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―対話の着眼点― 

 
 
 

＊「対話の着眼点」をもとに対話する際の参考資料として、別冊「対話の着眼点(参考資料)」を用意しております。 
 
＜❶農業所得の増大・生産基盤の確立＞ 

 ア．所得増大に向けた取り組み 
〇北海道農業は、安全・安心な農畜産物の生産と安定供

給を通じ、消費者が求める幅広いニーズに応え、道⺠・
国⺠の豊かな⾷生活の実現に貢献する⾷料基地として、その役割を担うにふさわしい農業所得を引き続
き確保していくことが必要です。 

〇コロナ禍を端とする農畜産物の急激な需要減少を受け、国⺠の間で関心が⾼まる⾷料安全保障の機運
を取り込みながら、ＪＡグループ北海道が一丸となって需要喚起・消費拡大対策に取り組むことが必要
です。 

〇政府は、温暖化による気候変動や大規模自然災害の増加を受けて、カーボンニュートラルの方針を打
ち出しているほか、コロナ禍を端に今後は社会のデジタル化が加速することが想定されることから、災
害に強い生産基盤を構築するとともに、「みどりの⾷料システム戦略」や「農業ＤＸ構想」について情報
を共有し、適応していくことが必要です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スパイラルアップの構成要素ごとに、農業・ＪＡを取り巻く社会・経済環境の変化や全道各地域
に共通する課題等をふまえ、各ＪＡが等しく組合員とＪＡ役職員との間で共有または議論する事項
を整理したもの。 

 

 世界的な環境負担軽減への動きへの対応策について 
 激甚化・頻発化する自然災害への対応策について 
 農畜産物の安定供給に向けた物流網の維持について 
 営農改善に向けたデジタル化の可能性について 
 水田農業における地域ビジョンの確立について 
 適正な輪作体系の確立について 
 生乳共販の機能について 
 良品質な農産物の安定生産に向けた病害虫対策について 

対話の着眼点 
 



 
 イ．担い手確保、労働力の確保・定着に向けた取り組み 
〇農家⼾数の減少傾向が続く中、地域の生産基盤を維持し、持続可能な農業を⾏っていくためには、新規

就農者等の担い手を始めとした農業従事者を確保していく必要があります。また、生産基盤の低下は、
販売や購買事業の取扱⾼減少等、ＪＡ経営にも直結する課題であることから、地域で連携・協同しなが
ら、担い手の確保・育成に向け取り組んでいくことが必要です。 

〇地域人口の減少が続く中、これまで地域内で労働力が確保できていた産地でも、将来的に労働力を確
保することが難しくなることも考えられます。一方で、コロナ禍により都市一極集中の是正等地方への
関心が⾼まりつつあります。この流れを複業人材であるパラレルノーカーを含めた多様な労働力の安定
的な確保に繋げるために、農業が選ばれる仕事となるよう就業環境の整備や雇用主としての意識改革に
取り組む必要があります。 

また、外国人材の確保にあたっては、コロナ禍により水際対策が講じられるなど、今後渡航制限に係
るリスクを考慮する必要があります。地域で連携・協同しながら、安定的な労働力(人材)の確保に向け
た取り組みが必要です。 

〇労働負担を軽減し農業経営の省力化・効率化や農作業事故リスク低減の手法として、自動操舵システ
ム、ドローン、ロボットによる自動化等、スマート農業の導入があります。地域における導入・推進目
的を明確にし、技術導入を進めることが必要です。 

 

 

 
 
 
 
 
 ウ．⾷の安全・安心に向けた取り組み 
〇ＪＡでは、これまで生産履歴記帳の徹底等により安全・安心な農畜産物を供給してきました。しかし、

国内外において、⾷品衛生法の改正等、事業者による衛生管理の向上が求められていることをふまえ、
生産現場での衛生管理の強化に向けた取り組みが必要です。 

〇農業生産工程管理（ＧＡＰ）に取組むことにより、⾷品安全・労働安全・環境保全に配慮した農業を実
現し、⾷の安全・安心や農作業事故等のリスクを低減させることが可能となります。ＧＡＰとは、「実
施、記録、点検、評価を繰り返しつつ生産工程の管理や改善を⾏う取組み」であることから、改善活動
の実施に向けた取り組みが必要です。 

 
 

 

 新規就農者を始めとした農業従事者の継続的確保について 
 多様な人材確保について 
 選ばれる仕事に向けた就業環境の整備・雇用主としての意識改革について 
 労働力負担軽減や農作業事故防止に向けたスマート農業を始めとした省力

化技術について 

対話の着眼点 

  消費者から信頼される産地の確立に向けた衛生管理の強化について 
 ⾷の安全安心や農作業事故等のリスク低減に向けたＧＡＰの推進について 

対話の着眼点 



＜❷地域における生活基盤の安定＞  
〇これまでＪＡは組合員が農業に専念できる環境を守る生活インフラの

維持・発展の一翼を担うため、ＪＡ事業・地域農業の振興を通じたまち
づくり・地域の振興に取り組んできました。 

〇ＪＡ事業環境の悪化によりＪＡ事業としてその機能を維持することが難しくなってくることが考えら
れることから、組合員の生活を支える事業のあり方のほか地域で健康に暮らすための活動等について検
討していくことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
＜❸・❹人づくり（組合員、役職員）＞                            
〇ＪＡの組織使命を果たすには、協同活動の維持・発展が不可欠であり、

その主人公である組合員とその活動を支えるＪＡ役職員が共に協同の理
念や、ＪＡを利用することによる経済的効果を学び、実践することで協同の成果を実現できます。 

〇人づくりがＪＡの組織使命を果たすための基本的活動であることから、ＪＡの意義や役割、組合員・Ｊ
Ａ役職員の「目指す人材像」について共有を図りながら、その実現に向けたサポートを進めるとともに、
女性農業者の声をＪＡ運営に反映させる手法を検討していくことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 

<ＪＡグループ北海道の人づくりとは> 
 
 
 
 
 
 

〇平成 28 年１月に策定した「ＪＡグループ北海道 人づくりビジョン・実践方策」において基
本方針（下記）と目指す人材像を定め、組合員・役員・職員がそれぞれ育つ人材育成の環境づ
くりを目指しています。 

【基本方針】〜教育重視から学習重視の人づくりへの転換〜 

〇ＪＡグループ北海道は、「自ら学び、気づき、成⻑する」ことが出来る人づくりを実践する。 

〇そのために目標とする「目指す人材像」を描き、「人が育つ学習環境づくり」を促進する。 

  組合員の生活を支える事業のあり方について 
 ＪＡの健康活動の取り組みの推進について 

対話の着眼点 

 

 ＪＡが果たしている役割や機能について 
 農政運動の効果的な展開に向けた意志結集の必要性について 
 女性農業者の声をＪＡ運営に反映させる方法について 
 組合員・ＪＡ役職員が果たすべき役割や目指す人材像について 
 ＪＡ職員が成⻑を実感できるためのサポート方法について 

対話の着眼点 



＜❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確立、ＪＡ収支の安定・確保＞ 
〇信用・共済事業を始めとしてＪＡ経営を取り巻く環境は厳しさを増して

おり、これまでＪＡ経営基盤が安定してきたＪＡでも安定した収支を確
保することが難しくなることも考えられます。組合員の農業所得の増大
等に貢献し続けるＪＡ運営を継続するためには、基盤となるＪＡの健全な財務体質の確立やＪＡ収支の
安定・確保が必要となります。 

〇ＪＡ事業と組合員の営農・生活の関連性を組合員とＪＡ役職員で共有しながら、ＪＡ事業の伸⻑対策、
効率化に向けたデジタル化などに取り組むことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成＞ 
〇北海道農業・農協は、地域住⺠や准組合員、国⺠、消費者からの理解・信頼により

支えられているため、生産活動を通じて国土や生物多様性の保全、水や大気の循環
への貢献等、⾷料供給にとどまらない多面的機能を発揮していることを積極的に発
信し、更なる理解・信頼を得ることが必要です。 

〇情報発信を通じて北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成を図るために、社会的に関心が⾼ま
っているＳＤＧｓへの貢献を通じた社会貢献や北海道の⾷や農を応援し共に⾏動してくれる仲間であ
る「サポーター」づくりに取り組むことが必要です。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 組合員の事業利用とＪＡ損益の関係性について 
 信用事業が総合事業で果たす役割、将来について 
 組合員の営農と生活を支えるクミカン制度の意義について 
 収益向上に向けたＪＡ事業の伸⻑策とコスト削減につながる効率化について 
 ＪＡ事業の効率化に向けたデジタル化の可能性について 

対話の着眼点 

 

 地域住⺠からの理解・信頼を得るためのＳＤＧｓ等の貢献について 
 北海道の⾷や農を応援し共に⾏動してくれる「サポーター」づくりについて 
 地域住⺠・准組合員に向けた情報発信について 

 

対話の着眼点 



<サポーターとは> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは> 

 

 

 

〇北海道の⾷や農を応援し、北海道産の農畜産物・加工品を愛⾷するほかＪＡ事業の利用やイベント
への参加、情報発信等の⾏動をしてくれる仲間を『サポーター』としています。なお、この概念に
は准組合員も含まれます。 

 
【サポーターイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 

〇2015 年に開催された「国連持続可能な開発サミット」で採択された「わたしたちの子孫が、ずっ
と豊かに暮らしているために、わたしたち自身が今やるべきこと。」を定めた⾏動計画であり、国・
企業・個人が一つになって 2030 年までに達成することをゴールとしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



対話の着眼点(参考資料)

令和3年４⽉15⽇時点

※対話する際の参考資料として活⽤するほか、研修会や広報誌などで
ご活⽤ください。

❶農業所得の増⼤・⽣産基盤の確⽴・・・Ｐ３

 世界的な環境負担軽減への動きへの対応策について
 激甚化・頻発化する自然災害への対応策について
 道産農畜産物の安定供給に向けた物流網の維持について
 営農改善に向けたデジタル化の可能性について
 ⽔⽥農業における地域ビジョンの確⽴について
 適正な輪作体系の確⽴について
 生乳共販の機能について
 良品質な農産物の安定生産に向けた病害⾍対策について

ア．所得増⼤に向けた取り組み

 新規就農者を始めとした農業従事者の継続的確保について
 多様な人材確保について
 選ばれる仕事に向けた就業環境の整備・雇⽤主としての意識改⾰について
 労働⼒負担軽減や農作業事故防⽌に向けたスマート農業を始めとした省⼒化技術について

イ．担い⼿確保、労働⼒の確保・定着に向けた取り組み

 消費者から信頼される産地の確⽴に向けた衛生管理の強化について
 食の安全安心や農作業事故等のリスク低減に向けたＧＡＰの推進について
 生乳の衛生管理の向上について

ウ．食の安全・安心に向けた取り組み

目次

-1-



❷地域における⽣活基盤の安定・・・Ｐ10

目次

 組合員の生活を支える事業のあり方について
 持続可能な農業経営に向けた健康管理活動の推進について
 農作業事故等のリスクについて

❸・❹人づくり(組合員、役職員）・・・Ｐ12
 ＪＡの生い⽴ちについて
 ＪＡの有無による農業経営の違いについて
 農政運動の効果的な展開に向けた意志結集の必要性について
 ⼥性農業者の声をＪＡ運営に反映させる方法について
 組合員・ＪＡ役職員が果たすべき役割の再確認について
 人づくりの実践について
 役員が担う役割について
 職員の成⻑像について

目次
❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収⽀の安定・確保・・・Ｐ17
 組合員の事業利⽤とＪＡ損益の関係性について
 信⽤事業が総合事業で果たす役割について
 信⽤事業の将来について
 組合員の営農と生活を支えるクミカン制度の意義について
 収益向上に向けたＪＡ事業の伸⻑策とコスト削減につながる効率化について
 ＪＡ事業の効率化に向けたデジタル化の可能性について

❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成・・・Ｐ20
 地域住⺠等からの理解・信頼を得るためのＳＤＧｓへの貢献について
 畜産由来の温室効果ガス削減について
 北海道の食や農を応援し共に⾏動してくれるサポーターづくりについて
 地域住⺠や准組合員ニーズの事業反映について
 地域の未来を担う⼦供たちへの魅⼒発信について
 地域住⺠・消費者からの道産農畜産物の選択について
 地域住⺠・准組合員に向けた情報発信について
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❶農業所得の増大・
生産基盤の確⽴

世界的な環境負荷軽減への動きへの対応が必要です

 カーボンニュートラル
に向けた政府の動
向を確認し、個人・
ＪＡ・全道レベルで
取り組むことについ
て、検討してみましょ
う

【背景など】
 2020年10⽉、⽇本は「2050年カーボンニュートラル」（脱炭素化）を宣⾔した。農業分野にお

いては、農林⽔産省が「みどりの食料システム戦略」を策定し、その実現に取り組むこととしている。
 農業分野における⽬指す姿には、⾰新的な技術・生産体系の開発を⾏いながら、化学農薬や化

学肥料の使⽤量削減、有機農業の⾯積の拡大などの方向性が⽰されている。

【みどりの食料システム戦略策定にあたっての考え方】（出典︓農林⽔産省）

対話の着眼点̲ ❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴
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激甚化・頻発化する自然災害への
対応策について話し合ってみましょう

 自然災害に対し、個人、地域レベルで被害を最小限に食い⽌めるための対応について
検討してみましょう。

【背景など】
 近年、世界各地での異常気象・気象災害に加え、⽇本各地で地震や異常気象に伴う大規模な

自然災害が多発しており、農林⽔産関係被害も多額化している。
 北海道においても、ここ数年で台⾵や大⾬による被害や、地震による被害が発生し、国⼟強靭化

に向けた対応が急務となっている。

【平成30年・令和元年 北海道で発生した異常気象・気象災害】

対話の着眼点̲ ❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

発⽣日 自然災害 被害状況
令和元年8⽉ 台⾵第10号 ビニールハウス破損、浸⽔被害、⽜舎ガラス破損、⽔⽥に⼟砂流

入
平成30年9⽉ 北海道胆振東部地震 農作物、収穫物、家畜、畜産物、果樹の樹体、営農施設、農協

施設、農地・農業⽤施設、採草放牧地など全道約180億円
平成30年9⽉ 台⾵21号 農作物、果樹、酪農、果樹の樹体、営農施設、農協等施設など
平成30年7⽉ 大⾬（空知、上川、

留萌、釧路、ｵﾎｰﾂｸ）
農作物、収穫物、ハウス、⼟砂流入など4,403ha

平成30年２⽉ 大雪（⽇⾼地方） ビニールハウス破損・倒壊、農作物 など被害額推計約14億

道産農畜産物の安定供給には、物流網の維持が必要です

 道農畜産物の安定供給には、安定した物流体制が⽋かせません。
 ⼀方で、ＪＲ問題やドライバー不⾜など物流網の維持に関する課題が顕在化しており

ます。
 生産現場として、どのような対応ができるか等を考えてみましょう。

【背景など】
 生産現場では、農業生産基盤を維持・強化することにより、農畜産物を安定生産・安定供給して

いくことが求められる。
 ⼀方、道内で生産された多くの作物は海を渡り道外移出されており、強靭な物流網の確⽴が必要

となる。

• ＪＲ北海道の単独維持困難８線区問題
• 北海道新幹線札幌延伸に伴う、⻘函トンネル共⽤⾛⾏問題
• 北海道新幹線札幌延伸に伴う、並⾏在来線問題（⻑万部〜函館）

ＪＲ貨物

問題

• 拘束時間・労働時間の制限
• 少⼦⾼齢化に伴うドライバーの成り⼿不⾜
• 他産業と⽐較し、⻑時間労働・低賃⾦

ドライバー

不⾜問題

【安定供給にあたっての、想定される課題】

対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴
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営農改善に向けたデジタル化について話し合ってみましょう
 コロナ禍を端に社会におけるデジタル化は急速に進むことが⾒込まれます。
 ＪＡグループ北海道も、この変化の波を取り込んでいくため、デジタル化の可能性を研

究するとともに営農改善やＪＡ業務の効率化に向けたニーズを探っています。

対話の着眼点❶̲農業所得の増大・生産基盤の確⽴

【背景など】
 政府は官⺠のデジタル化を進めるために、2021年秋を⽬途にデジタル庁を創設します。
 農林⽔産省も新たな農林⽔産業への変⾰（デジタルトランスフォーメーション

（DX））を実現するため、農業ＤＸ構想（仮称）の策定を急いでいます。

（出典︓農林⽔産省）

対話の着眼点❶̲農業所得の増大・生産基盤の確⽴

地域における将来の水田農業のあり方を検討しましょう
 地域において、北海道⽔⽥農業ビジョンの方向性を踏まえ、地域における⽔⽥農業の

あり方について、改めて地域で検討しましょう。

【背景など】
 需給環境や販売環境が⽬まぐるしく変わる中、北海道は⽔⽥農業ビジョンを掲げ、⽔稲における

10aあたり5万円以上の所得確保、ならびに⽔稲作付⾯積の拡大を⽬標としております。
 ⽔⽥活⽤の直接支払交付⾦（戦略作物助成、産地交付⾦）は畑地化も含め、将来の地域⽔

⽥農業のありたい姿に向かうために措置された予算です。
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適正な輪作体系の確⽴が必要です
 農業所得の増大や、北海道農産物の需要拡大に向けては、収量と品質の安定が⽋

かせません。
 収量と品質の安定化に向け、北海道農業の基本である「輪作」の重要性について再

確認し、それぞれの「適正な輪作体系」について考えましょう。

【背景など】
 近年、⼾当たり経営規模の拡大や、労働⼒不⾜、気象変動等により、北海道全体でみると輪作

のバランスが崩れている。
 輪作バランスが崩れていることが、近年問題となっている病害⾍の発生や、収量のブレにつながって

いる可能性があります。

12,452 

9,646 8,753 7,845 

12,266 

9,431 
8,481 24.4 

29.0 31.2 
34.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

5,000

10,000

15,000

H17 22 27 R2

畑作経営体 畑作農家 平均経営耕地⾯積

畑作農家⼾数と⼀⼾あたり経営⾯積 経営規模別畑作４品の作付割合（H30）

区分 平均 20-30ha層 30-40ha層 40-50ha 50ha-
小⻨ 33.9% 37.0% 31.9% 31.6% 36.4%
豆類 18.3% 15.0% 15.5% 17.3% 20.2%

⾺鈴しょ 21.6% 21.1% 24.7% 22.8% 19.5%
てん菜 26.2% 27.0% 27.9% 28.3% 24.0%

経営規模の拡大とともに小⻨・豆類が増え、⾺鈴
しょ・てん菜が減る傾向

対話の着眼点❶̲農業所得の増大・生産基盤の確⽴

⽣乳共販の機能を再認識したうえで、
より良い仕組みとするには何が必要か話し合ってみましょう

 指定団体による⼀元集荷多元販売は、生乳需給の安定を図りながら、⻑期的に酪
農家の所得を最大化する仕組みとして措置しています。

 酪農家や役職員がその歴史と機能を互いに理解したうえで、仕組みを維持していくこと
が農業経営の安定につながると考えます。

 令和３年度より、年度途中で加入・脱退の申込に係る「全道ルール」が適⽤されます。
（令和２年11⽉に北海道農協酪農・畜産対策本部委員会で決定）

【背景など】
 平成30年４⽉の改正畜安法施⾏により、50年間続いた国の補給⾦制度について大きな⾒直し

がありました。
 指定団体との⼆股出荷者に対しても補給⾦が支払われることとなりましたが、⼆股出荷の件数が

増加した場合、集送乳コストの上昇につながる懸念があります。

生乳共販の主な機能

①価格交渉⼒の強化 ②集送乳合理化によるコスト削減

③⽤途別販売を通じた需給調整機能 ④災害や事故等における迅速な対応

対話の着眼点❶̲農業所得の増大・生産基盤の確⽴

-6-



良品質な農産物の安定⽣産に向けて病害⾍対策が必要です
 将来的に持続可能な畑作農業の展開には、病害⾍対策が⽋かせません。
 病害⾍の予防に対しても、適正な輪作体系の確⽴が重要となります。
 良品質な農産物の安定生産に向け、輪作の徹底、適期作業による防除等に努めま

しょう。

【背景など】
 近年、⻨のなまぐさ⿊穂病やコムギ縞萎縮病、⾺鈴しょにおけるシストセンチュウ類、てん菜の褐斑

病・⻄部萎⻩病など、重要な病害⾍が発生しています。
 重要病害⾍の発生は、基幹作物の収量に影響を与えるだけでなく、シストセンチュウ類のように、

防除に⻑期間要したり、生産物の流通が制限されるなど産地形成にまで影響を与えます。
 病害⾍の予防に向け、適切な対策を励⾏していくことが重要です。

近年問題となっている病害⾍（例） ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳの発生状況

発生市町村
13市40町３村
（平成30年3⽉末現在）

年 発生⾯積
S54 2,134
S60 4,274
H2 6,301
H7 7,885
H12 8,666
H17 9,437
H22 10,599
H27 11,260
H30 11,357

病害⾍ 課題

⻨ コムギ縞萎縮
病

主⼒品種である「きたほなみ」が縞萎
縮病耐性「やや弱」
縞萎縮病発生地において、きたほなみ
の作付減少

⾺鈴
しょ

ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼﾛｼｽﾄ
ｾﾝﾁｭｳ

有⼒な抵抗性品種が無い
防除区域内で適正な輪作体系が組
めない

対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

地域の⽣産基盤を維持するため、新規就農者等を
始めとした農業従事者を継続的に確保する必要があります

 地域における将来の農業従事者の推移について、分析を⾏いましょう。
 分析の結果、農地の有効活⽤が難しくなることが想定される場合には、その対応策に

ついて検討してみましょう。
 対応の⼿法には、農外からの新規参入者の確保、親元就農者の確保や経営承継の

取り組みの強化等様々な方法があります。地域にあった⼿法について検討してみましょ
う。

【背景など】
 全道的な傾向として、農家⼾数は減少傾向にあります。これまでは、担い⼿への集約による規模拡

大により耕地⾯積を維持してきましたが、今後難しくなることも想定されます。
 北海道全体の農外からの新規参入者については、増加傾向にあるものの、親元就農を含めた新

規就農者全体については、近年減少しています。

【農家⼾数、農業就業人⼝等の推移】 【コロナ禍における道内の雇⽤情勢への影響】
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対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

労働⼒不⾜が深刻化する中、
多様な人材の確保に向けた取り組みが必要です

 現状の地域における農業者とＪＡ施設の時期別の雇⽤労働⼒の必要量について調
査・分析をし、地域で安定的に人材を確保するための⼿段について検討してみましょう。

 農業労働⼒として考えられる人材は、地域内外の他業種人材、外国人材の活⽤、農
福連携の取り組み等、多種多様です。地域にあった⼿法について検討してみましょう。

【背景など】
 北海道の人⼝推移を⾒ると、平成9年をピークに減少傾向で推移し、平成７年から27年までに約

5.5％減少しています。これまで地域内で労働⼒が確保できていた産地でも、将来的に労働⼒を
確保することが難しくなることも考えられます。
 外国人技能実習生は、令和元年度まで増加傾向にありましたが、令和２年度は政府の⽔際対

策で、技能実習生等の入国に大きな影響がありました。令和３年度以降も、渡航制限に係るリス
クが懸念されます。

【検討にあたっての考え方(イメージ)】

通年雇⽤を前提とした人材（例︓地域内外の他業
種人材、外国人材等）

季節雇⽤を前提とした人材
（例︓パート・アルバイト等）

地域の必要労働⼒を調査・分析し
地域にあった人材確保の⼿法を検討︕

(地域の必要労働⼒)

固定的な必要労働⼒

季節的な労働⼒

対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

農業という仕事をより魅⼒のあるものにするために
就業環境等の⾒直しが必要です

 家族経営では、⼀般的に家庭と職場の境界があいまいになりがちです。
 ⼀方で、パート・アルバイトを含め農業に従事する人たちの多くは、⼀般の他業種と同

様の労働環境・労務管理・福利厚生・労働安全を求めています。
 これらに対応するため、人材の雇⽤に向けた研修会の開催や労働環境の改善に向け

簡易トイレの設置等に取組んでいる事例があります。
 自分たちの地域に⾜りないものはないかを働く側の視点に⽴って検討してみましょう。気

持ちよく農業現場で働いてもらうことは、農業のサポーターづくりにもつながります。

【背景など】
 農業は、労働基準法のうち労働時間・休憩・休⽇の規定について、適⽤除外となっておりますが、

働き方改⾰が進んでいる中、優秀な人材を確保するためには他産業並みの対応が必要です。
 農業は家族だけで作業が完結することも多く、雇⽤主としてのマナー(相⼿への心遣い)が弱くなりが

ちです。

【検討が必要な項⽬】

労働時間
適切な休⽇の明⽰
休憩時間の確保

時間外労働と割増賃⾦

労働契約
労働条件通知書の交付

就業規則の整備
同⼀労働同⼀賃⾦

社会保険・労災保険
社会保険の加入
労災保険の加入
健康診断の実施

職場環境
トイレ・着替場の設置
上⼿な指⽰・命令

雇⽤主のマナー向上
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対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

労働負担の軽減・農作業事故防止に向けてスマート農業を始め
とした新たな省⼒化技術の導⼊について話し合ってみましょう

 労働負担を軽減し、農業経営の省⼒化・効率化の⼿法として、自動操舵システム、ド
ローン、ロボットによる自動化等、スマート農業の導入があります。

 ⼀方で、スマート農業の導入により作業時間の軽減やデータの効率化が図られるもの
の、機械費が増加する等の課題もあることから、地域における導入・推進⽬的を明確
にし、導入する技術について検討を⾏ってみましょう。

【背景など】
 トラクターの自動⾛⾏に⽋かせない⾼精度の位置情報を提供する「ホクレンRTKシステム」が、平成

31年４⽉よりサービスを開始しています。令和3年3⽉現在で55ＪＡ、42基地局、約3,300ID
が登録となっており、ここ２年で利⽤者は約３倍となっています。
 北海道におけるGPSガイダンスシステムの導入実績は令和元年度までの累計で１万４千台となっ

ており、ここ３年で倍増しています。

【スマート農業の効果】

①作業の自動化 ロボットトラクタ、⽔⽥の⽔管理システムなどの活⽤により、
作業を自動化し人⼿を省くことが可能に

②情報共有の簡易化 圃場の情報や作業の記録をデジタル化・自動化し、熟練
者でなくても生産活動の主体になることが可能に

③データの活⽤
ドローン・衛星によるセンシングデータや気象データのAI解
析により、農作物の生育や病⾍害を予測し、⾼度な農業
経営が可能に

対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

消費者から信頼される産地の確⽴に向けて
衛⽣管理の取り組みを強化する必要があります

 農業者やＪＡが、食品の製造・加工・販売する施設を保有する場合は、原則としてＨ
ＡＣＣＰに沿った衛生管理や食品事業者として営業許可や届出が必要となります。

 制度の対象とならない場合でも、人に害を及ぼす「微生物(カビやウイルス)」、「化学物
質(農薬・カビ毒)」、「異物(⾦属・ガラス)」等の危害要因が農作業のどこで混入する
可能性があるか、それを防ぐためにはどのような対応ができるか等を考えてみましょう。

【背景など】
 食を取り巻く環境変化や国際化に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年６⽉13⽇に

改正食品衛生法が交付され、事業者による衛生管理の向上(ＨＡＣＣＰ制度の義務化)、実態
等に応じた営業許可・届出制度等が措置されました。
 ＪＡグループ北海道では、法改正を踏まえ平成31年開催の北海道農協食の安全・安心確保対

策本部委員会で今まで以上に衛生管理の強化を図ることを全道の共通認識として確認しています。

【生産者から食卓へつなぐ安全のバトン】

生産者
ＪＡ 流通 小売

外食 消費者

食品の衛生・安全性については、生産から食卓まで、みんなで安全性を保つ必要があります。
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対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

食の安全・安心や農作業事故等のリスクを低減させる取り組みとして
農業⽣産⼯程管理(ＧＡＰ)を推進しています

 ＪＡグループ北海道では、ＧＡＰの取り組みを推進するため、主要品⽬においてＧＡ
Ｐの取り組み項⽬を記載したチェックシートの配布・回収を⾏っています。

 ＧＡＰの取り組みにあたり、チェックシートに記入することも大事ですが、その中で実施
できなかった項⽬を次年度以降どのように改善していくことが大切です。このため、チェック
シートの集計結果に基づき、次年度以降の改善点について、検討してみましょう。

【背景など】
 農林⽔産省は令和12年までに、ほぼ全ての産地で国際⽔準ＧＡＰが実施されることを⽬標とし

ています。
 ＨＡＣＣＰ制度化により、原料としての農作物にもより⾼い安全性が求められる可能性があります。
 欧米を中心とした世界の食品小売・製造事業者において、ＧＦＳＩ(世界食品安全イニシアティ

ブ)承認認証規格による認証が取引条件となりつつあり、今後生産現場における対応が必要となる
可能性もあります。

【ＧＡＰの実施例】

⽣乳の衛⽣管理はなぜ必要か、
どうすれば衛⽣管理が向上するか話し合ってみましょう

 衛生的乳質の向上は、所得の向上にもつながります。搾乳⼿順の励⾏、乳房炎罹患
⽜の早期発⾒・早期治療などに取り組むことで乳量の増加が期待できます。

 また、抗菌性物質残留や異物混入等による生乳廃棄事故件数は、減少傾向にある
ものの毎年発生している状況です。

 抗菌性物質の残留事故はマーキングの徹底や従業員間の情報共有の徹底、洗浄⽔
混入事故はホース抜き忘れの確認等、⽇頃の作業確認の徹底等で防⽌できるものが
多くあります。

【背景など】
 コロナ禍で国産農畜産物の

価値が再認識される中、生
産現場には安全安心に係る
取り組みが重要です。

 ＪＡグループ北海道では、
ＧＡＰを「する」の取り組みの
定着を掲げており、食品安全
もＧＡＰ項⽬に含まれていま
す。

対話の着眼点̲❶農業所得の増大・生産基盤の確⽴

-10-



❷地域における生活基
盤の安定

組合員の⽣活を⽀える事業の将来について
話し合ってみましょう

 ＪＡの⾏う生活を支える事業は、正組合員だけではなく准組合員等の地域住⺠にも
利⽤され、地域によってはライフラインとして無くてはならない存在となっています。

 ⼀方、全道的に人⼝が札幌へ集中しつつあるため、地域人⼝の減少に伴って多くのＪ
Ａでは生活を支える事業の取扱いが減少傾向となり、⾚字に陥る例もあります。

 生活を支える事業が地域において果たしている役割と、将来を⾒据えた収支のあり方に
ついて考えてみましょう。

【背景など】
 ＪＡの大きな収益源である信⽤事業収益は⻑引く低⾦利情勢により悪化が⾒込まれます。また、

組合員⼾数や地域人⼝減少により、他の事業の取扱⾼も減少が予想されます。
 ⾦融情勢の⻑期低迷などから、国はＪＡの財務状況の監視を強めることとしています。

生活を支える事業の例

対話の着眼点̲❷地域における生活基盤の安定
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持続可能な農業経営を営むために
健康管理活動の推進が必要です

 ⽇本においては少⼦⾼齢化が顕著で、全人⼝に占める15歳未満人⼝の割合は12.5％（2015年）から
10.7％（2045年）に減少する⼀方で、65歳以上人⼝の割合は26.6％（2015年）から36.8％（2045
年）に大きく増加します。

 すでに⾜を踏み入れた⾼齢化社会は、2040年に⾼齢者数がピークを迎え、2045年の北海道人⼝は、現在よ
り約3割減少し、利⽤者も働き⼿も確保することが困難となることが予想されます。

 1958(昭和33)年以降、⽇本の三大死亡原因は、がん、脳卒中、心臓病となり、いわゆる成人病が独占する
こととなり、成人病予防のための早期発⾒・治療に向けた検診として、旭川厚生病院に2泊3⽇の短期人間ドッ
クを初めたのが厚生連における検診の始まりです。

 1965(昭和40)年に、JA共済連との連携により成人病巡回検診⾞を初めて導入し、検診⾞「すずらん号」とし
て、本部を基地として全道を⾛り回り、各地域からの実施要請により検診⾞を増⾞し拡大してきました。

 すべての人がいきいきと自分らしく生きるために、地域社会に貢献できる体と心の健康が
大切です。

 疾病等の早期発⾒・治療・健康状態の維持に向け、健康管理活動を推進しません
か?

対話の着眼点̲ ❷地域における生活基盤の安定

セルフメディケーション

(家庭配置薬)

健康管理活動

(巡回ドック)(人間ドック)

農作業事故等のリスクを考える必要があります
 直近10年で農作業事故による負傷者は約23,000名発生しております。

 うち、道内における死亡事故は年間で20件前後発生しており、死亡事故は131人に
1人の割合で生じています。

 農作業事故防⽌に向けた取り組みと同時に、万が⼀の備えについても検討してみま
しょう。

【背景など】
 農業者を取り巻くリスクは、「農業経営を営む上で生じるリスク」に加え、「法人化・大規模化するこ

とで生じるリスク」・「６次産業化することで生じるリスク」など増大・多様化している。
 ＪＡの共済事業では、リスクチェックや対策提案のために「農業診断リスク活動」を展開している。

対話の着眼点̲❷地域における生活基盤の安定

【道内の農作業事故件数の推移】

農作業中傷害共済
特定農機具傷害共済

等の共済があります
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❸・❹人づくり
（組合員、役職員）

私たちの「農業協同組合」について再確認が必要です

 私たちのＪＡの生い⽴ちについて確認しましょう。
 ＪＡの役割は、農業の生産⼒を⾼める、組合員の農業所得を向上させる、地域社会

を活性化させる、といったことへの貢献です。
 （ＪＡを含む）協同組合の組合員は、出資者、運営の参画者、事業の利⽤者の三

つの顔を持ちます。「組合員の三位⼀体性」
 ＪＡと地域社会を拠り所に、その⽬的をどう実現していくか。10年後、20年後の将来

を⾒据えて話し合いましょう。

【農業協同組合法】
第一条 この法律は、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
を図り、もつて国⺠経済の発展に寄与する
ことを⽬的とする。

対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）
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ＪＡの有無による農業経営の違いについて
話し合ってみましょう

 農業を営むうえで業務は多岐に亘ります。生産活動や農畜産物の販売、資
材の調達、資⾦調達、リスク管理、⾏政への補助事業申請などです。また、
組合員がＪＡに結集することで農政運動が実現します。

 下の図はこれを図解してみました。

【背景など】
 我が国では戦後の農協（ＪＡ）設⽴時より、生産者は組合員としてＪＡを設⽴・運営

することで、農業経営に関する多くの業務をＪＡに委託し、組合員自らは生産活動に
専念することで、農業所得の増⼤や農業生産⼒の向上を図ってきました。

生産
活動

経営
リスク
管理

販売・
資材
調達

補助事
業申請

新技術
収集

資⾦
調達

生産者
（農業経営）

多岐に亘る業務を管理多岐に亘る業務を管理

ＪＡ【協同組合】生産者【組合員】

農政
運動

共済
事業

販売・
購買
事業

補助事
業申請
支援

技術
指導

融資・
クミ
カン

生産
活動

ＪＡは必要な職員や施設に投資

自ら協同組合を設⽴・運営 農業経営の一翼を担う農業経営の一翼を担う

⽣産活動に専念⽣産活動に専念

=

ＪＡ利⽤の有
無による農業
経営の違い 組合員はＪＡを設⽴・運営、農業経営

における業務を委託（アウトソーシング）

対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）

農政運動の効果的な展開に向けて
ＪＡに意志を結集しましょう

 協同組合は、同じ⽴場や境遇にある者が集うことで意志や願いを実現する
組織です。これを協同の成果と呼びます。組合員がＪＡに意志を結集する
ことで農政運動が実現します。

 ＪＡグループ北海道では、グループを代表して各作⽬別対策本部やＪＡ北
海道中央会が国会議員や関係省庁等に対して政策提案を⾏います。

 農政運動は、組合員の意志結集無くしては成⽴せず、この意志が⼤きな後
押しとなって、様々な制度改正や補助事業の獲得につながっています。

全道の各作目
別対策本部

政策提案
関係省庁との折衝

地区農協組合⻑会
Ｊ Ａ

組合員の意志や願い

意
志
結
集

農政
運動

共済
事業

販売・
購買
事業

補助事
業申請
支援

技術
指導

融資・
クミ
カン

生産
活動

ＪＡ【協同組合】生産者【組合員】

対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）
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多様な視点によるＪＡ経営を展開するために、
⼥性農業者の声を反映させる必要があります

 男⼥共同参画に関して、ＪＡグループ北海道では、第28回北海道大会決
議を踏まえ、⼥性のＪＡ参画についてステップアップ方式を進めています。

 ＪＡ経営に⼥性農業者を反映させることの効果（全国の例）

ステージ１
・ＪＡについての勉強会
・ＪＡ役員との懇談会

ステージ２
・正組合員へ加入

ステージ３
・ＪＡ総代に就任

ステージ４
・ＪＡの役員等に就任

・⼥性農業者の⽬線で農業生産物の販売方法等について意⾒が出るようになった。
・⾦融店舗のカウンター（記載台）に椅⼦が置かれるようになった。
・空き店舗を⼦育て広場に活⽤するようになった。
・店舗内外の美化運動や職員の接遇態度など⼥性の視点からの指導及び役職員の⼥

性部活動への関心が⾼まった。⼥性⽬線に⽴った店舗づくりに取り組めた。
（ベビーベットの設置等）

対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）

組合員

職 員

役 員

組合員・役員・職員が果たすべき役割等について
再確認が必要です

 農協は、組合員の農業経営に関する多くの業務を受託していることから、
組合員とＪＡは一体になって農業を経営しているとも言えます。

 「ＪＡグループ北海道の⽬指す⼈材像※」を参考に、組合員・役員・職員が
果たすべき役割や機能を再確認してみましょう。

※平成28年1⽉「ＪＡグループ北海道 人づくりビジョン・実践方策」

ＪＡグループ北海道が⽬指す人材像

❶ 協同の理念を理解し、ＪＡ運営に積極的に参画・提⾔できる人
❷ 自主性と自⽴心のある人
❸ 協同活動を通じて営農技術、農家経済、生活及び地域の発展向上を⽬指す人
❹ 問題解決能⼒、創造性、実践⼒を有する人
➎ 組合員の役割を誠実に実⾏できる人

❶ 協同の理念、人づくりや職場づくりの重要性を理解し、ビジョンを提⽰しそれに導く強いリーダーシップのある人
❷ 役員の職責を自覚し、率先垂範して自⼰練磨できる人
❸ 的確な意思決定⼒と大局観のある判断⼒、周囲の巻き込み⼒、コミュニケーション⼒のある人 など

❶ ＪＡの経営理念を理解し、トップの思いを実践しようと努⼒する人
❷ 組合員に信頼され、常に組合員の⽴場・⽬線に⽴って考え、⾏動できる人
❸ 現場に出向き、組合員と親密かつ人間味ある誠実な対応ができる人
❹ 組合員に必要な情報提供や助⾔が的確にできる専門性の⾼い人
特に管理職は、
➎ 信念と愛情を持って部下の育成に努めることができる人
❻ ⾵通しの良い活⼒ある職場づくりに努めることができる人 など

対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）
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対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）

組織は人なり︕ＪＡでどのように実践するか話し合ってみましょう
 組織の⼒は人の⼒次第、と⾔われ、例えば経営資源と⾔われる「人・物・⾦・情報」のう

ち人だけが他の要素を司ります。また、人だけが未来へ向かう⼒を持っています。
 さらに、ＪＡをはじめとする協同組合は「人的結合体」と⾔われますが、ＪＡでの人と人

との結びつきは、個人よりも大きな⼒を発揮できます。
 ＪＡに関わる人がそれぞれ人間⼒を⾼め、かつ⽴場を超えて協同する組織は、どのよう

に実践できるでしょうか︖

【背景など】
 デジタル技術の伸展により、10〜20年後には現在ある職業のうち半数近くはＡＩ（人工知

能）が⾏うようになるともいわれる中、ＪＡではＡＩには到達不可能な領域で、人間らしく組合
員と役職員が接し、職員が人間ならではのサービスを⾏うことが望まれます。

・対人能⼒
チームビルディング・ファシリテーション・コーチング等

・業務遂⾏能⼒
セルフマネジメント・プレゼンテーション等

・人間⼒
協同組合理念・道徳心・倫理観・ホスピタリティ・地域貢献等

基幹能⼒の例

対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）

役員が担う役割はどのようなものか話し合ってみましょう
 役員（理事・監事）には毎⽉理事会に出席してＪＡ運営を協議し、組合員に伝え

る役割があります。
 総(代)会をはじめ、地区懇談会等の諸⾏事や⽇常の組合員や職員との接点など

様々な場⾯で、役員が担う役割はどのようなものか、考えてみましょう。
 またＪＡカレッジ等ＪＡグループ内の研修のほか、視察研修や異業種との交流会など、

新しく視野を広げる機会が役員に十分提供されているでしょうか。

【背景など】
・⼈づくりビジョンで設定した⽬指す役員像では、役員自らが⼈づくりの重要性を理解

しリーダーシップを発揮すること、役員の職責を自覚し自己錬磨できることをかかげ
ています。

・一⽅、ＪＡにおいては役員のなり⼿不⾜や役員の関与した不祥事の発生、次世代の
リーダー育成体系が未整備などの課題があります。

・経営理念・ビジョンの確⽴（協同理念の伝承も含む）
・人づくり・職場づくり
・⽇常的な経営管理（マネジメント活動）および経営統制
・組織・事業の構造改⾰
・リーダーシップの発揮
・組合員ニーズを汲み上げ理事会等へ提案 など

役員の役割・機能の例

-16-



対話の着眼点̲❸・❹人づくり（組合員、役職員）

どんな職員に成⻑してほしいか話し合ってみましょう
 ⽇ごろ接するＪＡ職員はどんな成⻑をしているでしょうか︖ＪＡは人材育成にどのよう

に取り組んでいるでしょうか︖
 職員が成⻑を実感できるための、周囲のサポートにはどのようなことがあるか、考えてみま

しょう。
 また職員は自らのこととして、入組してからこれまでの成⻑を踏まえ、今後の「なりたい自

分」をイメージしてみましょう。
⽬指す職員像への
人材育成サイクル 【背景など】

 ＪＡではどの部署でも事務量が増大して
おり、十分に組合員と接する機会が取れ
ないことから、誰のために何のために働くの
かが分からなくなり、仕事の意義を⾒失う
悪循環が懸念されます。
 近年、若年層職員の離職増加や不祥事

発生が続いていますが、その⼀因として職
場環境の悪化や人材育成の停滞が考え
られます。
 ⼀方、全国のＪＡや企業では人づくりに

⼒を入れて活⼒ある職場を実現している
事例があります。

❺・❻
ＪＡの健全な財務体質の確⽴、
ＪＡ収支の安定・確保
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ＪＡ収⽀の仕組みを部門別に確認し、
組合員の営農・⽣活との関わりについて話し合ってみましょう

 ＪＡの⾏う総合事業は、⿊字の部門も⾚字の部門もあり、補完し合って成り⽴っていま
す。あなたのＪＡではどのような状況でしょうか︖

 またＪＡ損益は、組合員が事業利⽤することによる収益や⼿数料をもとに成り⽴ちます。
たとえば豊作の年、ＪＡでは収支がどのように変化するでしょうか︖

【背景など】
 農業生産者や地域住⺠が減少するとＪＡ取扱⾼も減少します。そのような中、もし恒常的に⾚字

の部門がある場合は、料⾦料率の設定等収支の状況を点検する必要があります。

部門別損益（5か年平均・全道合計） 農畜産物

販売部門︓販売⼿数料が増︖減︖
利⽤部門︓施設利⽤料⾦が増︖減︖
信⽤部門︓貯⾦預け⼊れが増︖減︖
共済部門︓共済契約が増︖減︖
購買部門︓⽣活店舗供給が増︖減︖

豊作︕︕

対話の着眼点̲❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収支の安定・確保

対話の着眼点＿❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収支の安定・確保

総合事業における信⽤事業が果たす役割について
話し合ってみましょう

 信⽤事業はＪＡ事業の⾎液である「お⾦」を各事業に循環させ、円滑に進める役割を有します。
 営農に必要な運転資⾦や設備資⾦など、信⽤事業における資⾦供給が農業の再生産を支援し

ています。
 信⽤事業は⾦融機関としての必要な体制を整え、地域の皆様の生活インフラとしての役割を担っ

ています。

【背景など】
 平成26年に規制改⾰会議よりＪＡからの信⽤事業分離の提⾔がなされ、ＪＡが信⽤事業の

負担を減らし、人的資源を経済事業に向けるよう強く求められている情勢にあります。
 これに対し、ＪＡグループ北海道として自⼰改⾰プランを策定し、ＪＡの事業運営は、「経済

事業、営農事業と⾦融事業を⼀体的に機能させて⾏くため、総合事業体として更なる機能強
化を図る」ことを基本としております。

農産物の概算金払いや共同利用施設等の必要資金を、総合事業の中の資金循環で
活用しています。

播種から収穫までの運転資金や、機械や施設投資に係る設備資金を信用事業にて
速やかに対応しています。

年金のお受け取りや公共料金のお支払、マイカーローンや住宅ローンのご融資な
ど地元の皆様の様々な生活の応援を行っています。
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対話の着眼点̲❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収支の安定・確保

信⽤事業の将来について話し合ってみましょう
 地域の発展に寄与するため、貸出等の資⾦仲介機能の更なる強化を図ります。
 ＩＴ化の進展によるインターネットバンキングなどのキャシュレス機能の普及により利便性を向上さ

せて⾏きます。
 併せて、店舗事務の軽量化と事業運営の効率化を⾏い、営農計画やライフプランのサポートをよ

り強化して⾏きます。
 これらを実現し、ＪＡが組合員より選ばれる存在となり、次世代・次々世代との取引が広がること

を⽬指します。

【背景など】
 ⻑期にわたる低⾦利環境により、⾦融機関の収益率は低下してきており、地域⾦融機関として

地元での資⾦需要に応えて⾏く役割が今後益々重要となります。
 ⽇本政策公庫の無利⼦化資⾦が浸透する⼀方、ＪＡ貸出⾦シェアが低下しています。
 ＩＴ化によるサービスの向上と、次世代を含めた組合員とのコミュニケーションの強化により、ＪＡ

がメンバーシップバンク（協同組合⾦融機関）としての役割を更に発揮して⾏く事が重要です。

インターネットバンキングの
普及状況

メガバンク 40〜50％
大手地方銀行 10〜20％
ゆうちょ 8.5%
ＪＡバンク全
体 1.3%

※農林中金調査

※ＪＡは2019年3月末時点

ＪＡ信用残高対日本公庫残高 （億円）

平成21年度令和元年度 差 比率

ＪＡ貯金残高 29,170 35,235 6,065 20.8%

ＪＡ貸付金残高 7,864 7,143 -721 -9.2%

日本政策公庫残高 3,511 5,718 2,208 62.9%

個人貯金年齢別シェア
顧客数 貯金残高

30歳未満 9.9% 2.2%

50歳未満 23.9% 11.3%

65歳未満 23.4% 22.2%

65歳以上 42.6% 64.3%
※2019年12月末実績（北海道全体）

組合員の営農と⽣活を⽀えるクミカン制度の意義の
再確認が必要です

 組合員とＪＡを結ぶ絆であるクミカンは、昭和36年に始まった、北海道のＪＡにしかな
い制度です。

 組合員にとっては営農・生活資⾦の計画化・安定化に寄与し、利便性が⾼い受け払い
⼿段であると同時に、ＪＡにとっては広く組合員ニーズをとらえる情報集約や事務効率
化の側⾯があります。

 クミカンを通じたＪＡにしかできない価値の提供について、考えてみましょう。

【背景など】
 運⽤次第で薬にも毒にもなるクミカン。営農情報の集約と分析により⾼度な経営管理が可能となる

⼀方、安易な資⾦供給による負債増加が課題です。
 ＪＡグループの外から、クミカンを廃⽌せよとの圧⼒が発生しています。

⽣活資⾦
・日々の出費

⽣産
・資材購買 ・施設利⽤

営農計画
・作付け計画

〜資材・施設・販売
・生活資⾦

〜現⾦・貯⾦・共済

販売
・代⾦⼊⾦

貯⾦・共済
・将来への備え

クミカン情報
集約資料の提供

等々
毎年反復

営農管理報告票
(収⼊)    (支出) 
-------- --------

クミカン報告票
毎月の取引明細
-------- --------
--------

対話の着眼点̲❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収支の安定・確保
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対話の着眼点̲❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収支の安定・確保

組合員の事業利⽤とＪＡの損益との結びつきを理解し、
ＪＡ事業の伸⻑策と効率化を考えることが必要です

 ＪＡでは正組合員である農家⼾数が減少の⼀途をたどり、各事業に影響が及んでい
ます。組合員の事業利⽤がＪＡの損益にどう結びついていくのか、理解を進めましょう。

 例えば作物が豊作だった年には、ＪＡの各部門損益にはどのような影響があるでしょう
か︖

 ＪＡの収益アップにつながるような事業伸⻑方策はどんなものが考えられるでしょうか。
 ⼀方、コスト削減につながる効率化の方策はどうでしょうか。

【背景など】
 ＪＡの大きな収益源である信⽤

事業収益は⻑引く低⾦利情勢に
より悪化が⾒込まれます。また、組
合員⼾数減少と地域人⼝減少
から、他のＪＡ事業の取扱⾼も
減少が予想されます。
 そのような中でも、ブランド化や契

約販売など、販売事業における取
扱量増加の事例があります。
 また、合併後の旧ＪＡの枠組み

を取り払った拠点統廃合によりコ
スト削減した事例があります。

デジタル技術を活⽤することで
JA事業の効率化が期待できます

 コロナ禍を端に社会におけるデジタル化は急速に進むことが⾒込まれます。
 デジタル技術を活⽤することで、組合員がより便利になったり、JAでは定型的な業務に

かかる人員を削減し、他の部門で人員を活⽤することが期待できます。
 ＪＡ事業でのデジタル技術の活⽤はどのようなことが考えられるでしょうか。

対話の着眼点̲❺・❻ＪＡの健全な財務体質の確⽴、ＪＡ収支の安定・確保

【背景など】
 政府は官⺠のデジタル化を進めるために、2021年秋を⽬途にデジタル庁を創設します。
 農林⽔産省も新たな農林⽔産業への変⾰（デジタルトランスフォーメーション

（DX））を実現するため、農業ＤＸ構想（仮称）の策定を急いでいます。
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❼北海道農業やＪＡに関
する地域住⺠理解の醸成

地域住⺠・国⺠からの理解・信頼を得るために
ＳＤＧｓへの取り組みについて話し合ってみましょう

 SDGｓは、2015年に国連が全会⼀致で採択した⾏動計画です。
 私たちの⼦孫が、ずっと豊かに暮らしていくために、私たち自身が今やるべきことを17個

に分類したもので、2030年に向けて世界が合意しました。
 組合員の営農やＪＡの事業や活動と関連しています。紐づけてみましょう。そして、重

点分野、重点事業を考えましょう。
 相互に助け合い、仲間とともに支えあう「協同の⼒」を発揮して、地域で何ができるかを

考え、協⼒しあいながら取り組みましょう。

対話の着眼点̲❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成
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畜産由来の温室効果ガス削減に向け
出来ることは何か、話し合ってみましょう

 畜産業からは主に、家畜排せつ物管理に由来するＣＨ４（メタン）及びＮ２Ｏ
（⼀酸化⼆窒素）、消化管内発酵に由来するＣＨ４の温室効果ガス（ＧＨＧ）
を排出しています。

 我が国では、ＧＨＧ総排出量約12.4億t/年（ＣＯ２換算）の約１％（農林⽔
産業由来の１/３弱）が畜産業由来とされており、堆肥の施⽤による炭素の⼟壌貯
留などＧＨＧ削減への貢献が求められています。

【背景など】
 国は、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロ

（カーボンニュートラル）を⽬指すことを決定しました。
 政府は、みどりの食料システム戦略の策定・実践を⽬

指すこととし、農⽔省では令和３年５⽉頃の策定を
⽬指し検討が進められています。

ふん尿中の窒素
（N2O）

ゲップ
（N2O）

削減

削減

対話の着眼点̲❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成

対話の着眼点̲ ❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成

豊かな魅⼒ある地域社会を創り上げるためには、
地域農業やJAに共感し、応援してくれるサポーターが必要です

 北海道の食や農並びにＪＡを応援して頂ける仲間をサポーターとしています。
 サポーターとなってもらうためには、JAや組合員から発信していくことが重要です
 地域や環境に応じたサポーターづくりについて、何ができるか考え取り組んでいきましょう︕

また現在サポーターとなっている方々に対しても、さらに愛着を深める取り組みが必要です。

【背景など】
 これまで地域住⺠を対象にサポーターづくりを実施してきましたが、サポーターの対象となる地域住⺠

の減少が進んでいることから、今後は地域住⺠だけでなく関係人⼝（地域と何らかの縁のある人）
または、交流人⼝（観光客、修学旅⾏生都等）を増やす活動が必要です。
 新型コロナウイルスにより、これまでと違ったサポーターづくりの検討（間接的な交流）も必要です。

JAサッカー⼤会内での
農産物つめ放題

子供と親を対象にした
食農教育活動

JA農業まつりの開催・
地域住⺠と連携した農産物の販売

【サポーターについて】
〇北海道の食や農を応援し、北海道産の農畜産物・加⼯品を愛食するほ
かＪＡ事業の利⽤やイベントへの参加、情報発信等の⾏動をしてくれる
仲間を『サポーター』としています。
なお、この概念には准組合員も含まれます。
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対話の着眼点̲ ❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成

地域住⺠や准組合員のニーズを事業運営に
反映することが必要です

 ＪＡ事業が准組合員や地域住⺠に支えられていることを、再認識する必要があります。
 地域住⺠や准組合員と正組合員やＪＡ役職員との交流の場を設け、相互理解を図

り改善点やニーズを確認し、ＪＡ事業に反映しましょう。
 交流においては、対話とともに新米試食会やＪＡ施設ツアー企画等、参加者の興味

を惹く取り組みや、参加しやすい雰囲気づくりを⾏いましょう。

【背景など】
 准組合員や地域住⺠の事業利⽤により、ＪＡの⼀定の事業量が確保出来ていることで、営農指導

事業や地域農業振興の充実が図られています。
 准組合員事業利⽤規制が、規制改⾰推進会議で議論されている経過もあり、規制がされると准組

合員や地域住⺠への影響も大きいことなど、情報共有し理解し応援してもらう関係づくりが重要です。

地域農産物を使⽤したアイディアレシピ
の作成や、直売所の改善点・活性化に
繋がるアイデアについて議論

○准組合員モニター会議 ○各JAにおいて⼯夫を⾏い交流や対話実施
准組合員及び地域住⺠の管内農業・ＪＡへの
理解・共感を深め、地域の活性化や協同組合
活動の発展を目的に開催

JA施設⾒学や圃場⾒学ツアー、JAが
取り組む教育文化活動を紹介

対話の着眼点̲ ❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成

地域の未来を担う子どもたちに、
農業やＪＡの役割や⼤切さを伝えることが必要です

 農業やＪＡのサポーターとして、地域の未来を担う「⼦どもたち」は重要です。
 小さい頃からの体験や交流が重要であり、さらに継続的に取り組むことで、より農業やＪ

Ａに対して深い愛着心を持ってくれます。
 学校等での出前授業や農作業体験、ＪＡでのインターンシップの受け入れなど、地域や

世代に応じ、⼦どもたちに農業やＪＡの大切さを伝えることについて何ができるか検討しま
しょう。

 ⼦どもたちに伝え、将来の農業への従事やＪＡ職員等への就職につなげましょう。

【背景など】
 幼少期までは農作業体験等を通じ、農業やＪＡに触れ合う機会が多くなりますが、中学生より成

⻑するにつれて、農業やＪＡと触れ合う機会が少なくなる傾向があります。

○⻘年部による食農教育体験 〇学校等での出前授業 〇インターンシップの受け⼊れ
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対話の着眼点̲❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成

食料自給率の向上に向け、
地域住⺠・消費者に選択してもらうことが必要です

 地域住⺠・消費者に道産（国産）農畜産物を選択してもらうために、組合員・ＪＡ
としてどのような取り組みができるか検討してみましょう。

【背景など】
 2021年（令和２年）３⽉に改訂された、「食料・農業・農村基本計画」において、2030年

（令和12年）のカロリーベースでの食料自給率⽬標45％が掲げられている。
 前年からの世界的なコロナ禍により、輸出をストップする国も出るなど、食料を輸入に頼る危うさを国

⺠全体が認識し始め、国⺠の「食」に対する意識の⾼まりも⾒られます。

参考データ・図式等

【新たな基本計画における食料自給率⽬標等】

対話の着眼点̲ ❼北海道農業やＪＡに関する地域住⺠理解の醸成
農業やＪＡを応援してもらうためには、

地域住⺠や准組合員へ理解を図る取り組み必要です
 地域住⺠や准組合員に広く知ってもらい、農業やＪＡに共感し応援してもらうためには、

どのような方法や発信が必要なのか、考えましょう。
 旬の食材やＪＡの取り組みを掲載したコミュニティ紙の作成や、ＳＮＳ等を利⽤した発

信など、様々な方法があります。

【背景など】
 農業やＪＡを応援してもらうためには、地域住⺠や准組合員の理解が必要ですが、ＪＡサービス

の利⽤や情報発信がなければ、地域農業やＪＡを知る機会がすくない状況にあります。
 農業や農村に接する機会が少なくなる若年層に対しては、情報収集する際に利⽤されることが多い

ＳＮＳでの情報発信など、ターゲットごとに応じた発信をする必要があります。

○准組合員・地域住⺠向けコミュニティ紙

○ＳＮＳ活⽤した魅⼒発信
Facebook Instagram

○SNSアクティブユーザー・
性別、年齢別利⽤割合

単位︓⽉・万人 男性

⼥性

男性

⼥性

男性

⼥性

男性

⼥性

20代
30代
40代
50代
60代

20代
30代
40代
50代
60代
20代
30代
40代
50代
60代
20代
30代
40代
50代
60代
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