July 2020

Dear cooperative friends from JA-Zenchu:
I want to congratulate you on the results of the survey of your members. I also want to
congratulate you, for the enormous effort you have done in order to reach each member
and hear what they had to say.
I know that you have invited millions of cooperative members to be part of this; members
who support that the JA can get involved in different activities in the field of agriculture and
also in other sector of the economy such as credit and insurance.
Within the framework of the Sustainable Development Goals, farmers must make a great
effort to adapt their forms of production to the demands of economic, social and
environmental sustainability.
Having farmers closely linked to their cooperative organizations, where synergistic efforts
between production, credit and insurance can be developed, is an extraordinary opportunity
for Japan.
The voice of each of the members is essential for a cooperative entity to be able to decide
with autonomy on the steps to follow.
The challenges that we face today as humanity are global, but the answers must be design
from each of our territories.
The best that cooperatives can offer to our societies is to have active members, proud of
their cooperative, participative and with the willing to add their effort to the solutions that
each locality requires.
For this reason, the dialogue promoted by the JA Group is very important, so that its
business policy contemplates the vision of all its members, and translate this into greater
capacity to respond to the challenges that the Japanese agriculture sector must to face.

This self-reform initiative that the JA Group started five years ago, today has the support of
3.9 million members, expressed in this magnificent survey that you have available today to
continue working for the benefit of local communities.
I hope that this tool can help you to continue growing and developing the cooperative
system among farmers, as you have been doing for so many years.
I send you a strong cooperative hug from a distance.

Ariel Guarco
President

（仮訳）
組合員の方々へのアンケート調査の結果について、お祝い申し上げます。
また、組合員一人ひとりの声に耳を傾け、組合員の声を聞くために多大な努力をされ
たことにも、心から敬意を表したいと思います。
何百万人もの組合員がこの調査に協力され、彼らは JA が農業分野だけでなく、信用
や共済など他の分野においても活動することを支持しています。
SDGs（持続可能な開発目標）の枠組みの中で、農家に経済的、社会的、環境的な持
続可能性が求められるなか、農家はそれに応じて営農形態を適応させていかなければな
りません。
農家が、営農、信用、共済の相乗効果を発揮できるような協同組合組織と密接に結び
つくことは、日本にとって極めて重要です。
協同組合組織が自律的に行動を決定できるようになるためには、組合員一人ひとりの
声が不可欠です。
今日、人類が直面している課題は地球規模のものですが、その答えはそれぞれの地域
において導かれなければなりません。
協同組合が私たちの社会に提供できるもっとも重要なことは、アクティブメンバーシ
ップに基づき、組合員が自分たちの協同組合に誇りを持ち、皆で参加し、それぞれの地
域が必要とする解決策のために努力することを惜しまない、というそのことです。
だからこそ、JA グループがすすめる対話は重要です。それによって、JA グループの
方針は、組合員全員のビジョンをくみ上げ、そうしたビジョンを日本の農業が直面する
課題に対応するための大きな力としていくことができるのです。
JA グループが５年前に始めたこの自己改革の取り組みは、390 万人もの組合員から
回答を得たこの壮大なアンケート調査にも表れているように、今日、地域社会のために
取り組み続けていることへの組合員の支持を得ています。
このアンケート調査が、皆さんが長年続けてこられたように、農業協同組合を発展さ
せ、成長させていくことを願っています。
遠いところから、力強い協同の意を表します。
2020 年７月
ICA 会長 アリエル・グアルコ

