中央会の現状等

平 成 26 年 ９月 ２４日
ＪＡ栃木中央会

１．中央会設立の背景・経緯
（１）中央会設立当初は、不振農協の経営再建が急務
○ 中央会は、昭和 29 年６月 15 日に行われた農協法改正に基づ
き、同年 11 月以降、全国・各県段階で設立された。
○ 当時の農協は、デフレ政策（ドッジライン）による不況から
1,000 を超える JA が貯金払出し停止、制限をするなどの著しい
経営不振に陥っており、農協の経営再建が急務となっていた。
（２）全指連の行き詰まりは、代表・調整機能の欠落が要因
○ 全中が設立されるまでの間、農協への指導事業を行っていた全
指連（全国指導農業協同組合連合会）は、他の連合会と横並びの
法的位置付けの中で農協への指導を行うことの限界に直面し、全
中の設立の後、昭和 30 年３月 29 日に解散した。
○ 全指連の事業運営上の反省をふまえ、中央会制度を整備した。
（３）中央会は自主的な組織であるべき旨を設立時に確認
○ 行政主導で中央会制度が構想された一方、農協中央会の設立に
あたっては、系統組織として「農協全体の自主的な意思に基づい
て活動する」旨を設立時の「農協中央会のあり方」で確認した。
（４）事業と運動をあわせもった農業協同組合に不可欠な中央会
○ 協同組合である JA は事業体であるとともに、相互扶助をはじ
めとした協同組合原則の理念を共有し、よりよい社会を求める
人々の運動体でもある。この特質から協同組合は単に地域的･同
業者的な組織に止まらず､より広範な結集を求める。
「農協中央会のあり方」では、
「農協運動には常に共通の意思が
確立されていることが必要である」としている。
（５）環境変化に対応した中央会事業の変遷
○ その後、営農・農政事業は、高度経済成長下の基本法農政の実
現のための営農団地構想の提唱・推進等の取組み、貿易自由化に
よる輸入の増大、総合農政への展開を経て、国際化の下での農政
対応など事業内容を変化させてきた。
○ また、経営指導・監査事業についても、設立当初の農協経営再
建、小規模農協の合併推進、合併助成法の累次の延長を経て、近
年は住専問題、バブル崩壊と金融自由化に対応するための大規模
農協への合併推進やそうした JA に対応する個別経営指導など事
業内容を変化させてきた。
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【農協中央会のあり方】（昭和 29 年７月 26 日
１

農協中央会設立推進委員会）

農協運動の目的は、すべての農協機能が有機的一体として発揮されること
によってはじめて達成されるものである。従って農協運動には常に共通の意
思が確立されていることが必要である。
この共通の意思は、結合を根本とした協同組合原則の堅持という不動の基
礎に立って民主的に結集されたものでなくてはならない。
中央会の任務は、この共通の意思を結集し、これをすべての農協活動の基
準とさせるとともに対外的には農協全体を代表するものである。
２ 農協は、とかく個々の立場に偏して全体としての運営を軽視し、ために組
合員と組合、組合と連合会、連合会相互間等に対立的な関係を生じがちであ
る。
中央会は、このようなことのないようにするために、常に共通の意思の徹
底につとめ、これら相互間の連絡調整をはからなければならない。
３ 農協事業は、相助の精神を基調として、経済の協同を強化進展させるもの
である。
農協事業としての農業経営の改善指導は、販売、購買、利用、信用その他
の事業そのものの中においてそれを通じ且つそれを総合して遂行されるべき
ものである。
農政活動も、農協としては、事業運営に関連して生じる問題解決の努力で
ある。
従って、中央会においては、農業経営改善指導及び農政活動等は、とりた
てて事業指導と別個のものとして取扱うべきではない。
４ 農協は、自主性を確保するため、その経営はあくまで自立を旨としなけれ
ばならない。
中央会もまた農協全体の自主的な意思にもとづいて活動するものであるか
ら、補助金その他外部からの援助にたよってはならない。
５ 中央会の役職員の編成は、徒に数にとらわれず、適任者をもってあて、十
分に機動性を発揮しうるものでなければならない。
従ってその機構は、極力簡素にすべきである。
６ 中央会の役職員は、誠実であって、農協運動に情熱をもち、且つ経験にと
んだものであり、農民生活の根底から農協運動を理解し、農協が何をなすべ
きか、何を避けるべきであるかを指導することができるものでなければなら
ない。
このような中央会の役職員を得るためには、会員とくに連合会は、最も優
秀な職員を派遣する等積極的に協力すべきである。
７ 中央会の事業が有効におこなわれるためには、十分な予算を必要とするが、
それは会員が喜んで拠出しうる範囲でなければならない。
中央会が経費の調達に少しでも苦労するようでは本来の活動を十分に果た
すことは出来ないから、会員となろうとするものは経費を分担する責任ある
ことを自覚し、且つこれを確実に拠出する能力を十分に有するものでなけれ
ばならない。
８ 中央会は、以上のような農協の全面的な理解と責任の基礎の上に立って設
立されるものでなければならない。
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２．JA 合併と連合組織の統合の進展
（１）JA の合併・規模格差の拡大
○ 昭和 29 年の中央会設立当時、総合 JA 数は１万 2,985 あった
が、合併が進展し、現在は 694JA（26 年８月１日現在）となっ
ている。
○ 合併構想については、県内 JA の経営環境をふまえ、中央会が
中心となって会員 JA の合意のもと取りまとめている。なお、現
在の合併構想 JA 数は 348JA である。
○ 県１JA については、平成 11 年の奈良県における県域合併を皮
切りに、26 年８月現在３県あり、27 年３月に島根県が県１JA と
なる予定である。その他、大分、佐賀など、県１JA を志向した
合併に取り組んでいる。
○ JA の規模を貯金量で見ると、最大は１兆５千億円から最小は
31 億円、職員数で見ると、最大は 3,133 人から、最小は 14 人と
なっており、規模格差は拡大している。このことから、JA の管
理・企画レベルにも格差が生じている。
（２）連合組織の統合
○ 平成３年の第 54 回総合審議会答申における連合組織の事業二
段階方式に向けた組織整備の方向性をふまえ、各連合組織は、県
域と全国域との統合を進めてきた。
○ 経済連系統については、全国段階との統合は 35 県、信連系統
については、全国段階との統合は 11 県、共済連系統については、
全ての県において全国段階との統合が完了している。
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【JA 数と職員数の推移】
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資料：農水省

【JA の規模の格差】
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資料：農水省

総合農協統計表

【県 1JA の状況】
【県域連合会の統合の状況】
≪県１JA≫
≪経済連の状況≫
・JA ならけん（平成 11 年 4 月）
・経済連
： ８県
・JA 香川県 （平成 12 年 4 月）
・全農に統合
：35 県
・JA おきなわ（平成 14 年 4 月）
・県域 JA に統合： ４県
（・島根県
（平成 27 年 3 月予定）） ≪信連の状況≫
≪県域 JA（少数の未合併 JA あり≫
・信連
：33 県
・JA さが
・暫定信連
： １県
・JA おおいた
・農林中金に統合：11 県
≪県１JA を構想に掲げている県≫
・県域 JA に統合 ：２県
・５県域（上記を除く）
≪共済連の状況≫
・47 県全てが全国連と統合

5

３．デフレ経済下における農協経営の低迷
（１）バブル崩壊による不良債権問題
○ 1990 年代の金融危機以降、JA グループにおいても不良債権処理
が課題となった。
○ 中央会監査、経営指導においても、不良債権の処理、自己査定の
厳密化を中心とした指導を行った。
○ 農林中央金庫は、「信用事業再編強化法」をふまえて、平成 14
年に JA バンク基本方針を策定し、JA バンクシステムによる指導
を中央会と連携して行うこととした。
○ 経営改善、破綻未然防止の取組みにより、不良債権処理は終了し、
経営不振 JA は減少し、不祥事件も減少した。一方で、現在もなお、
経済事業の失敗等による経営悪化の事例も見られる。
（２）経済事業改革
○ 2000 年以降、信用・共済の事業利益、取扱高が右肩下がりとな
る中、収支が悪化している経済事業を改革することが JA 経営にと
っての課題となった。
○ また、JA の合併進展、連合組織の組織整備に伴い、施設・物流
の効率化が求められていた。こうした情勢をふまえ、中央会は、JA
全国大会の決定に基づく経済事業改革の運動を展開し、経済事業の
不採算部門の収支改善、効率化に向けた指導に取り組んだ。
○ 経済事業改革推進の取組みにより、経済事業の収支改善はすすん
だ。一方で、現在もなお、担い手に対応した経済事業へと改革する
ことが求められている。
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【JA の不良債権比率の推移】
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資料：農水省

農協系統金融機関のリスク管理債権等の推移

【経営不振 JA の県内支援・全国支援の事例】
時期
昭和61年
平成９年
平成10年
平成11年
平成12年
平成12年
平成12年
平成16年
平成16年
平成16年
平成18年
平成18年
平成23年

経営悪化の原因
不良債権処理
不良債権処理
不良債権処理
不良債権処理
不良債権処理
不正な資金運用
不良債権処理
不良債権処理
畜産事業の悪化、不祥事
不良債権処理
経営悪化
不良債権処理・経営悪化
東日本大震災

手段
合併
合併
合併
合併
事業譲渡
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
－

支援の内容
財政支援
512億円の資金贈与
130億円の資金贈与
150億円の資金贈与
208億円の資金贈与
330億円の資金贈与を経て解散
28億円の資金贈与
286億円の資金贈与
250億円の資本注入
45億円の資金贈与
36億円の資金贈与
23億円の資本注入、12億の資金贈与
53億円の資本注入、34億の資金贈与
500億円の資本注入
資料：JA 全中作成

【経済事業改革の取り組みの概要】
JA 全国大会

全中

県中

「JA 改革断行」の決定（H15 .10）
「経済事業改革指針」の策定
「経済事業改革中央本部」の設置
「経済事業改革県域本部」の設置
県域マスタープランの策定
JA での取組推進・進捗管理
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①広域資材配送方式
②SS・A コープ再編
（統廃合・県域一体化）
③集出荷施設再編

４．経営指導・監査機能
（１）中央会監査
○ 中央会監査は、財務諸表の適正性に関する意見表明を行う会計
監査を中心としつつ、業務運営の効率性や協同組合としての組織・
業務運営の妥当性についても監査対象としている。
○ 近年は、財務諸表監査の品質を高めるため、公認会計士の活用を
すすめており、平成 22 年からの「監査機構行動計画」に基づき、
公認会計士を 30 人活用している。
○ なお、独立性と監査品質の高位平準化をはかるため、平成 14 年
に中央会の監査機能を統合し、
「JA 全国監査機構」を設立している。
○ JA 全国監査機構は、経営破綻未然防止の仕組みの中で、オンサ
イトモニタリングとしての機能を果たしている。
具体的には、監査情報の提供、重点審査会でリスクの高い JA に
ついて協議を行う等経営指導の実効性を高める制度を措置してい
る。
○ 結果として、近年破綻 JA を１件も出さず、経営不振 JA は、必
要に応じて県内・全国支援による合併等につなげている。
（２）要改善 JA 制度
○ JA の不祥事問題、経営不振等の情勢をふまえ、中央会による不
祥事対策、経営不振 JA 対策の指導を強化し、平成 16 年に「要改
善 JA 制度」を開始した。
○ 要改善 JA 要綱に定める経営点検基準、不祥事点検基準に基づき
改善を要する JA を要改善 JA に指定し、経営改善計画や再発防止
策の策定、その進捗管理を実施している。
（３）個別 JA 指導
○ JA の合併が進むにつれ、JA ごとの課題をふまえた具体的な実
践方法の個別指導を求める意見が大規模 JA を中心に多くあげら
れた。さらに、組織基盤の脆弱化等に伴い JA 経営の厳しさが増す
中で、計画倒れになることなく実効性ある戦略の策定と着実な実
践に向けた経営管理への転換（C から始める PDCA）の取り組み
をすすめている。
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【公認会計士監査と中央会監査】
協同組合

株主（出資者）

出資者

≠

株式
市場

株式会社

利用者

・ 加入・脱退の自由
・ 組合自治

＝
利用者

監査機構監査
公認会計士監査
株式市場に提供する
財務諸表の適正性、
正確性を保証

◆財務諸表監査
財務諸表の適法性を保証
事業報告の適法性を保証

◆業務監査
業務運営の合目的性・
効率性を検証

【JA グループの破綻未然防止システムにおける JA 全国監査機構の役割】

【要改善 JA 数の推移】
（単位：JA）
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
経営点検基準
31
54
55
34
20
19
19
17
12
不祥事点検基準 129 117 109 95
71
75
75
69
60
＊平成 26 年度については、７月末現在。

【Ｃから始める PDCA のイメージ】

資料：いずれも JA 全中作成

9

５．総合調整機能
JA 事業を補完するために組織された連合会は、事業ごとに分立し
ているが、総合事業を営む JA から見て整合性が取れていなければな
らない。中央会は、事業連間の調整に関する機能（「横糸を通す」役
割）を果たしている。
例①：東日本大震災における被災地支援
東日本大震災発災後、各県、各 JA・連合会を調整し、JA グル
ープの総力を結集して被災地の支援に取り組んだ。また、県中が
県行政との連携や県内 JA のとりまとめを行う一方で、全中が関
係機関の連絡窓口となり被災地ニーズを的確に把握することで、
機動的かつ効果的な支援を行った。
例②：JA グループ統一広報等の実施
連合会の事業広報による JA の理解促進には限界があると認識
したうえで、JA への国民理解促進をはかるため、JA グループ統
一広報を実施している。
また、2015 年に「食料」をテーマに開催が予定されているミラ
ノ万博日本政府館に JA グループとして協賛し、多様な農業の共
存をはじめとする協賛理念を政府コンセプトに反映させるなど、
全国連の意思結集をはかっている。
例③：畜産経営継承支援事業の実施
経営を中止した畜産農家の施設、家畜、設備を新たな担い手へ
円滑に継承する取り組みを行っている JA に対して、全国連（全
農・農中・全共連）から県連協議会を通して支援金（年間５億円）
を助成している。
例④：担い手経営体へ出向く体制の整備
JA と担い手経営体との関係の希薄化がすすむなかで、担い手の
ニーズにワンストップで応えていくためには、営農指導員・ＴＡ
Ｃ・ＬＡ・担い手金融リーダーといった各事業担当者の連携が不
可欠であることから、JA における担い手対応専任部署の設置を含
めた体制の整備をすすめている。
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【JA グループ統一広報による国民理解促進に向けた取り組み】

【JA 畜産経営継承支援事業の枠組み】

資料：JA 全中作成

【担い手経営体に対するＪＡ内の事業間連携のイメージ】
担い手経営体

多様な担い手

必要に応じ、役員・部
長級も同行訪問

大規模農家
認定農家

農業生産法人

販売農家

集落営農組織

小規模農家
自給的農家
ＪＡ出資型農業法人

訪問

情報

資金提案等

同行訪問

新規就農者

保障提案等

営農指導
担い手専任部署（担当者）
（ ＴＡＣ等）

同行訪問

同行訪問

営農指導担当、
経済担当者等

農業融資担当者等
対応指示

ＬＡ・共済担当者等

対応指示

対応指示

情報共有による対応協議

・部門責任者
・担い手金融リーダー

信用部門

・部門責任者
・ＴＡＣ等リーダー

営農経済部門

役員・部長級の会議体
（対応指示、実績報告）

・部門責任者
・ＬＡ管理者等

共済部門

・部門責任者
・企画担当者

企画管理部門

資料：JA 全中作成
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６．代表機能
中央会は、県内または全国の JA・連合会の意見をとりまとめ、JA
グループを代表して対外的に発信していく役割を果たしている。
例①：JA 大会の開催
JA グループ全体の基本的な方針を決定するため、JA 大会を企
画・実施している。中央会は JA 大会の事務局を担っており、事業、
組織全体の意思結集をはかっている。
例②：農業政策の企画・確立、農業関連予算・税制対策の実施
農業政策に関する企画および確立、予算および税制について、
各県域の意見・要望を取りまとめ、組合員段階までの組織協議を
経たうえで、政府・国会または県庁・県議会等に対して政策提言
を行っている。
例③：海外の協同組合組織および農業者団体との連携
世界の協同組合運動の一層の発展に資するため、全中は、ICA
（国際協同組合同盟）に加盟し、アジア代表理事として会員協同
組合組織との相互理解を深めている。また、国際的な農業者組織
である WFO（世界農業者機構）に参画し、WFO 総会の新潟開催
等を通じて世界の農業者団体との連携を深めている。
例④：原発事故による損害賠償請求の支援
東日本大震災の発災に伴う東京電力原発事故への損害賠償請求
にあたって、県協議会および全国協議会を組成し、被害状況をと
りまとめている。中央会への窓口の一元化により、農業者への効
率的な賠償支払いを実現している。
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【第 26 回 JA 全国大会（平成 24 年 10 月）】

【原発災害の補償にかかる支援の仕組み】
≪各県協議会（県中央会）の支援内容≫
 生産者から委任を受け、県毎に請求内容を取りまとめ
 各県個別課題について、東京電力と考え方を整理
 損害賠償請求にかかる要請の実施
等

≪全国協議会（全中）の支援内容≫






東京電力、国との窓口
各県協議会の請求の取りまとめ
損害賠償請求にかかる要請の実施
各県間の連絡調整（損害賠償関係県会議の開催等）
損害賠償様式の策定
等

これらを通じて、効率的かつ円滑な損害賠償の実現を支援

資料：いずれも JA 全中作成
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７．中央会の体制に関する現状と議論の経過
（１）中央会の体制
①要員
○ 第一次中央会機能・体制整備計画（平成 8 年～12 年）を皮切
りとした中央会機構の簡素化の流れを受け、平成 10 年度の 3,123
人から、25 年度にはピーク時の 77％程度、2,430 人まで減少し
ている。
○ 本県の要員（電算除く）は平成 10 年度の 62 名に対し、25 年
度は 50 名と 20％減少している。
②予算
○ 中央会の一般賦課金は、平成 9 年の第 59 回総合審議会におい
て、JA 数の減少、連合会の組織 2 段の流れをふまえ、賦課金圧
縮の方向性が確認され、段階的な賦課金圧縮の計画を実現してき
た。
○ 平成 10 年度に一般賦課金は 361 億円程度であったが、平成 25
年度は一般賦課金が 312 億円程度となり、この 15 年間で 14％程
度、賦課金を減少させてきた。
○ 本県は平成 10 年度の 751 百万円に対し、25 年度は 728 百万
円と減少している。

（２）県中の体制の格差
○ 県中の体制については、県内の JA 数、JA 規模により規定され
るが、最大で 152 人（プロパー職員数）、最小で 27 人（同、県１
JA 中央会を除く）となっており、格差が生じてきている。
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【中央会（全中・県中）のプロパー職員数】
（単位：人）

職員数
うち栃木県

10 年度
3,123
62

15 年度
2,615
53

20 年度
2,469
48

25 年度
2,430
50

※栃木県の職員数は、電算職を除く。

【JA 数と中央会の一般賦課金の推移（予算ベース）】
（単位：千円、JA）

一般賦課金
うち栃木県
ＪＡ数
うち栃木県

10 年度
36,110,679
751,000
1,840
15

15 年度
32,629,161
723,000
947
10

20 年度
31,527,723
728,000
794
10

25 年度
31,211,587
728,000
708
10

資料：JA 全中・ＪＡ栃木中央会作成
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（３）第 71 回総合審議会答申で示された中央会の将来方向の整理
①組織体制の方向 ～県中存置を基本～
○ 第 71 回総合審議会答申では、自己責任経営を確立した高水準
JA の実現に向け、
県中存置および必要な賦課金の確保を前提に、
県中のタイプごとに発揮すべき機能のあり方を整理した。
②機能発揮の方向 ～コア機能、高度化、現場主義～
○ 県中が発揮すべき機能のうち、高水準 JA であっても担うこと
のできない機能については、全ての県中が担うべきコア機能とし
て整理し、コア機能を果たしていくために必要な県中の要員体制
の整備を求めた。
○ 県中の機能発揮にあたっては、個別 JA の課題に応じた現場主
義による総合的な機能発揮への転換・強化を求めるとともに、各
機能の高度化、効率化に向けて連合会との一体化、広域的な機能
発揮の強化を求めた。
③タイプ別に見た県中の取り組み方向
○ ４つのタイプのうち、「JA 数が多く、体制の小さい県中」に
ついては、県中の機能発揮が難しくなっていることから、早急に
県中の体制整備をはかる必要があるとした。
○ 県１JA 等県中については、コア機能を具備した県中の存置を
基本と整理し、手挙げ方式による全中との実質運営一体化を推進
することとした。
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【第 71 回総合審議会答申の概要（平成 22 年３月）】
＜めぐる情勢＞
・ＪＡグループは大転換期に あり、中央会を含め、変革が必要。
・広域合併や連合会統合が進展する中、更なる合併を志向する県や構想の見直す予定の県がある。
・中央会では賦課金の削減等により体制が弱体化（年齢構成のいびつ化、高齢化が深刻）。

＜将来（※答申の検討の前提）＞
中央会が目指すべき将来のＪＡの姿
「高水準の事業機能を具備し、自己
責任経営を確立したＪＡ(高水準ＪＡ)」
高水準ＪＡの構
築・発展に向け
た取組みが必要

組織整備・県中の状況
・将来も、各県の組織整備や県中の体制は区々。
・体制が小さい県中を中心に、大量退職等により、機能発
揮が相当難しくなると、強く懸念される。
一律的でなく、タ
イプ分けによる
取組みが必要

＜中央会の将来方向＞

【機能発揮の方向】
①ＪＡの負託に応える高度な機能発揮
②高水準ＪＡでも担えない機能を必ず発揮
ア．代表調整機能（農政等）
⇒農業振興･ＪＡ運動の強化に向け、各行政単
位で十全に発揮

イ．監査
⇒指導と車の両輪である監査の強化等により
全国監査機構の価値･貢献力を向上

ウ．指導
⇒一律的な経営指導から、個別ＪＡの課題に応
じた総合的な指導(営農･生活等を含む)へ転換

エ．教育
⇒研修の高度化、ブロック実施等の推進

③個別ＪＡの課題に応じた現場主義による
総合的な機能発揮への転換･強化
④連合会との一体化や広域的な機能発揮
の強化
⑤機能発揮に必要な経営資源の確保
⇒要員については、年齢構成の平準化等を
図るとともに、人材育成の強化が必要

【賦課金等の方向】
①各県で高度な機能発揮に必要な賦課金
を確保
⇒体制的に機能発揮が難しい場合は、ＪＡ等から
の出向の確保も進める

②実質運営一体化における監査・指導の
分野は、受益者負担を進める

【タイプ別に見た県中の取組み方向】
将来のあるべき姿に向け、各県中は下記に取組む
県中の
タイプ

発揮する機能

取組み方向

代表 監査
その
教育
調整 指導
他

ＪＡ数が多く 現行程度の体制を確保
体制が大きい し、より高度な機能発揮

○

合併構想の実現･見直し
ＪＡ数が多く と、県中の体制整備
○
体制が小さい ※コア機能の発揮が困難な県

○

○

中もあり、また、小規模ＪＡを含
む県も多い

ＪＡ数が少なく 『実質運営一体化(監査･
経営指導を県中･全中で共同
体制が小さい 化)』の推進

○

共同
化

ＪＡ数が少なく つ効率的に機能発揮できるこ
○
体制が大きい と等から、組織のあり方の選択

○

(県1ＪＡ等
の県中)

⇒県1ＪＡ等が増加した場合、
『共同運営方式』で実施

○
ブ
ロ
ッ
ク
等
で
実
施

△
移管も
検討

移管

※県域に機能集約し、高度か

○

肢に追加

ＪＡ数が多く、体制の小さい県中については、取組み状況をふまえ、
全中の指導や例外対応の協議等を実施

【組織体制の方向】
①県中存置を基本
＊行政単位の見直しに応じて編制

②法的に県中は解散できるが、
コア機能の確保に向けた条件
整備が必要。

【事業間･調整連携の強化】
①中央会の企画・調整機能、連合会との
一体的取組みの強化
②広報等の関係団体との一体化
③共通会長制等

組織体制の広域化等は、
区々な状況等では困難
であり、タイプ別の取組
みが進展し、各県中の格
差が縮小された段階で
有効となることから、今
後の課題とする必要。

中央会改革の推進、進捗把握等に関する
会議体を設置し、行動計画を含め、中央会
改革の着実な実践を促進

資料：JA 全中作成
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