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■ 論文要旨 ■ 

 

農業は食糧を供給するのみでなく、水田においては洪水を防止する等の環境への貢

献、グリーツーリズムという観光や教育、地域経済活性化、伝統文化の継承といった

多面的な役割を持っています。 

しかしながら近年、生産者の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加、食の安全・

安心の崩壊、農産物の貿易ルールを巡る動きが急展開を見せ、農業を取り巻く状況が

厳しくなってきています。 

これらの諸問題に対して、農業は生産をするだけで成立するものではなく、如何に

して消費につなげて行くかと言うことが永続的な発展に必要であります。 

本論文は、中長期のレンジで供給側に対する支援（「食の安全・安心」に向けた品

質の見える化への取り組み、情報の蓄積、知の活用）～需要側に対する支援（供給先

の確保、食材の情報、地域の情報、需要側間の情報共有のサービス基盤提供）を具現

化し、「食」と「農」をつなぐことで農業基盤を安定させ、農業を通じた地域活性化

のモデル化、北海道、日本（経済）活性化につながる展開を狙いとした取組を紹介す

るものであります。 

古市 豊 
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１． はじめに 

１．１ 当会の概要  

ＪＡ（農業協同組合）グループは、各都道府県に専門事業別に５つの事業連合会が設置

され、全国段階では、都道府県の中央会・連合会を会員とし、全国を事業区域とする全国

連（全中、全農、全共連、農林中金等）が設置されている。 

北海道のＪＡグループは５つの連合会、１６の地区連合会、１０９のＪＡから構成され

ている。 

当会は、北海道上川総合振興局管内（幌加内町を除く）並びに旭川市、士別市、名寄市

及び富良野市の区域の１３ＪＡが会員となって設立された地区連合会（図１）である。 

上川地区ＪＡの連合組織として、上川の基幹農業である水稲・畑作・畜産経営に対する

会員ＪＡへの営農指導や農畜産物の生産技術指導などを事業の柱として、農政対策活動の

ほか農業構造の変革等に対処し、あらゆる機能を結集して上川管内の農業振興に努めてい

る。 

 

図 1 ＪＡグループ組織体系図および当会の位置づけ 

 

１．２ 当会を取り巻く情勢  

 農業は日本の食を支える大本である。その農業の現状について、日本、北海道、地域単

位で以下に記す。 

 

１．２．１ 日本農業の状況  

 (1)減少が続く農家戸数 

販売農家（経営耕地面積３０a 以上または農産販売金額５０万円以上）の農業従事者は
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年々減少しており、高齢化、担い手不足がその要因として挙げられる。傾向として５０歳

以下の階層で減少率が高い。それに伴い６５歳以上の農業従事者が全体を占める割合が増

加している。ちなみに販売農家は以下３種に分類される。 

① 主業農家 

農業所得が主（所得の５０％以上が農業所得）で、６５歳未満の農業従事６０日以上

の者がいる農家。 

② 準主業農家 

農業所得が主（所得の５０％未満が農業所得）で、６５歳未満の農業従事６０日以上

の者がいる農家。 

③ 副業的農家 

６５歳未満の農業従事６０日以上の者がいない農家。 

 

農家戸数は①〜③全体、また個別に見ても、年々減少している。 

 

(2)耕地の減少 

農作物の栽培を目的とする土地（耕地）についても、(1)の農業従事者減少に歩調を合わ

せるように、耕作放棄、非農業用途への転用により、昭和３６年の６０９万 haから、平成

２２年には４５９万 haへと減少している。 

耕作放棄地は、単に生産能力が低下するにととまらず、害虫や雑草の発生源となったり、

鳥獣被害の引き金、さらには水路の機能低下を引き起こすなど、周辺の農業にも悪影響を

及ぼしている。 

 

(3)産業としての魅力の低下とイノベーションの停滞 

 産業としての魅力に欠けている。高齢を理由に離農したとしても、後に続く世代が農業

を担っていけば問題にはならないはずなのだが、職業として成り立たない、つまり儲から

ないので後に続くものが出てこなくなってきているということである。特に日本農業の象

徴でもあるコメがその傾向が顕著にでている。不作による一時的な価格上昇はあったもの

の、大きくは下落傾向にあり、米価が下落しても、生産コストは大きく変わらないので所

得が少なくなる、生活していくだけの所得を上げられない。イチゴ等の施設園芸、大規模

な酪農・畜産ではＩＣＴ化・機械化といったイノベーションが進んでいるが、コメについ

ては、機械化や圃場整備によって労働時間が減少してきたため、極端な話、年に数回田ん

ぼに入ればコメが収穫できる、ということでイノベーションを起こす機会が少ない、とい

う構図を招いている。 

 

(4)食料需給構造の変化 

日本の食事情も農業動向に大きな変化をもたらしている。顕著なのは食糧自給率である。

食料自給率とは、国内で消費される食料のうち、どの程度が国内産でまかなわれているか

を表す指標である。大別すると２種に分類される。 

① カロリーベース 

 国民 1人 1日当たりの国内生産カロリー÷国民 1人 1日当たりの供給カロリー 

② 生産額ベース 
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生産額＝価格×生産量で個別の品目の生産額を算出し、足し上げて一国の食料生産額を

求める。国内の食料総生産額÷国内で消費する食料の総生産額。 

 

メディア等でよく目にするのは、①のカロリーベースの食料自給率であり、わが国のカ

ロリーベースの自給率は、昭和４０年度の７３％から、平成２２年度には３９％と大きく

低下している。 

低下の要因を生産、消費の両面から見ると、生産面では農業就業者の減少、高齢化、耕

地面積の減少などによる生産能力の縮小が見て取れる。また消費面では、食のスタイルの

変化、米の消費が主であった、いわゆる「日本型食生活」が崩壊し、国産では供給が困難

な飼料、原料を必要とする畜産物、油脂類の消費増、それに伴う輸入量の拡大しているこ

とが、わが国の食料自給率低下につながっている。 

 

(5)「食」「農」の安全・安心の崩壊 

 食は我々の命の源であり、農業は日本の食を支える大本である。しかしながら我々の食

卓は、国内で生産される農産物に加えて、世界中からの様々な食料の輸入によって成り立

っている。農産物が生産現場から食卓に並ぶその過程の中での不祥事（偽装、不正表示、

残留農薬、食中毒等）が絶えない状況であり、「食」と「農」がつながっていない現状で

は、その過程に関わるすべての要素に消費者の不信感がなくならない現状がある。 

 

(6)農産物の貿易ルールを巡る動き 

 ＷＴＯ、ＥＰＡ／ＦＴＡ、日豪ＥＰＡ、そして現在はＴＰＰといった関税を巡る動きに

全国民の関心が集まっている。ＴＰＰ協定に参加し、関税が撤廃された場合、農林水産物

の生産額は３兆円規模で減少するとした政府試算が公表されている。 

 

１．２．２ 北海道農業の特徴・動向  

北海道は、日本でも有数の食料供給地域であり、平成２３年の北海道の農業算出額は１

兆円超で全国の約１２％を占める。広大な土地を生かした専業的大規模経営が展開されて

おり、農家戸数の減少（特に小規模経営の農家）、高齢化、耕地面積の減少といった点で

は、前述の日本農業の動向と共通した傾向が見て取れるが、平成２３年度の販売農家のう

ち、農業取得を主体とする農家は、都道府県平均の倍以上の割合で、農業地帯といわれる

東北や九州をも大きく上回っており、これらの状況より、都府県に比べ、専業的農業者が

多く、販売農家が主体となっていることが伺える。 

ちなみにカロリーベースの食料自給率は、冷湿害による変動はあるものの、概ね２０

０％前後で推移しており、都道府県別では全国１位となっている。一方、生産額ベースの

食料自給率は、全国４位となっており、食材がいいが故に、食に対するデザイン力、情報

発信力が足りない、といった側面が見受けられる。 

また大生産地であるが故にＴＰＰによる影響は大きく、地域経済への影響額は農業生産

額減だけでも５千億円程度、関連産業を含むと７千億円を超え、同時に１１万人以上の雇

用が失われる見込みであることが示されている。 
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１．２．３ 上川地域農業の特徴・動向  

 北海道は土地面積が大きく、気象や立地条件などが地域によって異なることから、それ

ぞれの地域において特色ある農業が展開されている。 

上川地域（図２）は北海道のほぼ中央に位置し、農業産出額では、十勝・オホーツク地

域に次ぐ３位で、農業産出額は約１，３００億円、北海道の１２％超を占める。品目別に

見ると、コメは空知地域に次いで２位、野菜類は全道一である。四方を山々に囲まれた内

陸地帯の盆地であるため、夏季と冬季の寒暖差が大きく、また南北に細長いため、北部、

中央部、南部の各地域においても、気象条件に差がある。 

そのため上川地域と一括りにできないほどバラエティ豊かな農畜産物を手掛けており、

北部は畜産、中央部はコメ、南部は野菜類を主体とし、他農畜産物を補完とした農業が展

開されている。 

ただし、前述の「コメ」が地域農業の主力であることから、いわゆる日本農業の負のス

パイラルの縮図ともいえ、上川地域農業への影響も甚大なものになる恐れがある。 

 

 
図 2 上川地区１３ＪＡ（緑色部分。斜線部分は幌加内町）および道内ＪＡ所在地 

 

２．具体的取り組みへのアプローチ 

 具体的な取り組みを決定するにあたり、大前提は農業を通じた上川地域振興に資するサ

ービスの提供である。地域経済の柱は農業であり、豊かな農なくして豊かな地域はなく、

豊かな地域なくして豊かな北海道、日本はありえない。 

当会は地区連合会として、地域一体となった生産技術向上、効率化、販売の強化を目指

す水平連携の取り組み、それにより営農指導、販売事業での自立、経済効果を生むことこ



 

- 7 - 

そが使命であり、地域振興に資する取り組みであると捉え、取り組むべき課題の洗い出し

およびその対応を検討することとした。 

２．１ 取り組むべき課題の抽出  

農業はそれ単体だけでどうにかなるものではなく、消費につなげる（垂直連携）こと

が農業の永続的な発展に必要である。 

その観点から、前述の地域、日本農業を取り巻く状況と併せて、以前から実施してい

た実需者（ＪＡおよび生産者、都府県を含む消費者）との交流会等を通じて集めた生の

声より課題整理を行った。 

(1)実需者の生の声（抜粋） 

・産業としての魅力がない、きつい、儲からないのイメージがある。 

・自分がＪＡ内、または同一作物を生産する生産者の中で、どの位置にいるかわからない。

生産条件の多少の違いはあるだろうが、明確に販売価格が違うケースがあり、どんな作

業をやっているのか知りたい。 

・「売れる農業・儲かる農業」といっても、消費者が何を求めているか、何を作れば売れ

るかなどの情報は個々の企業が供給側（ＪＡ、生産者）に提供しているのが実態であり、

供給側のマーケティング能力を向上させていくことが重要。 

・生産履歴記帳活動、ＧＡＰ（農業生産工程管理）対応は、各ＪＡが独自に実施しており、

各ＪＡ毎に取り組みの温度差があり、地域としての高品質化、ブランド化を担保する活

動にはなっていない。 

・農家は生産のノウハウはあるが、販売のノウハウがない（ＪＡへの出荷、道の駅での直

売以外の販路拡大の手法がわからない等）。 

・米や牛乳などは生産費も賄えないという現実がある。生産者がいくら努力しても限界が

ある。 

・農業への新規参入は、実家が農家をやっていない限り難しい。また、新規参入しても数

年でやめる人も多い。やめた人の理由等を調査して施策に活かすべき。 

・地産地消や自給率向上の推進に当たっては、食料だけでなく、ヨーロッパのように地域

文化を絡めながら進めるべき。また、生産・流通・外食を横につないで、食べ物の旬 

をメニューに活かしていくようなパイプ役がいないことが問題であり、そのような人材

を育成する仕組み作りが必要。 

・農家の所得補償は国がやるだけでなく、消費者も食べ続けること、食い支え、買い支え

る努力が必要。 

  

(2)抽出した課題 

 (1)より以下５点を取り組むべき課題として挙げた。 

  ① 消費者の信頼に支えられた安全・安心な食のシステムづくり（品質対策（産地偽装、

品質改ざん防止）） 

② 農業就業者の高齢化や後継者不足に対する多様な担い手の育成・確保と経営の体

質強化。 

③ 消費者のニーズに対応し、豊かな食生活を育む食料の安定的生産と供給。 

④ 所得向上につながる販路の拡大。 

⑤ 日本の食と農の現状に対する、国民（消費者）の意識の低さ。 
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２．２ 具体的取り組み事項の設定  

 前述の課題に対して、優れた農業技術、経営技術を会員ＪＡに広め、さらに農畜産物の

付加価値を高めるための情報、サービスの提供を行う、「食」と「農」をつなぐフードシ

ステム（図３）の確立を取り組み事項として設定した。 

 

 

図 3 「食」と「農」をつなぐフードシステムイメージ 

 

(1) 水平連携サービス提供（品質の見える化、効率化、匠の技の平準化） 

（図 3内側の緑の輪に係るサービス） 

ＪＡ、組合員に向けての品質の見える化、効率化、匠の技継承のためのサービス提供を

行う。これは同じ農産物を育てている生産者の中にも、稼いでいる金額に極端に差がある

ケースが珍しくなく、いわゆる高販売・ブランド化を実現している匠の技を持った生産者

の勘、経験を可視化することで、従来匠の経験に頼っていた栽培技術、そしてある意味丼

勘定だったコスト管理（例えば同じ収量であれば、投入する農薬、肥料等は少ないほうが

原価が安く済む等）をデータ化、そのデータを蓄積、活用することで効率的且つ後継者、

新規就農者へのガイドラインになりうる高水準な生産作業の平準化を示すことが可能にな

り、ＪＡ、当会全体の底上げとなる。 

併せて、農産物の安全性の確保をはじめ、環境保全、労働安全などに有効な方法である

ＧＡＰ手法（農業生産工程管理）を導入し、農産物生産に係るリスク管理を進める。 

 

(2) 垂直連携サービス提供（食の需要と供給をつなぐ） 

（図 3外側のオレンジの輪に係るサービス） 

「食」、つまり 消費者、小売、食品業等の需要側と「農」生産者、供給側をつなぐ場

を提供するものである。需要側は、品質、量、出荷時期などの要望を供給側へ伝え、供給

側である生産者は、その要望をもとに前述(1)の取組を活用し、「安全・安心」な作物を作

る。これにより、需要側・供給側とも、農および食に関する品質、量、販売ルートなどが
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見える化される 

２．３ 具体的取り組み実現に向けての課題と対応  

水平連携サービス提供について、現在上川地域の生産履歴記帳活動、ＧＡＰ対応は、各

ＪＡが独自に実施しており、各ＪＡ毎および同一ＪＡ内においても作物毎に取り組みの温

度差があり、地域としての高品質化、ブランド化を担保する活動にはなっていない。現状

の体制で、生産者によって異なる農産物の収穫量、作業、品質の均一化を今以上に求める

のは、困難であり、高品質化、ブランド化推進の限界を感じている。品質、ＧＡＰに対す

る地域全体の取り組みとして、目に見える形で浸透させ、確実な作業の均一化、高品質化、

ブランド化を推進する必要がある。 

このような課題を解決するため、上川地域ＪＡ全体での生産履歴記帳運動、ＧＡＰ手法

への取り組みを、ＩＣＴ利活用により目に見える形でシステム化し、栽培前に計画を立て、

栽培で生産履歴記帳運動とＧＡＰ手法を実践し、結果をデータ化して、取り組み評価を行

う。これら、改善を確実に実施することで作業の均一化、高品質化、ブランド化を推進し、

産地全体として収益力の向上を図る。 

一方で、垂直連携サービス提供については、検討の過程でサービス提供の運用母体（以

下ミドルマンと記す）の設定が極めて難しい場面に直面した。 

生産～消費のプロセスに係ってくるミドルマンを構成する団体の最小単位が農林水産

業・食品産業・消費者となるため、 

・安全・安心については、その責任が生産者・供給者側に偏っており、バランスのとれる

組織作りができるか。 

・特定団体がミドルマンになった場合の問題。需要サイド間での供給サイド情報の開示、

例えばライバル企業であった場合、需要サイドによる供給サイドの囲い込み⇒買い叩き

につながる恐れがある。 

・供給サイド間での競争、淘汰の激化（たたき売りの誘発） 

といった懸念事項が発生したためである。 

そのため本サービス実現については、当会をミドルマンと位置づけ、現在の取引におけ

る４定（定量・定時期・定品質・定価格）調達を実現するためのサービス提供を取組み範

囲とした。 

 

２．４ 推進体制  

本取り組みは、当会が事務局となり、地区としての共通の取り組み推進を図るために

『上川地区ＧＡＰ推進プロジェクト』（図４）を立ち上げ、ＧＡＰ手法の適用推進により、

農作業の均一化と品質対策を広め、また、これらの取り組みの内容について、生産履歴シ

ステムを導入し「見える化」して、産地の競争力を高めるためのものである。 
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図 4 上川地区ＧＡＰ推進プロジェクトと取り組みによる期待効果 

 

２．４．１ 推進施策と体制  

本取り組みの実施については、以下の４点を施策とした。 

 

(1)販売企画力強化 

従来より行っている実需者との交流会等を継続的に実施し、実需者・消費者のニーズを

把握し、出荷先の多角化、ブランド化など販売企画力を強化する。意思決定の体制として

協議会内に当会、ＪＡ、生産者を構成員とし、当会を責任者とする販売企画強化委員会を

設立し、販売企画力強化の取り組み実施についての検討、意思決定を行う。 

 

(2)生産技術力強化 

 作業標準化、高品質化に向けて、標準作業（生産履歴の作業指示）、ＧＡＰ管理基準を

策定し、ＪＡの営農指導員を通じて、生産者部会、生産者への浸透を行い、高品質化、ブ

ランド化を推進する。また、活動の結果を分析し、標準作業、ＧＡＰ管理基準を毎年見直

し、改善活動を行う。 

意思決定の体制：協議会内に当会、ＪＡ、生産者を構成員とし、当会を責任者とするＧ

ＡＰ推進委員会を設立し、ＧＡＰ推進の取り組みの実施についての検討、意思決定を行う。 

 

(3)人材育成力強化 

ＧＡＰ推進に向けて、推進当初は、外部の専門家を招き研修会を行い、ＪＡでの研修会、

生産者部会での勉強会にてＧＡＰの推進を啓蒙する。また、ＪＡの営農指導員、生産者へ

ＧＡＰ指導員の取得を推奨し、指導員の人材強化を行い、ＪＡ内部、部会での推進会、勉

強会が推進できる人材の育成を行う。 

意思決定の体制：協議会内に当会、ＪＡ、生産者を構成員とし、当会を責任者とするＧ

ＡＰ推進人材育成委員会を設立し、ＧＡＰ推進のために人材育成強化の取り組みの実施に
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ついての検討、意思決定を行う。 

 

(4)ＧＡＰ・生産履歴システム（以下、栽培履歴システムと記す）の構築 

生産履歴記帳活動とＧＡＰ対応の取り組みを共通化し見える化を行うために、各ＪＡで

用いているＧＡＰチェックシートと生産履歴記帳シートの標準化を進め、シートにあわせ

た栽培履歴システムの構築を行う。また、記帳シートの配布回収後、結果分析とフィード

バックを行い、翌年度の記帳シートの改善を実施する。 

 

２．４．２ 期待効果  

 本取組を実施することで期待される効果について、以下の４点を挙げた。 

 

(1)農産物の安全性の確保 

農業生産現場には、農産物の安全性に悪い影響を及ぼす病原性微生物、有害物質、残留

農薬など、様々な危害要因がある。ＧＡＰ適用推進により危害要因への対応と併せ、農産

物の安全性の確保により産地の信頼性の向上が図れる。 

 

(2)農業生産資材コストの低減と品質向上 

ＧＡＰ管理基準の生産者部会、生産者への浸透とその実施記録の見直し及び改善を行う

ことで、農業生産資材のコスト低減や品質向上が図れる。 

 

(3)記帳シート確認集計作業の負担軽減 

営農現場ではＧＡＰ・生産履歴に関する管理記録とその確認・集計分析に要する負担が

大きい。ＧＡＰ・生産履歴システムの導入により、生産者におけるＧＡＰチェックシー

ト・生産履歴記帳シートの記帳からＪＡでの回収、確認、集計事務の効率化が図れる。 

 

(4)営農指導の推進 

栽培履歴システムの活用により、実施状況の集計分析が自動化できるため、営農指導に

活用できる。   

３．サービス提供基盤構築 

３．１ 生産履歴システム構築のパートナー確保  

 当会はシステム構築はもちろん、会員ＪＡに対して、ＩＴを通じたサービス提供を実施

した経験はない。そのため当会要望をシステムとして具現化（図５）するパートナーの選

定が必要となった。 
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図 5 ＩＴを活用した栽培履歴システム運用イメージ 

 

ＪＡグループ北海道のシステムおよびネットワークを維持管理する組織として、株式会

社北海道情報センター（以下、情報センターと記す）がある。北海道内の全ＪＡ（一部Ｊ

Ａを除く）に対して、経済系システムおよび付帯機器を提供、管理しており、加えて全Ｊ

Ａ店舗（約４００箇所）との間のネットワーク基盤を保持している組織である。 

しかし情報センターには当該システム構築、サービス提供の経験はく、そのため当会は、

個別に当該システムを導入しているＪＡの、いわば口コミで、いくつかのＩＴベンダーに

システム紹介、提案を依頼、比較検討を進めた。その中で富士通（以下Ｆ社と記す）は、

すでに道内で５０ＪＡに当該システムを導入しており、当会会員２ＪＡも、単独でＦ社シ

ステムを導入済、Ｆ社より老朽化に伴うシステム更新の打診を受けていたことから、評価

機軸をＦ社製品とし、比較検討（表１）を行った。 

 

表 1 ベンダー選定に関わる比較表 
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本取り組みは上川総合振興局の地域振興交付金を活用し実施する予定であったことから、

事務手続きの煩雑さを避ける意味で、システム構築および付帯機器、ソフトウェアを一社

で提供可能であること、導入実績(2011年時点で導入実績が日本一であった)こと、且つシ

ステム内容および保守体制の比較検討結果を鑑みて、Ｆ社をパートナーとし、システム構

築を試みることとなった。 

 

３．２ 生産履歴システム構築時の問題点  

 システム構築および利用に当たっては、既に個別導入している当会会員２ＪＡを運用モ

デルとすることで了承をもらい、Ｆ社、当会、会員ＪＡ間で、現在課題となっている事項、

また地域全体で情報を一元管理するための共同利用型サービス提供基盤を構築することに

対する懸念事項を抽出することとした。 

 

３．２．１ 単独ＪＡでのＩＴ活用時の課題  

 既導入２ＪＡを含む会員ＪＡおよびＦ社が他地区ＪＡからヒアリングした結果として、

以下の点が課題として挙げられた。 

 

(1) ＪＡ単位にシステム導入を行っているため、ＩＴ導入費用、運用費用の負担増。 

 ⇒関連機器、ＯＳ等、約５年サイクルで保守期限を迎るため、機器更新の繰返しになっ

てしまう 

(2)基幹業務に係る機材が自席、事務所内にあるにも係らず、流用不可、専用の装置が必要

といわれたため、場所塞ぎになってしまう。 

 ⇒情報センターより提供されている基幹業務で利用する業務ＰＣについては、指定用途

以外での利用を禁止されていたため、担当者の机の上には専用のＰＣ他付帯機器を設

置せざるを得ない。 

(3)複数拠点をもつＪＡについては、本所～支所間に専用のネットワーク敷設が必須、通信 

  コストが膨大（年間１００万円以上）。 

 ⇒(2)同様、情報センター既設ネットワークがあるが、指定用途以外での利用を禁止され

ているため、別途キャリアのサービス（ＦＧＡ等）を敷かざるを得ない。 

(4)同じＪＡ内でも、単一部門でのシステム導入となっているため、部門を越えた情報の共 

有ができていない。 

⇒単一部門での導入であるため、ＪＡ内においても情報共有、活用ができていない。 

 知らない内に他部門が、似たようなＰＣを買っていた。 

(5) ＪＡ単位でシステム導入されているため、上川地区、ＪＡグループ北海道の有益な情

報が活用できていない（生産履歴情報を活用した作付実態、資材の需要予測など）。 

 ⇒同一地区内、また道内において高販売を実現している事例があるが、情報が一元化さ 

れていないため、活用できない。 

 

３．２．２ 共同利用型システム導入時の懸念事項  

 ３．２．１同様ヒアリングを実施、以下の点が懸念事項として挙げられた。 

 (1)生産履歴記帳シートへのこだわり 

  ＩＣＴの利用有無に係らず、農産物を扱っているＪＡであれば記帳活動は１００％行
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われている。その記帳シートの書式にはＪＡ（というよりも組合員）毎のこだわり（特に

高齢者に対する書きやすさ、作物毎の特性に応じた書式）が強く出ており、共通の書式に

よる運用は現実的には不可能であった。 

 

(2)データ一元化による情報共有に対する危惧 

 そもそも論になるが、情報共有・活用は、反面他者に見せたくない情報（独自ノウハウ

等）の公開という側面を持つ。その危険性を危惧する声が多かった。 

 

(3)データセンターに対する不安 

 サービス基盤の設置場所は当会事務所を想定していたが、当会にはシステム機器、装置

を設置、維持管理する施設はなく、ＪＡネットワークも敷設されていないことから、可用

性、通信に係るコストメリットがない、との指摘があった。 

 

３．３ システム全体構成の決定  

 課題抽出、その結果より、システム全体構成を決定した。 

 

(1)共同利用型システムの課題対応 

マルチテナントアーキテクチャにより、全利用者が同一データベースを共有。スキーマ

は個別にする。それによりＪＡからの指摘事項、 

① 記帳シートはＪＡ毎に個別対応とする。 

② データはＪＡ毎に管理（現時点では他ＪＡの情報は閲覧できない）。但し当会のみ、

会員ＪＡの情報を横串で参照可能な仕組みとし、希望があれば利用できる環境とす

る。 

に対応、機能、情報漏えいに対するＪＡの不安を払拭した。 

 

(2)ＩＴコスト低減、データセンターに対するＪＡ、当会への対応   

 機器配置等システム構成決定に難航したが、Ｆ社より、 

 ・当会にサービス提供基盤を維持管理する体制がないこと 

・会員ＪＡにおけるＩＴコスト低減化を図ることが必須であること 

 

等を考慮し、情報センターに対する協業打診を行いたいとの提案があった。 

具体的には、情報センターの新たな収益構造としてハウジングビジネスを打診、バータ

ーとして、既存機器・ネットワークの流用を許諾させるというものであった。 
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表 2 ＪＡおよび情報センターのメリット 

 

図 6 機器およびネットワークの流用（赤字部分）によるＪＡのコストメリット 

 

Ｆ社としても、過去取引が一度もない情報センターに対して、本提案（表２及び図６）

を受け入れてもらうことで、 

・協業ビジネスモデルの実現（ハウジング、他地区ＪＡに対する本取組の横展開） 

・他ソリューション（畜産・酪農管理、地図による圃場管理、ＪＡによる地域見守り支

援、センサー技術による等）の展開 

  ・北海道ＪＡ標準システムとしての普及、利用範囲拡大 

 ・利用ＪＡ数拡大に伴い、サービス提供価格の低減 

 ・ＪＡの情報管理に係る負荷（コスト、手間）の低減化 

 

を実現、かつＷｉｎ－Ｗｉｎの関係が築ける、ということで、当会、Ｆ社、そしてＪＡか

らも本構想の実現を情報センターに提案、受け入れられることとなった。 

 その結果、プライベードクラウド型（図 7）の全体構成でサービス提供基盤を構築する
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こととなった。 

 

図 7 上川地区ＪＡ向けプライベードクラウド型システム構成図 

 

４．今後の課題、展望 

４．１ 運用後の評価、課題  

 Ｆ社はパブリッククラウド型サービスとして、当該システムによるサービス提供を既に

始めていたこと、情報センターは過去４０年に渡りＪＡ向けにＩＴ基盤を提供していたこ

ともあり、モデルＪＡの要望対応を含め、大きなトラブルもなく、２０１２年４月に無事

稼動した。軽微な機能レベルの改修要望は数件発生したが、サービス基盤としての根本的

な問題は発生していない。 

 ただし、１年の運用を経て、以下の点については課題が残った。 

(1)導入効果の定量測定 

① 安全性の確保について、生産履歴記帳、ＧＡＰ共に効率的なチェックは行えたもの

の、効率化や安全の確保は作物の販売価格に転嫁されるものではなく、垂直連携へ

の効果が目に取れなかった。 

ただ、システム導入による履歴管理を高く評価して頂ける実需（加工食品メーカー）

先が増加していることも事実であり、今後の安定的な取り引き継続に明るい展望が

拓けてきていることは、大きな収穫であった。 

② 資材コスト削減と品質の向上 

   投入した資材量およびコストの算出はできたものの、翌年の資材購入の指針とするこ

とはできなかった。また品質の向上についても、前述同様販売価格に転嫁されたかど

うかは不明であり、地域ブランド化につながったとは言い難い。 

  しかし、地域ブランドの確立については一朝一夕に出来るものでは無いということを

生産者も認識しているので、継続的な取り組みの中から「何か」が生まれてくること
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を期待したい。 

③ 記帳シートチェック業務の効率化については、平均 3 分/1 枚 ⇒ 1 分/1 枚、且つ、

使用農薬等の種類・成分・使用量等のチェックを作物専任担当者が実施する必要が

なくなったため、人件費等の観点からは大きな効果は出ていると思われるが、ＪＡ

毎に正確なモニタリング調査を実施していないため、定量的な効果は不明である。 

   概算ではあるが、削減効果（表 3）を以下に示す。 

 

表 3 生産履歴管理業務に係る運用コスト削減試算 

 

(2)他ＪＡへの展開に於ける汎用性 

 クラウド型システムにおける機能レベルのＪＡの不安要素として、記帳シートの書式が

あったが、モデルＪＡが扱う農産物の種類は、上川地域全域のそれを網羅していたため、

次から利用参加するＪＡに追加投資させることなく、即時の利用開始が可能と考えていた。 

 ２０１３年度に利用を希望するＪＡに対し、要望ヒアリングを行ったが、個別の対応、

追加投資を余儀なくされ、今後の利用ＪＡ増加に対し、コスト削減の観点で不安が残るが、

次年度に向けては、数ＪＡ単位での利用ガイダンスを徹底しコストの削減を図って参りた

い。 

 

 

４．２ 今後の展開  

 農業を取り巻く昨今の状況から、上川地域、北海道農業は大きな構造転換を迫られ、

我々ＪＡグループも大改革を迫られる時期にきている。あるがままの大量生産・大量供給

するこれまでのＪＡモデルから、高い生産技術を普及させ、グローバルに付加価値の高い

生産物を販売し、生産者の所得を向上させ、強い地域農業を実現することが、新たなＪＡ

のモデルとなる。 

そこで特に重要になってくるのが品質・ブランド管理であり、その取り組みを消費者に

理解してもらうためにも、本取り組みの向上・拡充（表４及び図８）を図ることが地域農

業、地域の発展にとって必要であるものと考える。 
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表 4 情報センターとの連携によるサービス展開・拡充計画（案） 

 

 

図 8 サービスレベル拡充モデル（営農支援ポータル）イメージ図 

 

豊かな農村なくして豊かな上川はなく、豊かな上川なくして豊かな北海道、日本はあり

得ない。 

地域発信の農業・地域振興に資するサービス提供を実現することにより、「豊かな農村

から豊かな地域、日本を創る」モデルが出来上がることと確信し、結びとする。 


