協同組合とSDGs

ＪＡだから、できる
「変革の担い手」
朝日新聞SDGs担当専門記者からの提言
本誌でも今年 4 月号から「協同組合とSDGs」の連載が始まったように「SDGs」の認知
度は急速に高まっています。しかし、
「持続可能な開発目標」といわれても、誰がどんなこ
とをやればよいのか、理解するのが難しいという声もあります。ＪＡが SDGs の「当事者」
として第一歩を踏み出すために何をすればよいのか。
「SDGs」を積極的に報道している朝
日新聞で、国内外の SDGs に関する現場を取材している記者・北郷美由紀さんに「ＪＡに
期待すること」を寄稿していただきました。北郷さんは、ＪＡの地域における「接着剤」と
しての役割に期待し、ＪＡ全国女性組織協議会の「具体的な5 つの活動」に注目しています。

北郷美由紀（ほくごう・みゆき）
朝日新聞 記者
2017年 1 月から始まった報道企画「2030 SDGs で変える」
を担当。これまで政治部、国際報道部（インドネシア特派員）、
オピニオン編集部で取材。子育てシフトで記者を離れたときは
提携大学でジャーナリズム講座を運営していました。

目標に向かって動くと、これ

ようとするものです。グロー

まで知らなかった人たちが出

バル化の進展と科学技術の進

ＪＡが SDGsに本格的に取り

会うことを言い表したもので

化で社会が複雑になり、問題

組むと知り、新聞記者として

す。SDGsは一つの社会課題が

の数だけ専門家がいて縦割り

興味津々、子育て中の母親と

根っこのところでつながって

が進んでいます。SDGsは、た

して心強く思っています。な

いることに着目し、統合的な

こつぼから出でよとの「号令」

ぜかというとＪＡであれば、

解決を目指すものです。裏を

でもあるのです。

SDGs が持っている「接着剤」

返せば、個々に取り組んでき

の効果を大いに生かすことが

たけれど解決できないので、

ためには、対話の場が必要で

できるからです。

関係する別の問題の人たちと

す。全国に根を張る協同組合

「接着剤」とは、世界共通の

一緒に考えて突破口を見つけ

のＪＡは、地域で対話を始め

ＪＡは地域社会の「接着剤」
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多様な立場の人が取り組む

ＪＡだから、できる「変革の担い手」 朝日新聞SDGs担当専門記者からの提言

る場を提供することができま
す。ぜひ率先してください。
まずは食と農を「守る」に「広
げる」をプラスして、呼びか
けてみることです。大事なの
は、地域によく目を凝らすこ
とです。17分野の目標の結び
つきを考慮し、
「関心がありそ
う」
「話を聞いてみたい」人
がいたら声をかけてみる。そ
こからこれまで思いつかなかっ
たアイデアが生まれ、新たな
動きに発展するはずです。
先進的なＪＡ全国女性協の活動

地域で輝くための５つの 具体的活動
1食を守る

4 仲間をつくる

食料自給率の向 上に向けた運 動を展 開します 。
安全安心な食について学習し、情 報 発 信します 。
地産地消の推進、伝 統 食の継 承をす すめます 。
食品ロス削減に取り組みます 。
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2 農業を支える

農業就業人口の減少と女性の割合

（単位：万人、
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ＪＡ女性組織メンバーの年齢構成
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地域における社会、
生活の拠点数
ＪＡ店舗施設
郵便局数
小学校数
公民館数

16,419
（7,857※１）
2018年4月

ＪＡ役 職員との対 話（ 積 極 的な交 流、情 報 交 換 ）を強 化します 。
支 店 運 営 委員会など各 種 委員会 への参 画をす すめます 。
ＪＡ運 営 へ の 女 性 参 画目標 である「 正 組 合 員 3 0％以 上 、総 代
1 5％以 上 、理 事 等 1 5％以 上 」を目指します 。
ＪＡ女性組織メンバーの全員が正・准組合員となることを目指します。

ＪＡ運営への女性参画の状況

20,095
14,171
2015年10月

出典：
『平成30年度全ＪＡ調査調
査結果』
（JA全中）
「日本 郵 政
ホームページ掲 載 資 料 」
『 平成
30年版文部科学統計要覧』
（文
部科学省）
『 平成27年度社会教
育調査』
（文部科学省）

※１信用事業を取り扱っている店舗の合計数
※２簡易郵便局含む

ＪＡ女性組織の組合員加入状況
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5ＪＡ運営に参画する
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30万人

メンバーによる地 域の居 場 所 づくり、行 事の
維 持などを通じて地 域を支えます 。
防 災に対 する意 識を高 め 万 一 の 備えを万
全にします 。
地 域における協同組 合 間の連 携、他 団 体と
の交流を通じて、活動の輪を広げます。
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以上の地震回数
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ＪＡ女性組織メンバー数の推移
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3 地域を担う

農 業を取り巻く情 勢について学 習、情 報を
発信します。
農 業 の 理 解 促 進 のために食 農 教 育に取り
組みます。
家族農業に対する理 解を深めます 。

次 代のリーダーを育 成し、全 組 織でフレミズ組 織を設 置します 。
幅 広いメンバーの拡 充をはかり世 代 間 交 流をす すめます 。
ＪＡ女 性 組 織の活 動を充 実させ、情 報 発 信します 。
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ＳＤＧｓ
（詳細は4頁参照）
の目標は、
具体的活動ごとに主に関連するものを大きく、
関連するものを小さく貼付しました。

「ＪＡ女性 地域で輝け 50万パワー☆」パンフレットから

す。例えば①の食を守る☆で
は、食料自給率の向上に向け

つも思っています。
世界で110位、日本の男女平等

2019年度からの 3 か年、Ｊ

た運動の展開、地産地消の推

Ａが活動方針とする※「取組実

進や伝統食の継承、食品ロス

そういうわけで、女性協の

践方策」にはSDGsが明記され

の削減などが掲げられ、関連

動きに注目しています。中で

ました。どうやってやろうか

するSDGsの目標も示されてい

もＪＡ運営への参画は特筆に

と心配している方もいると思

ます。

値します。
「正組合員30％以

いますが、すでに実践例があ

先進的なのは自分たちで独

上、総代15％以上、理事など

ります。それは全国女性組織

自の目標を設定し、具体的な

15％以上」は、高い目標だと

協議会（ＪＡ全国女性協）の

行動目標を数値も入れて書き

聞きました。けれども「ある

取り組みです。

込んでいることです。これは

べき姿」から目標を設定する

SDGs にいち早く取り組んでい

のが SDGs です。早くこの目標

地域で輝け 50万パ

る企業や自治体でもなかなか

をクリアし、さらに高い目標

ワー☆」には 5 つの柱があり

できていないことです。世界

を掲げてもらいたいです。な

ます。①食を守る☆、②農業

共通という普遍性があるから

ぜなら、日本で達成が最も困

を支える☆、③地域を担う☆、

こそ、実施においては個別具

難だとされているのが、
「ジェ

④仲間をつくる☆、⑤ＪＡ運

体的に目標とターゲットをつ

ンダー平等を実現しよう（目

営に参画する☆。末尾の星印

くるよう、設計した人たちは

標5）
」だからです。ダボス会

には54万人のメンバーそれぞ

推奨しています。けれどもそ

議で知られる世界経済フォー

れが輝く願いが込められてい

れは日本政府でもできていま

ラムがどれだけ男女平等に近

るそうで、柱ごとに具体的な

せ ん。省 庁 横 断 で 取り組 む

いかで各国を比べた調査で日

行動目標も盛り込まれていま

チャンスなのに残念だと、い

本は110位。驚くほどランク

女性協の 3 か年計画「ＪＡ
女性

※第28回ＪＡ全国大会決議
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ＪＡだから、できる「変革の担い手」 朝日新聞SDGs担当専門記者からの提言

が低いのは、政治と経済でス
コアが低いのが原因です。

います。

98億人になると推計されてい

多くの可能性がある一方

ます。水と食料の偏在と、そ

目標 5 の中にあるターゲッ

で、課題もあります。SDGs の

れに伴う奪い合いをどう防ぐ

トの一つに、
「無報酬の家事労

基底には人を大切にするとい

かはとても大きな課題です。

働を認識・評価する」があり

う人権の尊重があります。だ

その課題をさらに難しくして

ます。これまで農家の女性が

からこそ、
「誰も置き去りにし

いるのが地球の温暖化です。

外から見えないところでこな

ない」ことが基本理念になっ

このまま進めば、従来の農業

してきたさまざまな作業や家

ています。農作業に従事する

は成り立ちません。各ＪＡで

事を体系的に評価したり、貨

外国人の待遇には特に注意し

「自己改革」が進められていま

幣価値に置き換えて認識した

てください。技能実習の制度

すが、SDGsと照らし合わせて

りする。そうすれば、女性の

はアメリカ国務省から「人身

より広範に長期に、持続可能

みならず、若い人たちの就農

売買」と指摘されるほど、厳

性を探っていくことも求めら

意欲を喚起することにつなが

しい目が向けられています。

れています。

るはずです。ぜひ、ＪＡ全体

自分のところはちゃんとやっ

食と農を支え、未来へバト

で取り組んでほしいです。実

ていても、取引先などで問題

ンをつなぐ大きな使命のもと、

現すれば、世界でも先駆的な

があれば全体の問題として扱

ＪＡから地域を元気にし、日

動きとなります。

われるのが国際的なビジネス

本の変革を引っ張る。
「そんな

の基準です。良いところ取り

大それたこと、望んでないよ。

だけはできないのです。家内

できないよ」と思う方も多い

SDGs で求められているのは

労働を前提としてきた分、人

はずです。けれども、自分の

「変革」です。ＪＡがその担い

権リスクが高いと認識する必

身の回りの状況を良くしたい、

要があります。

子どもや孫の世代に確かなも

「変革」への第一歩を踏み出そう

手となり得る根拠の一つに、
金融の機能があります。環境・

のを残したいと思っていませ

社会に対するプラスとマイナ

農業排水がもたらす湖沼や河

んか？ そうした思いのある

ス の 影 響 や、 統 治 構 造 を 判

川への悪影響や大量の水利

人は、すでに「変革」への第

断材料とする「ESG 投資」が

用、飼料の輸入や作物の運搬

一歩を踏み出しています。わ

高まりを見せています。個々

に伴う二酸化炭素の排出。日

くわくしながら、取材に伺う

のＪＡが貸し付けに当たって

本は人口減ですが、世界全体

機会を待っています。

ESG（環境・社会・ガバナン

では 人 口 増 で、2050年 には

ス）への考慮を加えれば、こ
れまでにない成果が生まれる
はずです。一方で、機関投資
家としてどのような運用を目
指すのか、
「理念」をいっそう
明確に示すことも求められて
30

環境負荷の問題もあります。
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・ＪＡ全国女性組織協議会の３か年計画は「ＪＡ女性 地域で輝け 50
万パワー」で検索すると、パンフレット（PDF）をご覧になれます。
h
 ttps://women.ja-group.jp/wp_women/wp-content/uploads/
2019/01/64_taikaipamphlet.pdf
・朝 日新聞の報道企画「2030 SDGsで変える」のウェブサイトでは、
これまでの記事などをご覧になれます。
「SDGs 国谷裕子さんと考える」
で検索してください。https://www.asahi.com/special/sdgs/

