併せてＪＡ全中ホームページ（https://www.zenchu-ja.or.jp/）もご覧ください。

ＪＡ全中

「ピンチをチャンスに！」の第 29 回（３月28日

マンスリーレポート ３月

中家会長 3 月定例会見
会長からのメッセージ
中家会長は 3 月 8 日、通常総会
終了後、定例会見を行いました。

号）
、第 30 回（ 4 月 4 日号）掲載分は、
『月刊Ｊ
Ａ』の HPからもご覧いただけます。

3 月 7 日、
「第28回ＪＡ全国大

けた特別決議」を行いました。食

会」を開催しました。今回は今ま

料を取り巻く情勢は厳しく、食料

でと異なり先に都道府県の大会を

自給率は過去最低水準にあり、高

行うことで、地域の独自色を出す

齢化による生産基盤弱体化など自

ことができました。

給力低下が続いています。次期食

「自己改革の実践」では、それぞ

料・農業・農村基本計画の見直し

「 9 月30日の全中の組織変更（一般

れのＪＡの現場で一生懸命に取り

議論が今後始まりますが、農の多

社団法人化）に関して、これまで

組んでいくことで、優良事例の横

面的機能や食の危機的状況が一

地区別組合長会議や正副会長の全

展開を行い全体的な底上げがで

般的に知られていないと日々、感

県訪問などで議論を重ねてきまし

きています。生産資材価格の低減

じています。あらゆる機会を捉え

や農畜産物の取扱高の拡大など自

て、国民、消費者の皆さんに「農

己改革の成果を具体的な数値で

業・農村を支えたい」と思ってい

「見える化」ができました。今後

ただく環境づくりに取り組んでま

とも組合員、地域住民にとってな

いりたい。そのためにも学校教育

たが、通常総会で正式に承認をい
ただきました。組織形態は変わり
ますが、ＪＡグループの代表とし
て、総合調整や相談などＪＡから
求められる役割を果たして、従来
にも増して存在価値のある組織に

くてはならない組織であり続ける

の教科の中に「食農」があっても

ため大会決議を踏まえて「自己改

いいと思っています。

革の実践」を続けていきます。

なってまいりたい」と冒頭のあいさ

通常総会では「食料安全保障

つを述べました。

を柱とする基本政策の確立に向

奮闘を伝える
『日経ビジネス』で 4 号連続掲載

「ゆめちからテラス」外観。4977m 2 の敷地に、延べ床面積2500m 2 の建物が広がる
（左）
一番人気は国産小麦100％で作った店舗限定の「超熟」
（中央）／北海道初の超強力小麦優良品種「ゆめちから」
（右）

末、ついに2012年6月、1カ月限定で「ゆ

JAが創る農
ニッポンの

ビジネスパーソンに向けて、ＪＡが

企 業 連 携 】編

道

めちから入り食パン」の全国テスト販売

が集まり、道央地域挙げての本気度を再

では、自分たちが作った小麦がパンにな

認識しました」
（根本氏）

り、それを消費者の方が喜んで買う様子

い”との声があり、自信が 深まりました」
。
だがこの頃はまだ、
「ゆめちから」の生
産が全く足りておらず、パンの通年販売

多くの来店客で連日にぎわう。どのようにしてJAと製パン会社のコラボレーションは生まれたのか。その軌跡を追う。
央の4市、5JAが2001年に合併し
て誕生したJA道央。代表理事組

合長の松尾道義氏と、営農生産事業本部

小麦生産拡大の取
り組みを語るJA道
央の松尾氏（左）
と
岩田氏（右）

常務理事 岩田宏彦氏は、合併当時の課
題を次のように語る。

2007年、世界的な穀物の大暴騰（※）に直

「会場には予想以上の生産者の方たち

国産小麦を用いたパン開発を語る
敷島製パンの根本氏

を 実 施。
「 お 客 様 ア ン ケ ート の 結 果、
90％が “美味しい”、80％が “また買いた

第 6 回【

北海道恵庭市と江別市を結ぶ道道46号線沿いに、JA道央とPascoブランドで知られる敷島製パン株式会社が共同運営する

大型複合施設『ゆめちからテラス』がある。両者を結びつけた国産小麦品種名を冠するこの施設は、2018年5月のオープン以来、

は到底実現できなかった。

JA道央と敷島製パンの
運命の出会い

共通する国産小麦の需要拡大への想

を目の当たりにできて、その美味しさも

い。この出会いが共同プロジェクトに結

実感できる。それが生産者の誇りやモチ

びついていく。

ベーションにつながっています」
（岩田氏）
JA道央の取り組みは、収益面でも成

理念の共創から生まれた
「ゆめちからテラス」

果を上げる。2001年からの5年間で1戸
当たりの耕作面積はほぼ倍増。出荷コス

敷島製パンは2013年7月、北海道で
初の直営店を札幌市にオープン。1号店

トを大型貯蔵施設の整備により削減し、
1戸当たりの販売額は年間1281万円か

一方JA道央において「ゆめちから」へ

の業績は順調に推移したが、2号店の立

面する。常務取締役 執行役員の根本力

の作付け転換には、販売単価の高い1等

地選定が難航する。札幌近郊をカバーす

今後の展望について松尾氏は「今後は

氏は当時を振り返る。
「世界的な食料不

級認定を受けるハードルが残されていた。

るJA道央となら――。そう考えた根本氏

豆やビートも含めた輪作体系も再スター

安の中、2008年6月に“国産小麦による

丸みのある従来の小麦とは違い、細粒種

は、2016年3月、JA道央を訪ね、共同

トさせ、札幌圏の野菜産地としての位置

パン作りで日本の食料自給率向上に貢献

である
「ゆめちから」
は前例がなく、なか

プロジェクトを持ちかける。
「私たちは

づけも守っていきたいと考えている」と

する”方針が打ち出されました」
。

なか認定が下りなかったのだ。しかし、

JA道央の『ゆめちから』でパンを作る。

答える。生産した作物が最終的に誰に求

総事業費24億円を投じた「広域小麦乾燥

パンを売る施設を一緒にやりませんか」
。

められ、どのように流通していくのか。

「課題は地区ごとの小麦の生産性や品

約2倍と圧倒的だった。JA道央では以降、

質のばらつき。エリア一体となった生産

約5年にわたり育成の実証試験を続け

しかし国産小麦でのパン製造は“至難

基盤の構築と、生産者の収益拡大を図る

る。この頃松尾氏は未来に向けたあるビ

の業”。湿度の高い日本はパン用途の硬

必要がありました」
（松尾氏）

ジョンを思い描いていた。
「小麦が最終

ら、3173万円と大きく拡大した。

調製貯蔵施設」が大口需要家に対して均

松尾氏は、これこそ“顔の見える小麦

常に市場の需要を注視しているのだ。
「ゆ

質小麦栽培に向かず、生産量が 安定しな

一な品質、適切なタイミングで、安定量

の流通”というビジョンを実現する機会

めちから」という品種にかけ、国産小麦

「顕著だったのが土壌病害により発生

的にどのような製品になり、消費者がど

い。
「パン作りに適した国産小麦を探し

を出荷することを実現。検定協会との粘

と捉え、固い握手を交わす。それから2

の一大産地を生産者と共に築いたJA道

する『コムギ縞 萎縮病』の被害。この病

んな反応を見せてくれるのか。生産現場

求め、
『北海261号』と出合いました。ひ

り強い交渉に加え、この施設の存在が後

年後の2018年5月25日、
「ゆめちからテ

央。地域の農業経営の未来を見据えた挑

害への抵抗性が統一品種選定の重要条

から加工販売まで、“顔の見える小麦の

き方や配合率などが大変難しいが、クリ

押しとなり2011年に1等級の検定を突

ラス」がオープン。施設はJA道央の子会

戦は続いていく。

件でした」
（岩田氏）

流通”を実現したいと考えていました」
。

アすれば 日本人好みの美味しいパンが

破。その後3年間で、管内すべての地区

社が保有し、テナント運営を敷島製パン

できると確信しました」
。

が
「ゆめちから」
一色となっていった。

が 担う。

しまいしゅくびょう

日頃、あまり農業と接点のない

会長メッセージはＪＡグループのウェ
ブサイト（https://org.ja-group.jp/
message）に掲載しています。

10日（16時～17時15分）テレビ

ＪＡと生産者の戦略と

JA道央は北海道農業研究センターを
訪ね、のちに
「ゆめちから」
となる小麦「北
海261号」を知る。コムギ縞萎縮病に優
れた抵抗性を有し、収量性も従来比で

食料自給率向上のため
国産小麦によるパン作りを
売 上 高 業 界 第2 位 の 敷 島 製 パ ン は、

2009年、
「北海261号」は農水省の審

課題は販路の確保だった。JA道央は

査を経て品種登録され
「ゆめちから」
とな

ホクレン（経済事業を担う北海道のJAの

る。敷島製パンでは数年にわたる試行の

国産小麦「ゆめちから」
が
紡いだ市場創造

敷島製パンとの連携で国産小麦の需要拡大に取り組んだ JA 道央
本記事は、2018年8月にWebサイト
「未来開墾ビジネスファーム」に掲載された内容を基に再編集しています。原則として、所属・役職は取材時のものを掲載しています。

連合会）から「敷島製パンが ゆめちから
を求めている」
という情報を得て、2014
年に同社を訪問する。
「愛知県刈谷工場
の規模や設備を拝見し、市場拡大への対
応力を確信しました。そして我々のゆめ
ちから増産や貯蔵出荷の体制整備につい
て説明しました」
（松尾氏）
。

「キッチンと販売店を併設したこの施設

※ 2007年から2008年にかけて世界規模で小麦が高騰。その要因
はオーストラリアの大干ばつや、BRICsと呼ばれる新興国の
人口増、小麦の輸送費に影響する原油価格高騰、穀物相場
への投機集中などが挙げられる。

農業の“今”を発信中
ビジネスに役立つヒントが満載！
情 報 サ イ ト「 未 来 開 墾 ビ ジ ネ ス フ ァ ー ム 」で
は、一般の経済活動やインフラを背後で支え
る農業の知られざる取り組み
や、新しいテクノロジーなど、
“農業の最前線”を発信中です。

翌2015年には敷島製パンの根本氏が
JA道央を訪問、
「“ゆめちから”この魔法の
小麦に託された想い」
と題した講演を行う。

http://special.nikkeibp.co.jp/NBO/businessfarm/

https:// ja-group.jp/

東京系列で放送しました。
番組では「働きーマン」と称し
て、地域に活気をもたらす 4 人のＪ
Ａ職員を取り上げ、一人一人の働
きが組合員の幸せにつながること
を伝えました。視聴者に、同じ働く

「農業者の所得増大」
「農業生産の
拡大」
「地域の活性化」に貢献して 「ゆめちから」の需要創造。第 3 回

者として、悩み、苦しみながらも懸

いる「現場」を紹介するため『日 （ 3 月11日号）は、6 次産業化や他

命に頑張る姿に共感してもらうこと

経ビジネス』 2 月25日号から 4 号

県ＪＡとの連携によるＪＡ広島ゆた

連続で「ＪＡが創るニッポンの農」 か（広島県）の「大長レモン」周

を目指しました。
攻めの営農指導でおいしいイチ

を掲載しました。ＪＡが創意工夫す

年販売。第 4 回（ 3 月18日号）は、 ゴを目指すＪＡ南三陸（宮城県）

ることで農業現場にイノベーション

ICT を活用したＪＡめむろ（北海

の宮岡茜さん。農園付き賃貸住宅

をもたらすことをビジネス誌の視点

道）の効率的な小麦収穫を取り上

で地域農業と組合員の農地を守る

から捉えました。

げました。誌面（PDF）は『月刊Ｊ

ＪＡぎふ（岐阜県）の村下直史さ

第 1 回は、市場ニーズを「未来
予測」したことで、窮地からＶ字

Ａ』のHPからもご覧いただけます。 ん。地元の農産物を活用したメニ

テレビ地上波で特番を放送

ューで直売所を支えるＪＡおうみ冨

ＪＡ職員の奮闘を紹介しました

士（滋賀県）の今西昌子さん。積

日号）は、ＪＡ道央（北海道）と

ＪＡで働く職員の “頑張り” を紹

ＪＡかいふ（徳島県）の奥村航さ

製パンメーカーの連携による小麦

介する『メルクリウスの扉』を 3 月

回復したＪＡ中野市（長野県）の
ぶどう販売の戦略。第 2 回（ 3 月4

24

『週刊新潮』で好評連載中の中家会長のコラム

月刊 JA

2019/04

極的に新規就農の受け入れを行う
んを紹介しました。

