに置き換

も知らない。だから一昨年頃から、農協から

えていく。

法人に転籍した人たちを中心に、農協職員に
対して社会福祉法人松本ハイランドの成り立

【高山】 それともう1つ、組合員と職員が

ちとかを職員セミナーでやってもらったり、

同じテーマでも学ぶこと。それが大事。

法人の職員がＪＡのセミナーにも参加できる
ような仕組みを作ってる。そこにはマーケ

【田村】 高山さんが考えた、共通の講座を

ティングもあるし、ファシリテーションの講

設けて、組合員と職員が同じ空間で同じこと

座もあるし、毎年ディズニーシーへ行って、

を学び合うって仕掛けが凄い。お互いに感じ

ホスピタリティの研修に参加させてもらった

たことの感想を述べ合うと、そこにお互いの

りもしてる。

学びなり気づきがあるし、職員の側からする

もう法人が違うから関係ないって思ってる

とそのことによって目線が揃う。組合員のこ

人もいるわけ。農家に行って腰が曲がったお

とをお客様だと思ってるから、同じ地域で暮

ばぁちゃんが出てきた時に、こういうサービ

らす仲間として付き合えないんですよね。同

スを農協の社会福祉法人で持ってますからっ

じ地域の問題であったりとか、同じ農業を考

て話ができる。何してるか知りません、それ

えるって視点においては、お客様も職員もな

はどこにありますかって、それはいけないよ

く同じ仲間だってね。

やっぱり。そういうことを、育つのを待つか、
育てようとするかっていう違いなんだよ。育

【浦野】 そこは、意識的に仕掛けてるわけ

てなきゃダメ。そういう方針をきちっと全部

でしょ？

のＪＡが横串でやって、お互いに持ってるい
【高山】 話したようにクリアにはいかない

い物は、農協間でやればいいじゃない。あそ

けどね。

こうまくいってるの？じゃあ来て話してみて
よとか、情報もらいに行くとか、そういう

【田村】 発想が大事なんですよ。共通の講

ネットワークをもっと。本当にネットワーク

座っていう考え方が。

になってるかい？っていう感じ。
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■ トップリーダーの役割

【牛山】 それはＡ・コープの事業もね。ハ

【浦野】 そこの垣根を越えるような教育っ

イランドは1店舗？

ていうのが目から鱗で、やり方を見てなるほ
どと思った。ハイランドの講師を見てると必

【高山】 1店舗だけ。それは組合員に言わ

ず常勤役員がいるし、上伊那もそうなってる。

せると捨ててきた。何回怒られたかわからな

仕掛け作りはやっぱりトップリーダーだよね。

いけど。

トップリーダー層が旗を振らないとなかなか
【牛山】 ハイランドはそれができたら良

できないと思う。

かったんだけど、上伊那はまだそれを引き
【高山】 中間層がこうしたいと言っても、

ずってる。株式会社に移ったのが5つなんだ

上がそんなことは中央会の仕事だって言って

けれども、まだ小さいのが残っていたりして、

終わりだよ。今は、そういうリーダーは少な

結局まだまだ吹っ切れなくている。

いと思うけど、上が言わないなら下が言わな
【高山】 例えば、別の代替えのサービスを

いとね。

始めないといけないってなる。それだってコ
【牛山】 今、16JAの専務たちと5年先、

ストだから、同じコストかかるんだったら、

10年先の農協のあり方を検討しているんだけ

店をそのままにして皆さんがご機嫌なように

ど、体力のあるうちに先を見て物事を考えな

しておいた方が良いって考え方だってあると

いと、いよいよ困ってからではどうにもなら

思うんだよ。

なくなっちゃうよと。
【田村】 職場の人と話をしていて、生活購
【高山】 連合会も全国連も農協もみんなそ

買や店舗事業、あとデイサービス含めた高齢

うだけど、何を新しくやることについては、

者福祉事業も、事業として帯を結べていない

いろいろな提案があってどんどん採り入れて

ものは、体力のあるうちはやるべきですけど、

きた。だけど、これはやめようとかの議論は

体力がなくなったらやめてもいいんじゃない

してないじゃん。農協の本質的な問題があっ

かって話をするんですよ。ただ私は、農協が

て、一度走り出した自転車をバックできない

農協である以上、事業としての生活購買事業

よね。でも、一度立ち止まって、本当に必要

だとか福祉事業をやめても、組合員を集めて

な物と、なくても誰も困らないものとの割り

やるミニデイであったりとか、お料理教室で

切りができれば、今のシミュレーションは変

あったりとか、そういう協同活動をやめ

わってくると思う。人の配置も変わってくる。

ちゃったら農協はおしまいだよって言い方を
するんですよ。
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■ 福祉事業と協同活動

【高山】 松本は厚生連病院のない所なので、

【牛山】 今度の総代会にかけるんだけど、

松本市立病院と連携をしっかりやるってこと

介護保険事業そのものは継続するんだけれど、

を決めた方が楽だと。今でも連携はしながら

経営組織を厚生連に移管しようと。介護保険

やってるけど、ここ3年くらいの間にしっか

の法律が毎年どんどん変わって、その体制整

り体制つくらないと本当に大変。長野会に任

備からケアマネの研修から何から高度化して

せてしまった方がいいかなと時々思う。

きてJAではもう対応しきれない。JAができ
【牛山】 どっちにしろ、長野会か厚生連か。

なくてもJA組織のなかで餅は餅屋でやって
いただかないと。だけど、厚生連に移管した
からといって、田村課長が言うようなミニデ

【高山】 ハイランドとして頑張ってるけど、

イサービスや、生活相談員ができること、人

なんとなく不安になってきた。

を集めて公民館とか集会所とかでやること、
それはやりましょう。介護保険法に基づくも

【浦野】 医療と福祉サービスを括るってこ

のは厚生連の方へ移そうじゃないか、そうい

とだから、そこはいろんな知恵がでてくる。

うこと。

ただハイランドは昔から健康づくりの協議会
とかを含めて原型を強くやってたでしょ。

【高山】 長野県は農協でやる所はほとんど
【高山】 ベースがあるからね。組合員の組

なくなってきた。小さい所というか、塩尻と

織の中にも入り込んでね。

かあづみとかデイサービスは残る。これから
はデイだけではやっていけない。

【浦野】 土俵があるからってことはあると
思うんだ。

【浦野】 外出しをしながらも活動面はJAが
やる。

■ 業務提携と協同活動
【高山】 医療と連携していない所の福祉っ

【田村】 ＪＡ御殿場は本所の敷地のなかに

ていうのは本当には弱くなっちゃう。そこが

ホームセンターがあって、どう理解していい

一番の悩みで、今やっているのは松本市立病

のかよく解らなかったので、農協が資材購買

院との連携。PT（理学療法士）とかOT（作

店舗やらなくていいのかって組合長に聞いた

業療法士）の所は鹿教湯病院と連携するけど、

ら、同じ物を効率よく売って、組合員が喜ぶ

医療まではもう頼めない。

からいいんだと。
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【田村】 さっきの福祉に関する事業と協同

【牛山】 ほとんどが支所の構内に、Ａ・

活動のように分けるのであれば、採算がとれ

コープの代替店だとかというような、普通の

ない事業であれば閉じてもいいんじゃないか

コンビニなんですけど農協のそういう施設が

と思う。ただ、みんなでやる共同購入、これ

らみで作ってありまして、まだできたばっか

をやめちゃったらまずい。当用の資材提供み

りで最終的に黒字になっているわけではない

たいなやつは、近くにホームセンターがある

んですけれど、そんな取り組みをしています。

なら資材購買店舗を閉じて業務提携して、組

Ａ・コープの代わりなので、例えば冬の漬物

合員の皆さんに提携してることを広報する。

のような時期になると、砂糖の1㎏の袋が20

当然出資に応じて利益はリターンしてもらっ

袋入った大袋っていう通常のコンビニにはな

て、それを使って指導事業をやっていく。そ

い単位で売っている。ですので、お店の中に

ういうことだってあっていいんじゃないかと。

行くと、通常のコンビニの商品と、Ａ・コー
プ商品と、ＪＡ上伊那のオリジナル商品、そ

【浦野】 本県の組織・事業・経営のあり方

れから農産物の直売が僅かであるんですけど

関する論議のなかで、生産購買がなかなか厳

置いてあって、他のコンビニとはちょっと違

しいので、ホームセンターとタッグを組んで

う。結構、若い人も夜勤があったりとかで利

店舗販売はそっちがやって、JAは予約購買

用されていますね。

みたいなものに徹底的に集中化するという交
通整理だってあっていいじゃないかという話

【浦野】 同じ系列のコンビニがハイランド

も出たと聞いている。そういう連携をしなが

にもありましたよね。

らもJAとしてのガバナンスが効いていて、
やるべきことはやってるし、事業も収支が整

【高山】 直売所のアンテナショップみたい

えるように整理していく。今までのような全

にね。少し面積広くして、ファーマーズガー

部抱えなきゃいけないみたいな発想から、

デンやまがたの直売所みたいにしたけど大型

もっと進めないといけないんじゃないか。物

トラックが多いんだよね。

の考えいろいろあるなという、まさにそうい
う時代なのかもしれない。

【牛山】 今、ホームセンターとの業務提携
の話が出ましたが、せっかく広島から上野さ
んも見えられているんで紹介すると、上伊那

ではコンビニとの提携をやってます。
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■ 子会社の職員教育

【高山】 もちろん出向だから給与も一緒。

【牛山】 それともう1つ、職員教育という

例えば協同機械化センターっていう農機具を

ことで悩んでいるというか苦しんでいること

やってる子会社もあるんだけど、本体に戻っ

があります。子会社が現在3つあって、JAの

たり、また子会社に出向したり、出たり入っ

本体から子会社のほうに行ってまた本体に

たりしてる実態がある。何のための子会社

戻ってくるって出向はあるんだけど、子会社

よって意見もあるけれども、やっぱり看板は

は子会社で採用された職員がほとんどで、本

農協なんですよ。葬祭は別にしても、農機

体への出向ってことはまず無い。ようやく中

だって自動車だって、相手は組合員ですよ。

央会も動いてくれて、子会社の職員でも認証

だから、子会社だから違うってことはできな

試験がとれるようになったけど、やっぱり協

い。課題もあることはある。子会社に経営の

同組合組織だとか協同組合運動だとか、そう

プロが育たないとかね。100％子会社が主だ

いう農協に対する基本的な考えというのが子

から、経営陣は全部農協から出向して、農協

会社の職員は比較的できていない。コンプラ

の部長を終わった人に役員で行ってもらった

イアンスについても、子会社の職員は現金を

り、とかはやってる。ただ、ワイナリーは

扱う部分が多いのに、意識が若干弱い面もな

100％子会社じゃないのと専門的な所が多い

いわけではない。いろんな場面で私が出向い

ので直接雇用してます。

て行ってやってきたんですけど、まだまだ心
配があるということです。これから子会社が

まだ増えていく可能性のなかで、子会社の職

【浦野】 子会社の職員教育の面で田村課長
どうですか？

員に農協職員としての部分をいかに教育して

【田村】 そこにビジネスチャンスがあると

いったらいいものかと思ったりしている。

いう意味では関心を持ってました。やっぱり
みんな心配してるんですよ。研修の機会が全
くないし、ローテーションだとかも非常に煮

【浦野】 高山理事長どうですか？

詰まるんですよね。どこの子会社も専業ス
【高山】 子会社は、前には独自採用の職員

タッフ揃えちゃうと非常に小さいムラ社会の

もいたけど、もう全部農協の職員にして全員

中で生きていくようになるんで、少なくとも

出向。それで、農協職員がやることはみんな

教育研修くらいはオープンにして同じように

やる。一斉訪問もやってる。

受けさせてあげるだとか、教育は中央会のほ
うで引き受けましょうか、という機会はある

【牛山】 それはすごい。じゃあ給与体系も
同じ？

なと。
【高山】 やればいいと思うよ。
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■ 賃金処遇の問題
【田村】 人事考課者訓練はあるけど、人の

【田村】 あともう1つ気になるのが、賃金

評価は難しい。人と人には好き嫌いというよ

処遇の問題なんですよね。世の中的にいうと、

り、考え方に関して合う、合わないがどうし

頑張った人間が報われる、賃金にメリハリを

てもある。

つけるべきだという話なんだけれども、僕的
にはそこが解ったような解らないような感じ

【高山】 そんなの1日とか半日くらい人事

があるんですよね。もちろん多少なりとも成

考課の研修やったって、なんで私がって話に

果に対する差があるのはいいですけど、いた

ならないようにするなんてできないよ、悪い

ずらにそれを拡大してくことが本当にいいこ

けど。ただ、そういうものを維持しつつ、で

となのか。結局、仕事ってみんなでお互いに

もやっぱり年功とか経験も活かしつつ、プラ

支え合ってやってる所もあるし。仕事ができ

スアルファを付けてあげる。

る人間がいるのは確かなんですよ。じゃあ彼
らがそんなにたくさん給料あげないと仕事し

【田村】 バランスだよね。あんまり極端に

ないかっていうと、俺はそうは思わないんで

言っても、なんかそこに腑に落ちないってい

すよね。給料はそんなにもらわなくても、実

うか。

力を認めて仕事をあてがってやると元気に
なってやるんですよ。やっぱり認めてあげ

【高山】 ただね、ウチも昇格は簡単にはし

るってことが大事であって、賃金で処遇する

ないよ。現場の職場の長が推薦してこの人が

とか評価してあげることを求めているかって

いいってなったら、レポート書いて試験受け

いうと、あんまりそうとも思えないんだよ

て面接受けて、それで丸をもらった人だけが

なぁ。

なるんだよって。

【高山】 それは言えると思うね。ガチガチ

【田村】 それでいいと思う。そこに殊更大

の成果主義ってうまくいかないんだよ。

きく賃金格差をつける必要はないと思うんで

【田村】 全中でも盛んにメリハリって言う

すよ。

んだけど、頭では解るんだけど腹に落ちない

【高山】 賃金格差がそんなにつかないから

んだよなぁ。

ね、ウチの場合は。

【高山】 評価する側に問題があるのに評価
されたら大変だよ、と思ってる職員がいっぱ
いいると思うよ。
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【田村】 きちっと実力のある人間が昇格し

■ 協同の理念

て課長になり部長になり役員になる。これは

【浦野】 予定時間でいくとあと20分くらい

絶対に組織に必要だけど、それを賃金と結び

なんですけど、上野さん何かありますか。

つけてメリハリをつけるっていうのはどうか
なと。仕事ができる人間っていうのは、機会

【上野】 牛山専務に1つお伺いしてみた

を与えれば喜ぶわけですよ。ちょびっとはお

かったのが、さっき紹介いただいた集落営農

金で処遇、しなきゃいけないけど、あんまり

法人の「私たちの理念」やメッセージは、ど

世の中的にメリハリっていうのはどうか

うやって作られたんですか？「私たちの」と

なぁっていう。

いうのが一番大事なことで、「私たちの理
念」と思わせる、みんなで共有するために、

【高山】 試験もさ、試験問題を内部で作る

発案とか、例えばワークショップのなかでみ

なと。外部に委託して、マークシートみたい

んなで作ったとかあると思うんですよ。これ

にして1時間で何百問って解かせるの。その

は物凄いことだなと思うわけです。これを誰

結果を見ると、こいつ優秀だなってやつは本

かが、仮に中央会が持ってきてあてはめられ

当にトップクラスだよ。それで、じゃあどこ

たら、おそらくみんなのものになってないん

で切るかって話になるじゃないですか。まず

ですよね。これを見て響くわけですよ、僕み

1次試験は平均点以上は欲しいってなって、

たいな第三者が。

平均点以上は合格。それから面接。他にいな
いから受かってもらいたいと思っても、受か

【牛山】 組織を立ち上げるのに、同じ集落

らないやつは受からないんだよ。

でも隣組がいくつかあって、自分の目の黒い
うちは俺の土地は他人には貸さないっておじ

【浦野】 その仕組みは長野県内でハイラン

いさんもいたり、いろいろなことがあったん

ドだけでしょ？

ですけど、幾晩もかけて説明会をやって納得
していただきました。でもメインは私がやり

【高山】 それは知らないけど、調査役に任

ました。この理念を作ったのも私で、中央会

ずる時、係長に上げる時、課長に上げる時、

とかから来たものではなく私が考えたやつを

みんなやるよ。1回そういう刺激を受けない

「こういうふうにしたいよ」と押し付けたわ

とダメ。落とすための試験じゃないんだけど、

けではなく説明をしてやりました。

でもやっぱりダメなものはダメ。
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【牛山】 法人の立ち上げには一部反対の方

【牛山】 若い職員には、これからいよいよ

もあったんですけど、今になれば農地、高齢

日本一になるんだってことや、私自身の夢と

化になって自分ではできないよということに

か希望とかを言っています。若い職員のみな

なれば、必ず法人がこの土地は守ってもらえ

さんは、20年も30年も農協っていう職場で

るよと言えるような体制になったという状況

自分の子どもや家を守っていかなければなら

です。ただ、実際に働く人も高齢化していま

ない。そういう時に、お先真っ暗ではとても

すので、この法人の後継者をいかに作ってい

働いていけないもんで、私たちの職場、農協

くか、というものも大きな課題であることは

にはこういう将来があるって夢をできるだけ

事実です。

語って、自分の想いを若い人に伝えてきたか
なぁと思っているんです。

【上野】 「本当の豊かさや、大切なことっ
て、何だったっけ」という言葉の投げかけは、 ■ 目指すべき将来像
高山さんや田村さんの「金に縛られないで、

【高山】 時間かけてコツコツやらざるを得

自分たちのことはどうするよ」っていう話と

ない。俺は平成10年代にやると決めたこと

同じですよね。これをやっている所に、さっ

を、ただそのままずっとやってきたんですよ。

きの職員がどうＯＪＴみたいな所で関わって

若干、新しさっていうものも採り入れな

いくかという仕掛けづくり。これ職員が読ん

きゃって想いでいろいろ検討もしてきたけど、

だら響くと思いますよ。目から鱗だったんだ

全体がそういうふうにならないと。我々は3

けど、そもそも農協って座学では三位一体っ

年に1回の中期計画とか6年に1回の長期構

て習うけど、やっていることはバラバラ、タ

想って作るけど、その時だけの論議で終わっ

テ割り、碁盤の目みたいに教育もやっている。

てる。3年ごとに考えるんじゃなくて毎年3

共通の講座で職員と組合員が肩を並べてや

年間の計画を作るつもりで、この先どうする

るっていうことはしっかり整理しないと。こ

かをみんなで整理して取りかかっていかない

れは組合員教育というより職員教育の一番

と、今までと全く同じことになるのかなと思

ベーシックな話なのかなって気がしましたね。

うよね。それは農協だけのことじゃなくて、
日本中の会社とか組織は長期構想や中期計画

【牛山】 私は上伊那農協が合併をする1年

を作ることが目的化するから悪い。例えば企

前に旧農協から中央会に出向を命ぜられて、

画会議に長期構想・中期計画のパンフレット

合併事務局長をやったんです。その時に、ど

を持ってきて、何に基づいてこれをやってい

うせ合併するなら上伊那は土壌があるから、

るのか検証しろと。

日本一の農協を目指すような農協を作りたい
と夢を語って22年経ってきた。
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意見交換
【浦野】 そうなんですよね。そこに目指す

【上野】 定年近くなると、正直いって先の

べきものがある。

こととか考えなくなりますよ。

【高山】 自分たちのバイブルとして、そこ

【高山】 今はこうやってモノ言ってるけど、

の計画をきちっとやるべきだってことから始

例えば専務からクビって言われればもう言わ

めないとだめだよね、たぶん。

なくなると思う。自分がトップに立ってて、
10年後にこの法人どうなるの？とか真剣に悩

【田村】 全中なんかもそうだけど、計画作

む。

りは「去年はこんな感じだから今年はこんな
感じです」みたいなものが多いと思います。
変化だとか新しいことだとかって意外と難し
くて、毎日のように考えてないとできないん

ですよね。意外と人間って新しいことを考え
たりするのが面倒くさいから、習慣づけして

【浦野】 まだまだ語りつくせませんが、お
時間となりました。まとめるつもりもないん

だけど、高山理事長から暮らし向きの提案と
か、本当本物って話は非常に重要な話で、持
続可能な社会という話もありましたが、世の
中的にも世界的にもSDGsのように大きな流

いないと難しいんですよ。

れがあるっていう状況です。「成長・成長・
【高山】 発想の転換をしなきゃダメだよね。

金・金・金」みたいな流れからの転換は、事
業って現実もあるから怖いんですけど、農協

【田村】 こういう所に来て意見交換したり、
振り返ってみたりとかね。

が暮らし向きの提案をして、それに向けてい
ろんな事業が組み立てられていく所に舵を切
ることが協同組合らしい、農協らしい取り組

【高山】 今の実態がベースになってるから、
手枷足枷がでてきてるんじゃないかな。それ

みの仕方なのかなって改めて今日は思いまし
た。
上野さんからも現場のお話しも頂きました

よりも10年先にこういう農協を作りたい。
そのためにどういうステージを作っていくの

し、牛山専務からも実践的なことを頂きまし
た。もう1つ大事なことは、協同組合教育と

かってことをやらないと、結局はどこか変
わったんですかってなる。持続可能な社会だ

は、共育であり理念の部分と実践型の部分と
を相まってやらないとやっぱりダメだなって

とかっていうけど、10年後に協同組合がど

ことを、改めて今日は感じた次第です。本日

うあるべきかっていうのが無いとダメ。

は、ありがとうございました。
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