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「アクティブ・メンバー
シップ」の確立とは？
（第27回JA全国大会決議より）

はじめに

組合員が積極的にＪＡ事業や活動に参加してもらうことです。
ＪＡにおいては、組合員が地
域農業や協同組合の理念を理解し、
「 私たちのＪＡ」意識を持ち、積極的な事業利用と協同
組合活動に参加することです。

「アクティブ・メンバーシップ」
とは

平成27年10月の第27回ＪＡ全国大会で今後3年間の

正・准組合員のメンバーシップを強化します

取り組みの方針を決議しました。
その中の重点実施分野
の一つとして、
組合員の「アクティブ・メンバーシップ」の確
立が盛り込まれました。

● 組合員構成の変化・多様化

にJAは十分な対応がはかれ

（JA等の取り組み）

ておらず、組合員の顧客化や

正・准組合員のメンバーシップ強化と准組合員の「農」

反映や運営参画の機会に乏
しい組合員の増加が課題と

りわけ、准組合員へのＪＡや農業理解の醸成やＪＡ事業

なっています。

への積極的な参加については、早急な取り組みが必要
です。

理事等に登用

「わがJA」意識の低下、意思

に基づくメンバーシップの2つの柱で構成されています。
と

運営参画

民向け誌面作りの参考になる事例を紹介し、准組合員

意思反映

組合員のニーズを把握し、事

への理解を深め、意思反映と
運営参画をすすめます。

読者を意識した誌面作りの支援を目的に発行しました。

組合員組織
の活性化

支店等の
協同活動の
活性化

組合員組織、
支店利用者懇談会
等を通じてJA運営に意思反映

複数事業利用
（准組合員は事業を通じた農業振興の応援）

目次

●このため、
JAグループは、准組合員を
「農業や地域経済

の発展を共に支えるパートナー」
と位置付け、農業者の
所得増大等の取り組みとあわせて、
准組合員の「農業振
興の応援団」
の取り組みを拡充します。
組合員類型・位置付け
正組合員
（農業者）

担い手経営体
中核的担い手
多様な担い手

▼

全国新聞情報農業協同組合連合会（ＪＡ新聞連）
E-mail●ja-shimbun@agrinews.co.jp

農業や地域経済の
准組合員
（地域住民） 発展を共に支える
パートナー

●JA・連合会・中央会は、
准組合員がJAの目的に賛同し、

JAの事業と組織活動への積極的な参加を通じて地元

農業振興
農業振興の主人公
農業者と地域住民の
連携で地域農業を振興
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JAに加入

農業振興の応援団

農業を応援できるよう取り組み、
「農業振興の応援団」の
輪を拡大します。
●あわせて、
准組合員の意思反映・運営参画をすすめ、准

組合員の
「農」
に基づくメンバーシップを強化します。
地域振興
地域振興の主人公
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FAX●03-5295-7489

地域農業と協同組合を理解

准組合員の「農」に基づくメンバーシップを強化します
連携の重要性が高まっています。

TEL●03-5295-7436

組合員組織活動、
支店協同
活動に参加

加入

● 農業振興と地域振興の両面から農業者と地域住民の

問い合わせ先

組織活動

地域農業と
JA支店を核と 理念共有
協同組合の理解 した
「声を聴く」
・
を深める活動
「共有する」
活動

今後、四半期ごとに同事例集を発行する予定です。ぜ
ひ、
ご参考にいただければ幸いです。

組合員組織代表等
（准組合員含む）
総会・総代
会への出席・意見陳述

●このため、
JAは、多様化した

合員の地域農業と協同組合

アクティブ・
メンバーシップ

理事

組合員組織代表、
支店運営員、
事業 （准組合員含む）
総会、
総代会への
別委員等への
出席・意見陳述
登用

業利用の拡大とあわせて、組

本誌は全国のＪＡ広報誌の中から、准組合員・地域住

メンバーシップ
強化

JAファーマーズマーケットにおける
地産地消の拡大

准組合員・地域住民も多数訪れる
JAまつり
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准組合員を「農業振興の応援団」にしていくためには
准組合員を
「農業振興の応援団」になってもらうために

⑤援農ボランティアなど、農業や農家組合員を応援する

は、以下の5つの「してもらう」
ことを広報誌面を通じて強調

活動に参加する、JA経営に参画してもらう――

していくことが大切です。

以上5つのパターンがあり、各JAであまり意識しないで

①准組合員とは何かを理解してもらう

誌面に掲載していると思いますが、准組合員への理解度

②地元農業を理解してもらう

や参画度にあわせて、
この5つのパターンを意識しながら、

③ＪＡの農業応援商品を利用やＪＡ祭りなどに参加してもらう

准組合員向けに広報していくことが必要です。

④産直などを通して、地元産農畜産物を購入してもらう

パターン

1

准組合員とは何かを理解してもらう

准組合員とは、
ＪＡにとってどんな存在なのでしょうか。信
用や共済事業を利用していても、准組合員として意識して

したちのＪＡ」
を1年間掲載しました。
この中では、
ＪＡや組合
員など協同組合について分かりやすく解説しています。

利用している方は少ないのではないでしょうか。
ＪＡ広報通

准組合員の方に「わたしたちのＪＡ」
との意識を持っても

信では、
これまで、
共通コンテンツとして、
4コマ漫画などを掲

らいましょう。4月号では
「組合員が主役」、12月号には
「准

載してきました。あらためて、
「 准組合員」にスポットを当て、

組合員と共に農業振興」
を掲載しました。4コマ漫画と解説

意識を高めてもらう取り組みをしましょう。

で分かりやすく解説しています。
もちろん、広報誌のほか、

2015年度の共通コンテンツは
「みんなで考えよう わた

コミュニティー紙、
直売所のちらしなどでも使用できます。

共通コンテンツ 2015年4月号
パターン
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地元の農業を理解してもらう

准組合員や地域住民に農業を知ってもらうために地

報を紹介して、普段食べている野菜や果実が地元で作

元農業の情報を発信しましょう。内容は、生産者や特

られていることや、住んでいる地域の特産物、旬を理解

産品の紹介、旬の農産物などです。誌面には、地元の

してもらうなど、地元の農業に興味を持ってもらいましょ

旬の農産物の情報がたくさん載っています。こうした情

う。

まるえびより2016年1月号
（ＪＡえひめ中央・愛媛）

共通コンテンツ 2015年12月号
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えひめと言えば、
ミカンで
す。生産から市場に出回る
までを2ページにわたって
掲載しています。明るいレ
イアウトで目を引き、
また、
ス
マートフォンで情報を見るこ
とができるＱＲコードを付け
ているのも、
ポイントです。
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みどり2016年1月号（ＪＡ庄内
みどり・山形）

みんなのＪＡ2015冬号
（ＪＡ周南・山口）
カボチャの紹介ですが、
生産者の話し、栄養面
などの耳寄り情報や歴
史、
さらにはクイズも載
せています。お年寄りか
ら子どもまで、遊び感覚
で読める誌面になって
います。

ずばり、初売りの告知です。イ
ベントでは、試食やサービスが
盛りだくさんです。寒い冬にな
めこ汁の振る舞いや、野菜詰
め合わせ福袋など、男性も女
性も楽しめる企画を目立たせ
ています。

パターン

3

ＪＡのイベントなどに参加してもらう

信用や共済などを利用している准組合員など
が多いと思いますが、JAや農業について関心を
持ってもらうために、農業祭などのイベントに足
を運んでもらうよう、誘導しましょう。
この場合、開
催後の報告記事もいいですが、
せっかくなので、
足を運んでもらえるように、
イベントやキャンペー
ンの予告記事を充実させるのも一つの手です。
ぜひ、予告記事を掲載しましょう。
そして、
その後
の誌面でイベントを紹介すれば、思い出にもなり
ます。

6

かがやき2016年1月号（ＪＡ東西
しらかわ・福島）

Ｊａｍ2016年1月号（ＪＡ福岡
市・福岡）

いちご祭り、新酒祭り、女性の集
いなどを裏表紙でまとめて紹介し
ています。
イベントは地域住民に
ＪＡを知ってもらういい機会です。
盛りだくさんの情報で引き付けて
います。

組合員向けの講習会に加え
て、福岡市役所で開催される
モニターツアーも紹介していま
す。行政との連携も1つの手
です。また、管内産農産物が
生協組合員向けの商品カタロ
グに掲載されたことを紹介して
います。地元意識が高まるの
ではないでしょうか。

7

パターン
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産直などを通じて地元の農畜産物を買ってもらう

産直や直売所の積極的な活用を促します。地元産農
畜産物を購入することで、地域農業の活性化に寄与して
いるという意識をさらに高めてもらいます。

た料理レシピや直売所などの紹介です。
料理レシピで使う材料と販売している地元直売所をつ
なげることで、消費拡大意識を高めてもらいましょう。

そこで役立つのが地元産の農畜産物や加工品を使っ

ぽらーの花巻2016年1月号（ＪＡ花巻・岩手）
特集で雑穀を取り上げました。健康にいいとい
うことで五穀ごはんや十三穀ごはんが注目さ
れています。誌面では雑穀の紹介だけでなく、
雑穀を使ったレシピも掲載。雑穀を扱っている
協同会社の担当による丁寧な商品紹介は、
読者の背中を押すのに効果があります。

8

ＪＡしまね2016年1月号（ＪＡしまね・島根）
「直売所へ、
いこう」
と称して、
Ａコープ店舗の
「産直コーナー」
を紹介しています。品ぞろえ
が分かる写真は見るだけで興味を引きます。
「こんなの買っちゃいました！」
は一押しの商品
をＰＲするのに効果があります。次回の掲載案
内も読者にとって重要な情報ですね。

9

パターン

5

農業体験やJA経営に参画してもらう

実際に農作業を支援したり、農業塾などの取り組みに
参加してもらうには、
どうすればよいでしょうか。
それは、実際

施設などの視察などに誘導し、地域農業・JAへの理解をさ

に参加している人の声を掲載するのが一番です。

らに深めてもらいます。そして、JAに参画してもらう意識を

農業体験イベントなど、JAはさまざまな取り組みをしてい
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ます。そこで、農作業体験から市民農園への参加や農業

醸成していきましょう。

グリーンボイスＦｒ
ｅｓｈ冬号（ＪＡ
あいち豊田・あいち）
ＪＡあいち豊田では、准組合員
向けの広報誌を発行していま
す。年4回発行で、冬号では半
年にわたって行ってきたお米作
り体験を特集しています。体験
を終えた参加者の声に満足感
が満ち溢れています。農作業
体験などは、准組合員にとって
参加しやすいイベントの一つで
す。広報誌で紹介されたことを
覚えている読者は意外と多い
ものです。
ＪＡ理解も一層深まり
ます。
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