〈JA改革にかかる組織協議資料〉

ＪＡグループは様々な活動や事業を通じて、
組合員・地域の皆様の農業やくらしを
支援しています。

ＪＡグループ栃木の組織
JAグループ栃木の概要
JA数

宇都宮支店

10JA

組合員

4,252人

貯金高

1兆5,809億円

貸出金

3,149億円

購買高

A

長期共済 5兆4,274億円

J

職員数

JA全農とちぎ

組合員

274億円

JA栃木中央会
JAグループの
連絡調整

1,084億円
510億円

全国のJA
総合農協 703JA

JA共済連栃木

佐野厚
かみつが厚生連

全国農業協同組合
農畜産物販売
連合会（JA全農） 肥料・農薬等の購買

全国中央会
（JA全中）

全国共済農業協同組合
連合会（JA全共連）

指導・監査
農政・広報・教育

出資金

983万人
1.6兆円

酪農協
（酪農とちぎ・栃酪）

農林水産業・地域の活力創造プラン
輸出促進、地産地消、食育等の推進
６次産業化等の推進
農業構造の改革と生産コストの削減
経営所得安定対策の見直し、
日本型直接支払制度の創設

農業の成長産業化に向けた農協・農業委員会等の改革の推進

共済引受・支払

全国厚生連

病院の運営

全国酪連

牛乳の販売

（平成26年1月1日現在）

組合員

政府は6月24日に
「農林水産業・地域の活力創造プラン」
を改訂しました。
今回の改訂は政府の「規制改革実施計画」を受けて、
「農業の成長産業化に
向けた農協・農業委員会等に関する改革の推進」
が新たな項目として追加され
ました。
しかしその「改革」の実態は、政府や産業界からみて、農協・農業委員会制度、
農業生産法人の要件を自分たちの都合のよい方向に見直し、組織の弱体化を
図るものです。

預金・貸付
資金運用

172千人

出資金

販売高

農林中央金庫
（JAバンク）

農協改革は自己改革が基本です

今後もより良い支援を行うため、本年4月に
「営農・経済革新プラン」を取りまと
めました。
①食料の自給力の向上による生産拡大
②我が国の食と農の価値の創造による農業所得の最大化
③農を基軸とした地域の活性化
を基本目標に掲げ、改革すべきは自ら改革する姿勢で、今後5年間で事業改
革、組織対応を行っていきます。

規制改革実施計画
農林水産業・地域の活力創造プラン
「農業の成長産業化に向けた農協・農業委員会等の改革の推進」の概要

●
●
●
●
●

信用事業について農林中金に譲渡する方式を推進
理事の過半は認定農業者及び販売・経営のプロを登用
准組合員の事業利用を制限
全農の株式会社化を促す
中央会を新たな制度に移行 等

このほか、
農業委員会・農業生産法人についても改革が提案されています。
〈農 業 委 員 会 の 改 革〉○農業委員の選出方法、県農業会議・全国農業会議所制度の見直し 等
〈農業生産法人要件の見直し〉○農地を取得できる農業生産法人の要件の緩和
（役員要件、構成員要件）

等
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農協改革により想定される組合員・地域社会への影響

農業生産法人

農 林 水 産 業・地 域 の
活 力 創 造 プ ラン

単協の活性化・健全化の推進

理事会の見直し

組合員の在り方

全農の事業・組織の見直し

中央会制度の新たな制度への移行

農業生産法人の要件緩和

○信用事業を農林中金に移管す

○理事の過半は認定農業者及び農

○農業者の協同組合としての性

○全農は農協出資の株式会社に

○現行の制度から自律的な新たな制度へ移行

格を損なわないようにするた

転換することを可能とし、独禁

め、准組合員の事業利用につ

法の問題がない場合には株式

いて一定のルールを導入する

会社化を前向きに検討するよ

方向で検討する。

う促す。

○農地が取得できる「農業生産
法人」の要件を緩和する。
・役員の農作業従事要件
役員の1人以上
・構成員要件
農業者以外の者の議決権は
１／２未満

る方式を推進する。

産物販売や経営のプロとする。

○共済事業の事務負担を軽減す

○理事への若い世代や女性の登

る方式を全共連が提供し、活

用についても戦略的に取り組

用を推進する。

む。

総合事業だからこそ出来る
組合員対応

組合員の意志反映を重視
した理事会制度

ＪＡグ ル ー プ の 現 状

准組合員の事業利用

全農が果たしている役割

中央会が果たしている役割

現状の要件は次の通り

○ＪＡの事業は、農業者だけでな

○全農は、
ＪＡの販売・購買事業
の補完とともに、栃木県産農
産物のブランド化、米・麦等の
県内共販による有利販売、生
産資材の共同購入に基づく価
格交渉など農家手取りの最大
化に取り組んでいる。

○中央会は、
ＪＡの健全な発展を目的として、

○役員の農作業従事要件
役員の過半が農業の常時従
事者(原則年間150日以上)で
ある構成員であること
このうち過半の者が農作業
に従事(原則年間60日以上)す
ること

○信用事業や共済事業は、組合

○組合員の意思を反映した組織

く、地域住民のライフラインと

員の営農活動や暮らしを支え

運営が実施できるよう、理事

しても重要な役割を果たして

る基幹事業である。これらの

の3分の２以上は正組合員で

いる。

事業をＪＡが主体的に実施して

あることが農協法に定められ

いるからこそ、総合事業として

ている。

組合員の営農活動を支援する
ことが可能である。

ＪＡの信用事業・共済事業を
農林中金等へ移管した場合

○准組合員が事業を利用するこ
とにより、
ＪＡ事業の安定化と

○女性理事の登用は実施済み。

スケールメリットが発揮され、

若い世代に経営に参画しても

結果的に正組合員の所得向上

らうことも重要である。

につながる。

理事の過半を外部者とする
ことが強制された場合

准組合員の事業利用が制限
された場合

全農が株式会社化した場合

改 革 に よ る 組 合 員・地 域 社 会への 影 響

○地域生活において、
ＪＡのガソ

○株式会社化した場合は、当然

○組合員ではない理事が多くな

リンスタンドや金融窓口など

のことながら会社の利益の追

いた、組合員の実情に応じた

ると、組合員の意思と異なる組

の利用を制限することは、地

求が第１となり、会員・組合員

柔軟な対応が困難になります。

織運営がされる可能性が高く

域住民においても非常に不都

の意向とは無関係に事業が行

合となり、生活に支障をきたす

われかねません。

○ＪＡの収益力が低下する恐れ

ことになります。

農協法に基づき全国及び各都道府県に設置
されている。
○ＪＡグループの組織代表機能と指導機能を
担っており、具体的には経営指導・監査、営
農・農政対策、役職員研修、総合企画調整、
Ｊ
Ａ電算処理システムの開発・維持を行ってい

○また、農機・自動車事業、食材
事業などＪＡだけでは事業量の
確保が難しい事業について、
県
域で集約して対応している。

○営農指導や他の事業と結びつ

なります。

する。

○独禁法の適用除外がなくなる

があり、営農指導員が十分確

○特に一般企業の経営経験者が

保できず、また販売・購買事業

常勤役員になった場合、本来

○事業量の減少により、
ＪＡの経

ことにより、
ＪＡグループの販

の手数料引き上げにもつなが

の協同組合とはかけ離れた利

営への影響も大きなものとな

売事業の柱である共販事業の

り、農家の経営に悪影響を及

益最重視の経営となることが

ります。

維持、共同購入による資材の

ぼします。

懸念されます。

低価格・安定供給ができなく
なり、事業遂行への影響は大
きななものとなります。

る。

○構成員要件
農業関係者以外の者の議決
権は１／４未満

社団法人等農協法以外の法律に基づく
組織に移行した場合

農業生産法人の要件が緩和
された場合

○指導機能について、農協法の規定のもとに
行ってきた「ＪＡの指導」は根拠がなくなり、
たとえば一般社団法人化した場合では、法
律に基づかない「助言」でしかなくなります。

○要件の緩和により、企業の農
地取得が容易になります。
○農地取得により農業参入した
場合、経営がうまくいかなけれ

○ＴＰＰ反対運動や組合員からの要望積み上げ
に基づく提言活動が地域限定となり、農家・Ｊ
Ａの意思を反映した県・国段階の政策実現が
難しくなります。
○ＪＡを補完するため、県域・全国域に事業別
に連合会がありますが、
ＪＡグループ栃木と
しての総合力を発揮した取り組みができな
くなります。
○監査と一体となった経営指導ができなくな
り、
ＪＡに対する破綻未然防止の取り組みが
機能しなくなります。

ば、すぐに撤退し、その農地が
耕作放棄地となる恐れがあり
ます。
○農地の投機目的や、廃棄物処
理場など、本来の農業以外の
目 的 で の 取 得 も 懸 念されま
す。

