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頭

言

ＪＡ総研がＪＣ総研に生まれ変わりました
（社）Ｊ C 総研 会長

茂木 守 （もてき まもる）

社団法人ＪＡ総合研究所は、2011 年１月１日に
財団法人協同組合経営研究所と統合し、社団法人
ＪＣ総研として新たな第一歩を踏み出しました。
2006 年４月に農協労働問題研究所とジェイエイ
システム開発センター、地域社会計画センターの
３社団法人の合併によって発足したＪＡ総合研究
所は、共通理事長のもとに協同組合経営研究所と
の共同研究の実施など、一体的な運営に努めてま
いりましたが、両研究所を統合することにより研
究活動の強化と経営資源の効率的な活用をさらに
進め、研究機関としての将来展望を切り開いてい
くことが肝要であると判断いたしました。
経済のグローバル化の進展に伴い、農林漁業を
取り巻く環境は悪化し、組合員の活動と暮らしも厳しさを増してきました。こうした情
勢のなかで、ＪＡのみならず、漁協や森林組合、生協などの各種協同組合はさまざまな
課題に直面しています。一方、地産地消の取り組みをはじめ、里山や海を守ろうとする
環境保全など地方重視の市民運動が、先進諸国を中心に急速に拡大するとともに、2012
年を「国際協同組合年」とした国連宣言が象徴するように、協同組合の役割と価値を再
評価する動きが世界各国に広がってきました。
協 同 組 合 組 織を会 員とする、 わが国 唯 一の総 合 的な研 究 所として発 足したＪ Ｃ 総 研
は、このような状況変化を踏まえ、ＪＡをはじめ、漁協・森林組合・生協などの各種協
同組合に関する研究活動の充実・深化を図るとともに、多様化する調査・研究ニーズに
対応するため、「現場主義」に基づくシンクタンク機能と、研修・コンサル事業の強化に
取り組んでいくことといたしました。こうした取り組みのなかで、特に食料・農業問題
などに関する基礎的な研究を積み重ねていくことは、ＪＣ総研にとって引き続き最も重
要な事業であり、組合員と協同組合の諸活動の前進に役立つ研究成果を組織の内外へ積
極的に発信していく所存であります。
ＪＣ総研に生まれ変わった当研究所に対し、機関誌『ＪＣ総研レポート』の読者の皆
さまをはじめ、会員および関係各位の一層のご支援とご協力を心からお願い申し上げます。

※ＪＣ総研とは、Japan-Cooperative General Research Institute（日本協同組合総合研究所）を意味しています。
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対

医療・介護・福祉

━━ＪＡが果たすべき役割

談

“生きる” ことの大切さから
目をそらさない
地域が求める医療と福祉の実現を…
盛岡 正博（もりおか まさひろ）氏

ＪＡ長野厚生連 代表理事理事長

長野県は全国随一の長寿県でありながら県民医療費が低い水準で維持されているという医療の優等
県。その屋台骨を支えるのが、佐久総合病院をはじめとしたＪＡ長野厚生連の運営する病院である。Ｊ
Ａ長野厚生連では佐久総合病院を中心に、ＪＡ長野厚生連ネットワークを組織し、地域に根差した医療
体制の構築に力を注いでいる。盛岡正博氏は佐久総合病院の副院長を務め、その後ＪＡ長野厚生連の専
務理事、そして理事長に選任された。医師免許所持者がＪＡ厚生連のトップとなったのは全国初のこと
である。医師・盛岡正博理事長に、農村医療・地域医療を支えるＪＡの役割についてうかがった。
（編集部）

１．哲学から医療の道へ

いたことが影響して、自分も医師を目指すことに
なりました。 医 師という職 業への特 別な欲 望が

今村：盛岡さんは長野県のご出身ではないとうか

あったというよりも、何かを探求したい、という

がっています。どちらのご出身ですか？

思いが強かった。

盛岡：僕は1943年に徳之島に生まれました。奄美
群島は、敗戦直後アメリカの占領下にあったので

それともう１つベースにあったのは、「生」と
い ふ
いうものに対する畏怖、あるいは「死」というも

すが、教員であった父親が子どもの進学と将来を

のへの恐怖感を常に持っていたことです。「生き

考え、復帰前に内地に渡る決意をして鹿児島県本

るってなんだろう」ということをいつも自問自答

土へ移りました。しかしそこには思っていた以上

していたから、人の生死を見つめる医者という仕

の貧困と奄美出身者への差別が待っていた。その

事もいいんじゃないかという選択につながったん

ようななかで育ったものですから、人間というの

ですね。

はなんだろう、人類の幸せってなんだろうという

今村：哲学から医師ですか。そもそも医者とはそ

問いがいつも心にありました。そんなことから、

ういうものであるべきですね。人間の生や死に鈍

よし、哲学をやろうと思っていた矢先に、父親が

感であってはならない。それでご専門は？

脳 卒 中で倒れましてね。 一 命は取り留めたもの

盛岡：当初は外科医になるつもりでしたが、学生

の、 さらなる貧 困に苦しむことになったわけで

運動の関係から、当時一番差別を受けていた精神

す。そうなると哲学などと悠長なことを言ってい

科医への道を選びました。そして卒業後、京都の

られず、食うために、さて、どうするか、となり

岩倉病院というところに勤め始めたのですが、そ

ました。実は父方の祖父が医師で、徳之島で開業

こで見たものは差別が差別を生むという悲しい図

していたんですが、38歳という若さで過労死して

式でした。
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メディコポリス構想で
地域を支える
ＪＡグループだからできること
今村 奈良臣（いまむら ならおみ）氏

（社）ＪＣ総研 研究所長

精神病院というのは医療界のなかでは医療従事

んだなと考えさせられましたね。

者のランクが低い存在となっている。精神病院に

今村：社会性を失った者にもう一度社会性を持た

勤めている、とは家族にも言わせなかった、そう

せるのは難しいことでしょう。でもそういった、

いう時代でした。医師や看護師のなかには、自分

差別をどうにかしたいという強い思いが盛岡さん

たちがそのように差別されている分だけ、今度は

の根底にあるのですね。それがその後の活動にも

患者さんを強く差別している人がいました。それ

つながっている。

を目の当たりにしてこれはいけないと……。だか

盛岡：そう思います。

ら患者さんに対する偏見を取り除きながら、職員
の処遇改善も行うこと、これが自分のテーマにな
りました。それで「精神病院開放化運動」という
のをやったんです。

２．長野県佐久総合病院・若月俊一医師との
出会い、そしてＪＡ長野厚生連の理事長へ

今村：精神病院開放化運動。具体的にはどのよう

今村：その後どういったいきさつで長野へ？

に？

盛岡：「精神病院開放化運動」が一段落して、も

盛岡：患者の病気は病気としてありながらも、処

う一度自分探しをしようと思い立ち、先輩の紹介

遇を変えていく。こちらの接し方を変えていくな

でハーバード大学へ留学しました。数年後日本へ

かで、だいぶ症状が変わっていくということを体

戻ってきて、さあどうするかといったときに、母

験しました。その一方で、働く側の人権を守るた

方の叔父の紹介で、特定医療法人徳洲会の徳田虎

めに労働組合の副執行委員長になって職員の処遇

雄さんと知り合いました。 そこで京 都の病 院が

改善に取り組みました。

困っているから手伝ってくれないかという話をも

でも、偏見をなくすことは簡単なことではあり

らい、京都宇治徳洲会病院に赴任することになり

ません。隔離独房にいたある女性患者は、いつも

ました。 臨 床をやるなら研 修 医からやり直そう

排せつ物まみれで、人が来ればそれを投げつけた

と、精神科医を完全にやめて内科の一研修医とし

り、髪の毛を引っ張ったりして、手の付けようが

て勉強を始めました。38歳のときです。

なかった。 でも開 放 化 運 動により独 房から出さ

徳洲会の幹部として、今度は地域に病院が無い

れ、お風呂にも入るようにもなって、一見すると

医療過疎地に新たに病院をつくる活動を行いまし

彼女にとってそれが幸せかと思っていたんです。

た。これは医師会との対立のなかでの苦しい活動

でも彼女が夏祭りに短冊に書いたのは「先生も看

でしたね。明治以降、国が国民の健康を医師会に

護婦さんも親切で、まるで生き地獄です」という

委託したという形になっていましたから、医師会

言葉。本当のところは心が解放されていなかった

は、自分たちは委託されたんだという自負心が強

JC総研レポート／2011／春／第１7号

《対談》医療・介護・福祉──ＪＡが果たすべき役割 3

い。だから新たな医療機関をつくることに対して

事を成し遂げた者独特の人間的な毒々しさが一切

は、自分たちの既得権を奪われると感じて断固反

なかった。なんというか寂しそうだったんです。

対するのです。農業界・農業協同組合などがやっ

それが、私が先生をお助けしようと思ったきっか

ている厚生連の病院に対して、いまだに風当たり

けだったかもしれません。それが1995年。１〜２

が強いのもそういう理由からです。

年お手伝いするつもりが、1997年には人間ドック

新たな医療機関をつくることに関しては、２つ

科 部 長に、2002年には病 院の副 院 長になりまし

の批判がありました。１つはこれまでの地域の医

た。そして2007年にはＪＡ長野厚生連代表理事専

療 体 制を壊してしまうではないか、 という批 判

務理事となり、2009年には代表理事理事長の役割

と、もう１つは、あそこの医師たちはレベルが低

をお引き受けしました。

いんだ、 という中 傷でした。 これが一 番しんど
かった。医療のレベルは誰が評価するのか、それ
は利用者自身でしょう。僕は利用者がもっと自由
に医療を受けられるようにという強い思いを持っ

３．ＪＡ厚生連のトップが医師であること
の意味

て、埼玉や神奈川に病院を新設していきました。

今村：歴史あるＪＡ長野厚生連が医師免許所持者

それが徳洲会での主な活動です。

を代表理事理事長に迎えたのはこれまでになかっ

しかし、故郷の徳之島で勤務医として不眠不休

たことです。そういう意味では重荷もあったと思

で働いていた弟が、45歳の若さで過労死したこと

うのですが、そのようななかでＪＡ長野厚生連の

などがあって、ああ自分はなんのためにやってい

理 事 長を引き受けようと思われた理 由はなんで

るのだろう、 という徒 労 感に襲われましてね、

しょうか？

いったん医師の職を辞しました。

盛岡：僕の大好きな芝居の世界に例えると、いい

今村：波瀾万丈ですね。それで長野へ？

芝居をつくるためには舞台監督が必要です。当時

盛岡：浪人に近い状態だった51歳のとき、後に佐

の佐久総合病院を見たときに、それを支える舞台

久総合病院院長となる、大学の同窓生清水茂文君

監督が必要なんだと気付きました。本来は理念を

らと旧交を深めるために長野を訪れました。そこ

持った運動であるはずの医療事業が、長い伝統の

で佐久総合病院を育て上げてきた若月俊一先生に

なかで、経済活動や経済の高度成長政策としての

出 会ったのです。 若 月 先 生は僕を見るとすぐに

み存在し、運動としての一面が薄れつつあった。

「少し手伝ってくれるか」と声をかけてこられま

これはいけない。ならば、運動する人々を僕は手

した。僕はそのとき、この出会いが、自分にとっ

伝ってあげなければならない。そう思いました。

て今後の10年をどう生きるかの試金石になるとい

しかしその前に、 経 済 活 動そのものが行き詰

う予感があった。若月先生には、１つの大きな仕

まっている状態でもありました。地域医療という

は ら ん ば ん じょう

わかつきとしかず

医療事業とは理念を持った
運動であるべき。
命を支え合い、
生活を支え合う……
協同組合の原点がここにある。
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ものを考えてみたときに、この病院を医療機関と

きることだと思います。でもＪＡならではのご苦

して継続させなければ、人も含めた体制を確立し

労もあるでしょう。

て守らなければ、地域が廃れてしまう、という強

盛岡：ＪＡ厚生連は、残念なことに医療の資格者

い危機感を持ちました。

であるお医者さんたちを納得させるだけの訓練を

経済活動というものは、経済状況をつまびらか

受けていない。それは、ＪＡが信用事業と共済事

にして、今はこういうことになっているから、そ

業とで高い収益を上げていた高度成長期に、事業

こをこういうふうに変えていったら少し良くなる

計画でそこからなんとかお金を捻出してもらうこ

よ、 ということをはっきりと示すことが第 一で

とがＪＡ厚生連の役割だった、という歴史がある

す。でもそうした作業は、残念ながら事務を中心

からです。でも今はそんなことでは立ち行きませ

とした方たちでは、医者たちを説得できない、と

ん。医療と経営を抱き合わせで考えて、総合力を

いう現場を僕は何回も見てきた。それならば医師

発揮しなければ。でもそのためには人に納得して

でもあり民間を生き抜いてきた自分だからこそで

動いてもらわないといけない。特に誇り高きお医

きる役割があるのではないか。そしてどのように

者さんたちに動いていただくには、医者の理念を

努力すればいいのか、その方向性を示すことがで

理解している者がトップにいることが必要なんで

きれば、破綻しないでいい経済状況を守ることが

す。私はそこに自分の役割があると思っています。

できるのではないかと。それが専務理事、そして

今村：具体的にはどのようなことで立て直しを？

理事長を引き受けた理由の１つです。

盛岡：まず私は病院の課長以下の人たちと経営の

は たん

ね ん しゅつ

あともう１つは、医者が持っている「病院は別

勉強会をやりました。当時は「減価償却」が何か

枠だ」という医療法人的な考え方を、ＪＡの組合

さえ分かっていなかった。事務方がきっちりした

長や連 合 会の幹 部がそのまま踏 襲しているけれ

数字を出せなければ、病院のバイタルサインの

ど、別ではないんです。自分たちが協同組合とし

チェックをすることはできません。そして、きっ

て命を支え合う、暮らしを支え合うというその原

ちりとした数字を出すには正確な情報がいる。当

点が、ここにあるんじゃないかと思った。そう考

時は、昨日は何人の入院があって、何人退院した

えると、自分がかつて精 神 病 院の職 員と一 緒に

のか、いくつベッドが空いているかといった状況

なって病院の立て直しをした経験が、ここで生か

を誰も知らないという状態だった。検査部門は忙

されるかもしれない、私の居場所はあるんじゃな

しいと言うけれど、いったい何人の血液をとって

いかと、そう思いました。

何人の心電図をとったか。それをきちんとした情

今村：経営と運動の両側面から病院を立て直す、

報としてまとめていない。これでは正確な数字を

ということですね。民間のご出身で紆 余 曲 折の

はじき出すことはできません。私は、当直者は１

人生を生き抜いてこられた盛岡さんだからこそで

日でどれだけの仕事をしたのか引き継ぎをして、

う

よ きょく せ つ

アグロポリス・エコポリス・
メディコポリスの 3 層構造で
地域を支え、
農村を復興させたい。
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管 理 課に数 字を集めてほしいと命 令を出しまし

いに刺 激し合い、 質を高め合っています。 さら

た。初めは労働組合からクレームがきましたけれ

に、それぞれの施設は独立採算制をとり、施設ご

ど、「桶の水は、板が一番低いところにしかたま

とに独自の目標や目的を掲げてそれぞれのやり方

らない。板を同じ高さにして、僕は水をゆったり

で実践させています。自分のところで帳尻の合う

と平均的にためたいんだ」と言って、経営改善委

ようなチャレンジはどんどんやりなさい。「責任」

員会を立ち上げて日報管理を始めました。そして
「来年度の自己目標として、本年度の仕事量から

は私が取ります、ということでやっています。僕
りん ぎ
のところにはいろいろな稟議書がまわってきます

５％ 高いところに望みを置いて仕 事を工 夫して

が、とんでもないこと以外は却下することはあり

やってみよう」と提案しました。

ません。自分たちが農業協同組合の病院であり、

おけ

その時点では14億円しか内部留保が無かったん

自分たちは何を一番大事にすべきなのかについて

ですが、それでは当時すでに計画されていた佐久

の最 低 限のモ ラ ルというのは、 皆 持っていると

総合病院再構築計画の頭金にもならない。だから

思っています。そういう面でネットワークによっ

最低でも頭金を貯めようということに目標を設定

て、少なくとも伝達物だけではないというもの、

しました。職員が一丸となって努力した結果、今

有機的なものをつくり上げようと思っています。

では100億円の内部留保ができました。当初は佐
久総合病院にほかの病院がぶら下がるような形で
したが、ＪＡ長野厚生連全体の意識が変わって

４．佐久総合病院の再構築計画

いって、昨年度には、ＪＡ長野厚生連の各事業

今村：さらに、佐久総合病院は再構築を計画して

所、11の病院すべてが黒字になりました。

いるとのことですが、それはどのような構想なの

今村：それはすごい。すべて黒字になれたという

でしょうか？

ことは何か秘訣があったんでしょう？

盛岡：佐久総合病院の良さは、すべてを包括した

盛岡：秘訣というか、あえていえば目標を決めた

医 療 体 系をつくってきた点にあります。 一 般 医

ことが大きいですね。だって夜中の特急列車ほど

療、24時間救急のほか、訪問診療、訪問介護、高

つらいものはないでしょう。時速何キロで走って

度医療、専門医療、そしてリハビリなど、あらゆ

いて、何時何分にどこの駅に止まるのやらまった

る医療を１カ所で行っていた。でも、手がける分

く分からない列車に乗るのはつらいですよ。トン

野が激増し、何もかもが中途半端になってきてし

ネルだって、あと何キロだと分かれば真っ暗闇を

まっているのが現状です。

ひ けつ

我慢できるけど、先が見えなかったら怖い。経営

そこで、これまで繰り広げてきた地域医療を守

とはそういうものではないでしょうか。どこへ行

るために、大規模な再構築を行うこととなったの

けば停車場があって、どこに行けば遊べるか。そ

です。２次・３次の救急救命やがん治療などを含

れが分かっていれば、そこに向かえるようになん

めた先 進 医 療の部 門を分 割して別の地に移 転さ

とか努力する。そういうことだと僕は思っていま

せ、現病院では地域の要望する総合的な医療を提

す。

供する。これにより、都会に出て行かなくても、

さらに、ＪＡ長野厚生連では、地域に根差した

自分たちの近くで都会と同等の医療を受けられる

医療の拠点としてのＪＡ長野厚生連ネットワーク

ようになります。患者が行くのではなく医師が来

を構成し、佐久総合病院やそのほかの病院、診療
所、ケアセンターなど、すべての施設が連携し
て、一体となって活動しています。
今村：ＪＡ長野厚生連ネットワークですか。具体
的にはどのような機能を持っているのでしょう？
盛岡：多くの場合、ネットワークというと、単な
る情 報の伝 達にとどまってしまいます。 でも僕
は、伝達だけではなくて、人が情報なり知恵を刺
激し合って、新しい価値観を見いだすことがネッ
トワークの真の意味だと思っています。ＪＡ長野
厚生連ネットワークでは、月に２度会議を開いて
活動の発表をするとともに、人事交流を通して互
6 《対談》医療・介護・福祉──ＪＡが果たすべき役割

高度医療を集約させる「基幹医療センター」のイメージ図
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るのです。僕は地域で完結する医療ができる医療

置付けてもらった方がいいと思います。だからメ

機関をつくりたい。地域医療とは本来そういうも

ディコポリスのコーディネーターは、医療関係者

のではないでしょうか。今後も高齢社会が進み交

ではなく、今村先生のような大きくものを見てく

通弱者が増える。彼らがまともな医療を受けられ

ださっている立場の方にお願いしたい。

なくなってはいけない。この姿勢は若月先生がつ

私は医療の立場からいうと、メディコポリスと

くった、佐久総合病院の守られるべき伝統です。

いうよりも、利用する人たちにとってのメディカ

今村：地域医療の本来あるべき姿ですね。

ルバレーにしたいと思っています。医療に関して

盛岡：おっしゃるとおりです。僕はＪＡ厚生連と

は、駅に行けばなんでも解決する。できれば駅の

いう全体の病院がどう見てももったいないな、と

近くに診療所をつくる、それが難しければ駅の縦

いう思いがある。その可能性とそこの地域で求め

の線でいきましょう。中心となる駅で８の字かク

られているものを実現しないといけない。かつて

ローバー型で、１時間に１本小さなバスを出す。

僕は無医地域に病院をつくってきたけれど、その

そうしたら交通弱者の助けになるし、村をつぶさ

病院が枯れてしまっては、病院が終わるだけでは

ないですむ。

なく地域も枯れてしまうんです。だからそれをも

そのほかにも、例えば生活支援機器──介護福

う一度生き返らせる。医療と地域とがお互いに影

祉機器のことですが、私はあえてこう呼びます。

響し合って、皆で元気になる。僕がなぜ理事長を

「生きるための機器」だという発想でやるべきな

引き受けたかということにもつながるんですが、

んです。だから本当は機器もその人が一番使いや

傲慢かもしれませんけれど、地域医療、あるいは

すいようにオーダーメードがいいんです。今度つ

福祉活動というものから、自分は絶対に逃げ出し

くる新しい佐久総合病院のまわりにはたくさんの

てはだめだろうなと、これまで医療界に籍を置い

町工場があります。それらの町工場と組んで大量

てきた人間の責務みたいに、僕は感じています。

生 産ではなくオーダーメードの生 活 支 援 機 器を

ごうまん

作っていきたい。農業もそうですけれど、町工場

５．ＪＡグループの役割
——メディコポリスとメディカルバレー
今村：ＪＡグループだからこそできる地域医療・

もなかなか専業ではやっていけない。そんなとき
にニッチ産業として町工場にオーダーメードの機
器製作をお願いすることができたら。大量生産、

福祉がそこにありますね。今のお話にも通じるの

大量買いから、もう一度カジュアル時代、いわゆ
たくみ
る匠の時代に戻らないといけません。戻ることが

ですが、３ポリス構想というのを考えているんで

このダウンサイジングした社会のなかの潤滑油か

す。農村というところにはいろいろな役割がある

なと思っています。そしてそれが地域の雇用を生

わけですけれど、生産というところでは農業＝ア

み、経済を活性化させる。仕事をつくりながら改

グロポリス、環境を守るというところでは、ツー

革を進める。これはまさしくメディコポリスです

リズムでそこに行きたいな、と思わせる良好な自

ね。ＪＡが担うべき役割の１つだと思います。

然環境や農村景観がある＝エコポリス、さらには

今村：そう思います。ＪＡの特性を生かしてね。

人間がそこで生活するために必要な医療や介護、

盛岡：福祉施設でいえば、大型でなくてもいいか

福祉が必要で、そこの部分をメディコポリスと名

ら、協同組合らしい福祉事業をやれる施設を考え

付けています。その３層構造で新しいこれからの

ようというのが私の提案です。2007年12月に議員

農村を復興させたい。そのためにはどんな政策が

立法の老人福祉法改正案が可決・成立し、厚生連

必要なのか、もう一度、３層に分けて立ち向かっ

でも特別養護老人ホームを運営できるようになり

て考えてみたい。そう思っているんです。

ましたから、今、ＪＡ長野厚生連の介護福祉部

盛岡：病院は村のなかでの、あるいはその地域の

と、ジェイエー長野会という福祉法人が一緒に

なかでの重要な構成要素の１つであることはまぎ

なって、ＪＡグループとしての新たな福祉事業を

れもない事実ですね。また社会的に雇用の機会で

検討しています。事業展開としての検討と、協同

あったり、そこで地域の経済循環を起こすことも

組 合の組 合 員に対する福 祉 サービ スとしての検

ある。ただ、あくまでも中心は利用する人たちで

討、さらに雇用創出の課題としてやっています。

あって、病院ではない。だからメディコポリスと

おそらく他府県ではまだやっていない試みだと

いうことでいえば、医療の立場から発信するので

思いますが、ＪＲ小海駅にあった診療所を、佐久

はなく、もっと広い意味で農業経済の立場から位

総合病院の小海分院ができたのをきっかけに、知
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的障害者の授産施設としてつくり替えたんです。

場しのぎにしかなりません。福祉の質は低下し、

その当時、法律上厚生連ではできませんでしたか

後継者も育たないでしょう。

ら、これも前出のジェイエー長野会のなかにつく

だから僕は、福祉現場がまず４Ｋから脱却する

りました。この授産施設が順調に走りだしている

ことが急務ではないかと思っています。そこで、

ので、広域連合とか公設民営化にも手を挙げて、

デンマークにいる僕の友人に協力してもらって、

もう１つやってみようかと思っています。
さらに、長野県内でも、単位ＪＡで優秀なとこ

「つらい介護からやさしい介護へ」という運動を
始めました。介護現場での腰痛を解消するなど、

ろは福祉課など福祉部門を立ち上げてうまく行っ

介護労働環境の改善を目指しています。

ている。これまではばらばらの活動でしたが、Ｊ

今村：「やさしい介護」というと、機械か何かを

Ａの組織力を生かして、それらをうまくつなげる

使って？

ことはできないかとも考えています。

盛岡：それもありますが、実は介護の現場で単に
機械化して持ち上げるのはせいぜい１割程度なん

６．福祉現場における４Ｋからの脱却と
雇用創出

です。それよりも人が体を使って持ち上げたり移
動させたりすることの方が断然多い。だからそれ
を軽減化できないかと。今手掛けているのが、一

今村：福祉の現場では、労働者が不足していると

方向だけに滑る布と、それとは逆にブレーキがか

いう現実があります。この問題にＪＡはどう対処

かって滑らない布を組み合わせることによって、

すべきでしょうか？

患 者の移 動が簡 単にできるような繊 維の開 発で

盛 岡： 福 祉の仕 事は４Ｋといわれる。 ──きつ
い、汚い、危険、結婚できない、だから若い人た

す。信州大学繊維学部の元学部長で、抗菌・防臭
しら い ひろふさ
繊維を発明した白井汪芳氏らと共同で、彼のアイ

ちがやりたがらないわけです。 それに対して国

デアを実際の介護現場で生かしながら、開発を進

は、外国から安い賃金の労働者をたくさん連れて

めています。このような発想の転換により、介護

きて賄おうとしています。 これには僕は反 対で

労働が、腰痛も起こさず、力もいらないというこ

す。外国の方たちに対しても失礼な話だし、その

とになれば、これまでベルトコンベヤーの生産業
務についていた兼業農家の若い奥さんやおばちゃ
んたちが、 パート タ イ ムで働くことができるで
しょう。兼業農家に新たな雇用の場を提供するこ
とができます。
ＪＡ長野厚生連では、すでに「やさしい介護」
のモデル事業所をつくっています。その福祉施設
では、 実 際に妊 婦さんが臨 月まで働ける状 況に
なっているんです。ちょっとした意識の転換で４
ふ っ しょく

Ｋのうち１Ｋを払拭し、介護現場は働きやすい職
場なんだ、というイメージアップを図ることがで
きる。
補助金は、雇用を生み出す事業でない限り補助
金ではない。飢えた人に魚を与えるのではなく、
魚の捕り方を教える、まさに事業とはそういうこ
とではないでしょうか。 確かに福 祉 事 業は厳し
い。厳しいけれどそのなかから雇用を生み出し、
そして価値を生み出す。やはりこの医療事業、福
祉事業はまだまだがんばる余地があると思います。

「つらい介護からやさしい介護へ」講習会の様子。介護労働環
境の改善を目指して……
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７．ピンピンコロリ路線と
ウジウジ生きる路線
今村：介護についていうと、本当は介護をさせな
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い、というのが願いなんです。ピンピンコロリ路

があるのですが、それによると、総合診療科を目

線がいいといっているんですけれど。

指すという医者のうち53〜54％は社会に貢献した

盛岡：先生、僕はそれには反対なんです。

いと思っているが、残りはそうは思っていない。

今村：それはなぜですか？

個人の技術や家庭を大事にしたいと考えていると

盛岡：ピンピンコロリができる恵まれた人は少な

いうのです。そういう面では、皆が考える古き良

いんです。病気になって死んでいく人の方が圧倒

き時代のお医者さんというのは少なくなっていま

的に多い。僕は、病気になったら本人も介護する

す。だから私は教育制度のことを考えるときに、

家族も大変だから、これ以上生きていたら迷惑だ

どんな医者を育てるかを問わずして、医者が足り

よね、 といったふうな健 康 崇 拝には反 対なんで

ないから医学部を増やせというのは極めて短絡的

す。そもそも病気はなりたくてなるんじゃありま

な政策だと思います。

せん。だから僕はピンピンコロリよりも、むしろ

それよりもむしろ、 病 院にポ ス ト・ メ ディカ

ウジウジ安らかに死ねる社 会にしたい。 病 気に

ル・グラデュエートスクールとしての役割を持た

なったらなったで、最後までウジウジと生きて、

せて、すでに医者になった人が、そこで医療技術

そして安らかに死ねること。そんな社会をつくる

の再研修を受けたり、もっと広い意味での社会的

にはどうしたらいいか。

な勉強をする。技術や知識を体得してそしてまた

その１つの提案として、セカンドハウス構想と

自分の診療所に戻っていただく、または開業をし

いうものを考えています。これは在宅介護と高齢

ていただく。そういった新しい価値観というか、

者専用住宅をドッキングさせたような、新しい形

自分が納得して人生を送れる価値観を与えられる

の集合住宅です。家族で入居できて、有料老人

ような、お互いに刺激し合えるような、そういう

ホームのような高額な入居料はいりません。入居

本当の意味でのスクールをつくりたいと思ってい

者は500万円程度を入居時にＪＡに預け、ＪＡは

ます。病院経営の問題を卒業できたら、教育の方

医療保険と介護保険の橋渡しをしながら運営す

で燃え尽きたいと思っています。

る。そして保険がカバーする金額を超えてしまっ

今村：それはとても大事かもしれませんね。再研

た分については預かり金の500万円から取り崩し

修、 現 場 研 修。 そういう場がないんじゃないで

ていくというような……。まだ構想ですけれど、

しょうか？

実現は可能ではないかと思っています。

盛岡：そうなんです。みんなそれぞれいろんな能

いくつになっても死ぬのは怖いし、病気になっ
たら心細いでしょう。そんな高齢者の気持ちを受

それに育てる人材もいない。

力があるのに、その能力をうまく社会に還元して
いないですね。

け止め、家族と地域が一体となってケアできる住

私は能力を超えて、何か不思議な出会いによっ

宅形式は魅力があると思います。ここに住みたい

てこういう場所にはまったということだと思いま

と思わせる呼び水にもなるのではないでしょう

す。理念的にぴたっと合った、ということではな

か。 元 気な間は趣 味で農 業をやることもできる

くて、ああそうか、ここはここでやらなくてはい

し、地域で暮らす人々が増えるから農村の景観や

けない、ということと、決められた仕切りのなか

環境を守ることにもつながる。そしてそこに新た

でそれなりに動けるかなという感じです。そこら

な経済循環も生まれます。今村先生のおっしゃる

は人に恵まれていた。いい人たちとお会いできた

アグロポリス・エコポリス・メディコポリスの姿

というのはむしろ感謝しています。だから不思議

がここにあります。ピンピンコロリ路線の一方

と私としてはいいことばっかりあっただけで、あ

で、ウジウジ生きる路線があっていいし、僕はそ

まりしんどかったとは思わないですね。

れを応援したいと思います。

今村：それは盛岡理事長がお持ちになっている個

今村：ピンピンコロリにしてもウジウジ生きるに

性と人柄ですよ。盛岡さんにあるプラスの力、な

しても、「老い」や「病」にきちんと寄り添える

んでも生かすという力なのでしょう。

医師が必要となっていきますね。そんな医師の人

盛岡：ありがたいですね。生かしていただいて本

材育成についてはどのようにお考えでしょうか？

当にありがたいと思っています。

盛岡：人材育成についていうと、社会が考えてい
かい り
るお医者さんというイメージが、現実と乖離して
いるという問題があります。東大の先端医療研究

対談：2010年10月27日

所の意識調査で、若い医者の意識調査をした統計

構成：（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員 小川 理恵
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地域に求められる医療活動

活動紹介

━━ＪＡ長野厚生連の取り組み

ＪＡ長野厚生連 代表理事理事長

盛岡 正博（もりおか まさひろ）

１．長野県の医療特性
まず、長野県の医療に関係する特性をいくつかの指標で見てみよう。
長野県の男性の平均寿命（０歳の平均余命）は、1965（昭和 40）年に全国９位で
あったが、2005（平成 17）年では 79.84 年（全国は 78.79 年）で１位である。女性は、
1965 年の全国 26 位から 2005 年には 86.48 年（全国は 85.75 年）で５位である（厚生労
働省「都道府県別生命表」
）
。
注）都道府県別に、死亡
数を人口で除した通常の
死 亡 率（ 以 下「 粗 死 亡
率」という）を比較する
と、各都道府県の年齢構
成に差があるため、高齢
者の多い都道府県では高
くなり、若年者の多い都
道府県では低くなる傾向
がある。このような年齢
構成の異なる地域間で死
亡状況の比較ができるよ
うに年齢構成を調整した
死亡率が年齢調整死亡率
（人口10万人対）である。
この年齢調整死亡率を用
いることによって、年齢
構成の異なる集団につい
て、年齢構成の相違を気
にすることなく、より正
確に地域比較や年次比較
をすることができる（出
典： 厚 生 労 働 省 作 成 資
料）

また、長野県の男性の全死因年齢調整死亡率注）は、1965 年には全国で 28 位であっ
たが、2005 年には人 口 10 万 人 対 539.4（全 国は 593.2） と全 国 一 低い。 また女 性は
1965 年には 40 位であったが、2005 年には 273.8（全国は 298.6）で、全国で２番目に
低くなっている（厚生労働省「都道府県別にみた死亡の状況」
）
。
長野県の男性の悪性新生物（がん）の年齢調整死亡率は、1965 年には全国 14 位で
あったが、2005 年には人口 10 万人対 163.9（全国は 197.7）と全国一低く、また女性
も1965年の15位から2005年には86.7
（全国は97.3）と全国で２番目に低くなっている。
また、長野県の女性の心疾患の年齢調整死亡率は、2005 年において人口 10 万人対
35.6（全国は 45.3）で全国一低くなっている。
こうしたなかで、2007 年度の長野県の１人当たり老人医療費は 71 万 5564 円で全国
平均の 86 万 9604 円を大きく下回り、1990 年度以降 18 年連続で全国一の低さ（全国
47 位）を維持してきた。
ただし、すべてが優れているわけではない。脳血管疾患死亡率は、2005 年におい
て長野県の男性は人口 10 万人対 68.8（全国は 61.9）と全国で 37 位である。女性も同
41.5（全国は 36.1）と全国で 40 位である。
また、自殺率（人口 10 万人当たりの自殺者数）の都道府県別順位を警察庁統計
（自殺の発生地で計上したもの）は 2008 年の１位は山梨県の 41.1、47 位は神奈川県の
20.4 であるが、長野県は 27.5 で 27 位である。自殺の原因別の状況は、健康問題、経済
問題、家庭問題が３大原因で、この順位は全国と同様である。健康問題のなかでも男
性は身体疾患、うつ病が増加し、女性はうつ病が増加している。
以上、長野県の医療特性を見てきたが、次に、こうした長野県における医療の一端
を担い、医療活動を展開してきたＪＡ長野厚生連（長野県厚生農業協同組合連合会）
と佐久総合病院の取り組みについて紹介してみたい。

２．ＪＡ長野厚生連とは
ＪＡ長野厚生連は、長野県内の農業協同組合が出資して設立した連合会である。厚
生連病院は農業協同組合が経営する公的病院である。2010 年度では、病院数 11、附
属病院が３、診療所が８あり、病床数は 4330 床ある。これは長野県内の医療機関の
病床数の２割を超える。また、健康管理センター、長野ＰＥＴ・画像診断センターも
各１ずつある。その他、介護老人保健施設が８、訪問看護ステーションが 24 ある
（図１）
。
年間の総収入は 800 億円余である。人件費は 460 億円余で総収入に対し約 58％であ
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【図１】ＪＡ長野厚生連病院等一覧（2010 年５月）

佐久総合病院

佐久総合病院本院
佐久総合病院美里分院
佐久総合病院小海分院
佐久総合病院付属小海診療所
佐久総合病院老人保健施設
佐久総合病院老人保健施設 こうみ

訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
訪問看護ステーション

小諸厚生総合病院

小諸厚生総合病院本院
小諸厚生総合病院附属美里診療所
老人保健施設 こまくさ

訪問看護ステーション こもろ
訪問看護ステーション みさとサテライト
訪問看護ステーション たてしなサテライト

安曇総合病院

安曇総合病院本院
安曇総合病院附属白馬診療所
安曇総合病院附属メンタルケアセンター あずみ

訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
訪問看護ステーション

長野松代総合病院

長野松代総合病院本院
長野松代総合病院附属若穂病院

長野松代総合病院附属ちくま診療所
訪問看護ステーション まつしろ

北信総合病院

北信総合病院本院
北信総合病院附属北信州診療所
老人保健施設 もえぎ

訪問看護ステーション
訪問看護ステーション

か

け

ゆ

み

さ

やま

鹿教湯三才山
リハビリテーション
センター

あずみ
はくば
いやし

なかの
せせらぎ

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院附属豊殿診療所
介護療養型老人保健施設 いずみの
訪問看護ステーション やまなみ
訪問看護ステーション やまなみ あやめの里サテライト
訪問看護ステーション やまびこ
訪問看護ステーション やまびこ 筑北サテライト
訪問看護ステーション やまなみ 三才山サテライト

新町病院

新町病院本院
訪問看護ステーション

しんまち

篠ノ井総合病院

篠ノ井総合病院本院
訪問看護ステーション

しののい

富士見高原病院

うすだ
のざわ
やちほ
こうみ
あさしな

富士見高原病院本院
富士見高原病院附属中新田診療所
富士見高原病院附属みすず診療所
老人保健施設 あららぎ
老人保健施設 さくらの

下伊那厚生病院

下伊那厚生病院本院
訪問看護ステーション

東洋医学研究所

佐久東洋医学研究所

老人保健施設 すずたけ
訪問看護ステーション ふじみ
訪問看護ステーション すずたけ
グループホーム やまゆり

ふれあい

長野 PET･ 画像診断センター
健康管理センター
佐久総合病院看護専門学校

る。従業員数は 6748 人（うち医師が 517 人、看護職員が 3020 人、薬剤師 143 人、医
療技術員 1475 人、事務員 635 人、その他職員 958 人）である（2010 年３月）
。
厚生連病院は公的病院の１つである。他の公的病院とともにそれぞれの特性を見て
みると、厚生連病院は全国に 121 あるが、ほとんどの病院が人口 10 万人以下の地域に
あり、農村医療（過疎地医療）を行っている。
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これに対して、日本赤十字社の日赤病院は、救急医療をうたっており、社会福祉法
人恩賜財団済生会の済生会病院は、困窮者救済医療をうたって設立されている。立地
条件では、日赤病院、済生会病院ではそれぞれ半数以上が人口 10 万人以上の都市で
の医療活動を行っている。

３．佐久総合病院の「５：３：２」方式
ＪＡ長野厚生連の医療事業の歴史は、1934 年に上伊那南部病院組合 11 村の産業組
合による有限責任購買利用組合が昭和病院を開設したことに始まる。その後、1943
年には長野県農業会が設立され、昭和病院は県農業会に移譲される。その翌年の
1944 年に県農業会佐久病院が開設される。戦後は農業会に代わり農業協同組合法に
基づく農業協同組合とその連合会が設立されることになり、1950 年に長野県厚生農
業協同組合連合会が発足する。なお、佐久病院は 1955 年に佐久総合病院と改称して
いる。
1944 年に発足した当初の佐久病院は、院長と看護婦（当時）
、事務員、薬剤師と運
転手の総勢７人でスタートした。診療は院長の内科外来のみで入院は対応できなかっ
わか つき とし かず

た。その後、1945 年に東大病院の分院に勤めていた若 月 俊 一 医師（のちの佐久総合
病院院長、名誉総長、2006 年に 96 歳で逝去）が外科医として加わってから、この病
院の本格的な展開が始まったといえる。
今日、佐久総合病院は、若月先生の考え方に基づく「５：３：２」方式と呼ばれる
医療活動のウエイト配分を行っている。これは、病院の力を 10 としたときに、入院
医療に５、外来医療に３、保健予防活動に２の比率で活動を配分するという考え方で
ある。
入院医療および外来医療では、
「地域のナンバーワンの医療」を提供し、
「農村でも
最善の医療を！」を実現させてきた。また、保健予防活動には、地域ケアや福祉活動
【写真】長野県で唯一の
ドクターヘリで、現場に
出向く医療を実践してい
る

の分野も含まれる。
「地域に出る」
「予
防は治療に勝る！」という考えが佐久
総合病院の基本に据えられている。
若月先生は、高度専門医療と地域密
着医療の「二足のわらじをはく」こと
を病院運営の柱に据えたが、それが今
日の佐久総合病院を形づくっている。
なお「現場に出向く医療」は、現在で
は長野県で唯一のドクターヘリを運用
するまでに至っている。

４．農村医学
佐久総合病院の地域活動は、1945 年 12 月から若月先生たちが始めた出張診療活動
（現場に出向く医療）から始まった。戦後まもなくのこのころから 1950 年代には、潜
在疾病や手遅れが多く、病院から一歩外へ出て診察する必要があった。若月先生たち
は出張診療班を編成し、日曜や祭日を利用して地域へ出た。診療の後は、必ず衛生講
話と演劇を行って予防教育に力を入れた。役者に早変わりした医師、看護婦が演じた
医療や衛生に関する知識を盛り込んだ演劇である。若月先生は、宮澤賢治の「演説せ
ずに劇をやれ」との教えに従ったという。さらには、コーラス、吹奏楽団などの音楽
活動や舞踊など文化活動を通じて地域へ出て行き、地域の人と共に楽しみを分かち合
い、地域の人たちと病院とがお互いの仲間意識を深めている。これが医療と地域、病
12 《活動紹介》地域に求められる医療活動
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院と地域を結び付けたといえる。
こうした活動を行うことは、必然的に農家の暮らしの観察につながる。貧しい村で
は、川の上流でゴム長靴を洗う男性のすぐ下流で米をとぎ、食器を洗う女性や、外便
所や外風呂という住まいの構造、あるいは食生活など暮らしの実態を目の当たりにす
ることになる。また、農薬散布に伴う農民の健康障害など農作業の現場を知ることに
なる。そこから「気づき」が生まれ、現実を踏まえた解決へとつながっていった。
若月先生は、1947 年に第 1 回農村医学研究会を佐久病院で開催し、1952 年には日
本農村医学会を設立している。現在、佐久総合病院には日本農村医学研究所がある。

５．八千穂村と佐久総合病院による全村健康管理活動
ここで、1959 年に始まった長野県八千穂村（2005 年の合併で現在は佐久穂町）で
の村ぐるみの健康管理活動について触れておこう。
佐久総合病院では、巡回診療を続けてきたが、その限界もあった。まず、その都
度、その都度、病気を治すだけではだめだということである。また、潜在疾病が多い
ことである。これは病気を早期に発見しなければだめだということである。何よりも
病気を予防することが重要だが、それには農民自身の健康に対する自覚が特に大切で
ある。そのためには、行政の理解と協力、そして住民参加による健康管理への取り組
みが必要であった。
それがこの八千穂村で実際に行われた。村が、健康手帳と健康台帳（個人・家族・
集落の３つ）を備えて、地域の保健リーダーとしての衛生指導員（現在は地域健康づ
くり員）の組織をつくり健康管理活動を展開した。この衛生指導員は、住民のなかか
ら各区の推薦を受けて村長が委嘱するものである。
こうした地道な取り組みの結果、八千穂村では、乳幼児死亡率の低下、脳卒中死亡
の低下、がん死亡の低下、そして医療費の低下が見られるようになった。特に１人当
たり老人医療費は、全国で最も低い長野県平均よりもさらに低い水準となった。
現在では、長野県下の病院が取り組んできた地域医療と保健師を中心に進められて
きた市町村の保健活動が広がったことなどの結果、長野県は、１人当たり老人医療費
が全国で最も低い県となっている（2007 年度、厚生労働省調べ）
。
「入院診療および
食事療養・生活療養（医科）
」と「入院外診療および薬剤の支給」と「歯科診療およ
び食事療養・生活療養（歯科）
」と「老人保健施設療養、老人訪問看護および医療費」
の支給などの合計である老人医療費を都道府県別の１人当たりで見てみると、全国平
均 86 万 9604 円、最高は福岡県 108 万 2157 円に対し、最低は長野県 71 万 5564 円であ
【写真】佐久総合病院と
地域の人たちの地道な保
健活動の歴史が今に引き
継がれている

る。
こうしたことの背景に、終戦直後に
始まった佐久総合病院と地域の人たち
との地道な保健活動の取り組みの歴史
があり、 それが数 十 年を経 過して今
日、厚生労働省が「医療費の適正化を
推進していく上で一つのモデルを提供
している」
（
『厚生労働白書』2007 年
版）と指摘するまでになったものであ
ることを忘れてはならない。

６．先進医療と先端機器
佐久総合病院は「二足のわらじ」をはいており、地域密着医療だけでなく高度専門
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医療についても取り組んできた。少しだけ例を挙げれば、若月先生が 1950 年当時に
せきつい

行った脊椎カリエス（結核菌が、肺の病巣から血液を通じて脊椎に運ばれて病巣をつ
くったもの）に対する「新脊椎固定術」を挙げることができる。これは当時、新聞紙
上で「カリエス切開手術 すでに八人が再起

佐久病院

若月博士〝死の門〟を開

く」と報道されている。まさに先進医療である。
また、予防医学の研究においても先端機器を導入してきた。古くは胃検診車を導入
し村々へ巡回診察を行った。また、1973 年には大学病院よりも早く血液自動分析装
置を導入して健康管理活動を実施した。現在の健康管理センターへとつながっている。

７．地域における医療機関のサポート
地域における医療機関のサポートの直接的な取り組みである在宅支援は、住み慣れ
たところで安心して暮らすことに寄与するものである。佐久総合病院では地域ケア科
が担当している。
み

と

例えば看取りの場を、地域ケア登録患者の死亡場所で見ると、年によって違いはあ
注）2007年度以降、在宅
には自宅と施設が含まれ
る

るが、ほぼ６割程度の方が病院ではなく自宅（施設含む）で亡くなられている注）。佐
久総合病院の地域ケア科がまとめた「看取り場所の動向（2004 ～ 2009 年度）
」は表
１のとおりである。
【表１】看取り場所の動向（2004 ～ 2009 年度）
2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
在宅
27 人
25 人
31 人
26 人
40 人
47 人
がん患者
病院
14 人
15 人
5人
21 人
12 人
11 人
がん患者の在宅死亡率 （65.9％） （62.5％） （86.1％） （55.3 ％） （76.9％） （81.0％）
在宅
25 人
43 人
50 人
28 人
39 人
34 人
非がん患者
病院
60 人
55 人
53 人
54 人
41 人
34 人
がん患者・非がん患者
41.3％
49.3％
58.3％
41.9％
59.8％
64.3％
合計の在宅死亡率

佐久総合病院地域ケア科の支援があることで、これだけ高率の在宅での看取りを実
現できている。
また、こうした看取りということだけではなく、今日、人々が安心して暮らすため
には、地域における医療機関のサポートが不可欠である。
内閣府が全国 20 歳以上の男女 3000 人を対象として実施した「都市と農山漁村の共
生・対流に関する世論調査」
（2006 年２月公表、回収率 58.2％）によると、
「定住の願
望を実現するため必要な事項」
（複数回答）では、最も多いのが「医療機関（施設）
の整備」で 43.8％、次が「農山漁村地域の居住に必要な家屋、土地を安く入手できる
こと」の 43.3％となっている。また、ＮＰＯ法人「100 万人のふるさと回帰・循環運
動推進・支援センター」が行った「都市生活者に対するふるさと回帰・循環運動に関
するアンケート調査」
（2005 年１月公表）でも、
「ふるさと暮らしをする際の整備条
件」について、
「医療施設の充実」が他の「就業に対する支援」などよりも重視され
ている。

８．新しい医療圏構想と佐久総合病院の分割再構築
佐久総合病院には、
「より身近で生活を支える医療・福祉」とともに「遠くからで
も求められる診断・医療」というニーズに的確に応えていくことが求められている。
地域の病院と中核病院との役割分担、中核病院と診療所との間で診療支援、患者紹
介、医師派遣といった連携が必要である。こうしたネットワークの仕組みを新しい医
療圏構想として考えている。
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JC総研レポート／2011／春／第１7号

こうした構想の上に、佐久総合病院の分割再構築がある。
佐久総合病院は、建物の老朽化、医療圏の拡大、一般医療と専門医療の混在という
問題を抱えている。これに対し、佐久市が唱える「世界最高健康都市」にふさわし
い、診断・治療の機能と医療連携による「地域完結型医療体制」を整えることを目指
している。
「地域完結型医療体制」とは、他施設連携による長野県の東信地域全体の
医療供給システムの見直しを医師会や他の医療機関、地域住民の理解と協力のもとで
進め、従来の「病院完結型医療体制」から大きく転換するものである。
【表２】佐久総合病院の診療現況（2009 年度）
◆入院（延べ数）
◆外来（延べ数）
○一般病棟平均在院日数
○一般病棟稼働率（624 床）
○手術件数
うち全身麻酔
○救急車搬送件数
○救急患者総数

337,927 人
525,047 人
15.73 日（人間ドック・介護老人保健施設を除く）
90.6％
5,711 件
2,998 件
3,243 件（月平均 270 件）
21,593 人（１日約 60 人）

また、外来の地域別患者を見ると、2008 年度では、南佐久郡から 14.1％、佐久市か
じょう しょう

ら 55.0％で、残りの 30.9％が佐久圏域外からの患者である。北佐久・小諸・上小の患
者数が増加している（図２参照）
。
同様に入院の地域別患者を見ると、南佐久郡から 14.3％、佐久市から 44.3％である
のに対し、佐久圏域外からが 41.4％に上っており、外来（通院）に比べ比率が高く
なっている。
救急搬送（ドクターカー・ドクターヘリを除く）を消防署別に見てみると、南部
署、 北 部 署、 佐 久 署からの救 急 搬 送が 65.3 ％を占めるが、 その他の消 防 署からも
34.7％に上る。入院が必要、緊急手術が必要な患者が広域から搬送されて来ている。
近年、その他の消防署からの搬送が急増しており、2009 年度には 36.9％がその他の消
防署からの救急搬送であった。
また、手術件数は 2008 年度には日帰り手術件数が 1365 件、それ以外の手術が 4229
件に上っている。手術件数は最近の 10 年で 34％増加しており、特に全身麻酔の手術
の増加が大きく、また重症化が進んでいる。
産婦人科について、手術件数、分娩件数、帝王切開の件数を見ると、手術件数は他
の病院の診療機能の低下に伴う手術の増加があり、2008 年度で 463 件に上る。また分
娩件数は 774 件であるが、ハイリスクの妊娠、帝王切開が増加しており、帝王切開の
【図２】佐久総合病院が受け持つ医療圏・東信地区
国立病院機構
長野病院
小諸厚生総合病院

長野市
上田市
松本市

東御市
小諸市

東信地区

御代田町

参考）南佐久郡：佐久穂
町、小海町、川上村、南
牧村、南相木村、北相木村
北佐久郡：軽井沢町、立
科町、御代田町
上小地域：上田市、東御
市、長和町など

軽井沢町

立科町

佐久市立国保
浅間総合病院

佐久市
長和町

佐久総合病院

佐久総合病院
佐久穂町
小海町
南牧村

佐久総合病院
北相木村 小海分院
南相木村
川上村
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件数は 178 件に及ぶ。
佐久総合病院は、
「いつでも、どこでも、誰でも必要なときに必要な医療サービス
が受けられる」ことを目標に、
「二足のわらじ」である第一線の医療から専門医療ま
で包括的に医療を提供してきた。しかし、医療の高度化、専門化と医療圏の拡大が続
く大きな流れのなかで、さらに広域に従来どおりの医療を提供することは不可能に
なってきている。
若月先生たちが戦後、馬車に乗って出張診療を行った当時と同じように、
「地域の
なかへ」という思いは同じであっても、時代の変化とともに違った医療内容へ発展さ
せていくことが必要である。
そこで、佐久総合病院の分割再構築では、保健・医療・福祉の一般医療と救急・急
性期の専門医療とを区分し、地域医療センター（佐久総合病院本院）と基幹医療セン
ター（高度医療センター）に分けることとした。
それぞれの役割（計画）は表３のとおりである。
【表３】佐久総合病院の分割再構築計画
基幹医療センター
（高度医療センター）

地域医療センター
（佐久総合病院本院）
１．基本的な方向性
地域に密着した市民の病院として、医療・保健・
福祉サービスを包括的に提供する。
◆救急を含む一般診療の提供
（１）各科・一般外来
（２）リハビリ医療の充実

１．基本的な方向性
高度医療を集約し、広域によりよい医療を提供
する。
◆高度医療センターの創設
（１）各疾病に対するセンター機能

しんきんこうそく

（がん、脳卒中、急性心筋梗塞ほか）

◆健康増進センターの整備

（２）救命救急センターの充実

◆在宅医療の充実・介護施設との連携

（３）周産期母子医療センター、小児科の充実

◆「医・職・食・住・友・遊」の創出

（４）主要な手術の集約化

◆南佐久医療機関との連携

◆高機能診断センター（共同利用の充実）の整備
◆高度医療の研修・教育施設
◆広域災害医療センター
◆広域医療機関との連携

２．病床数
一般病床、回復期リハビリ病床、精神病床、緩

２．病床数
一般病床、救命救急センター、ＩＣＵ、緩和ケ

和ケア病床、人間ドック

ア病床

合計 300 床

合計 450 床

３．各種機能

３．各種センター機能

地域一般病院として市民病院的な診療機能の整

救命救急センター、がん診療センター、周産期

備、在宅ケア・健康管理センター、地域医療の研

母子医療センター、循環器病センター、脳卒中セ

修施設整備

ンター、高機能診断センター、災害拠点病院、高
度医療研修施設

４．医師数
約 60 人

４．医師数
約 120 人
資料：再構築事務局作成

最後に、こうした取り組みがＪＡ長野厚生連の医療・介護のネットワークをさらに
充実させ、地域のさまざまな医療機関との連携の取り組みが広がり、ひいては冒頭で
紹介した長野県の医療特性をさらに改善することにつながることを願ってやまない。
〈本稿は、
ＪＡ長野厚生連 盛岡理事長からの聞き取りをもとに、
（社）
ＪＣ総研 基礎研究部長 吉田成雄が執筆した〉
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提

知多半島ＪＡ健康医療福祉研究会の検討で
見えてきた課題と解決への具体策

言

日本福祉大学 福祉経営学部 教授

佐藤 皓一 （さとう こういち）

はじめに
「知多半島ＪＡ健康医療福祉研究会」
（以下、研究会という）は、日本福祉大学のゲ
スト講師として私の授業にお招きしたＪＡ愛知厚生連知多厚生病院（以下、知多厚生
みやもとただひさ

病院）院長宮本忠壽氏、前院長の片桐健二氏との懇談において「知多半島をなんとか
しないと危ない」との共通認識を持ったことから出発し、ＪＡあいち知多とも協議を
重ねて発足したものである。
日本一豊かな知多半島においても日本の各地に見られる高齢化・過疎の進行や地域
経済の崩壊の波は等しく押し寄せている。
「生まれた場所で健康で心豊かに暮らし続
けたい」というささやかな願いをかなえることさえ厳しい状況となってきた。
こうした地域の変化にＪＡグループとしてどのように考え対処すべきかを検討する
のがこの研究会の目的である。
なお、本報告は、研究会で検討中の内容であるとともに研究会に提案する私案であ
ることをあらかじめお断りしておきたい。

１．知多半島の概況とＪＡ

【図】知多半島地図

知多半島は愛知県名古屋市の南に位置し、行
政区分では５市５町が存在する。過去に市町の
広域合併も検討されたが小規模のまま今日に

名古屋市

この地域は中部地域の経済発展の恩恵を受
け、製造業を中心とした雇用機会が豊富な労働

知多半島

至っている（図参照）
。

東海市 大府市

知多市

東浦町

阿久比町
常滑市 半田市

市場が近郊にあることから、第１次産業（農畜

武豊町

産業・漁業等）による収入と勤労（兼業）収入

美浜町

が合計され家族の世帯収入が確保されてきた。
そのため、不況下においても今日まで地域経済

南知多町

は緩やかな衰退にとどまっていた。こうした環
境から若者の地元志向は高く、結果として高齢
【表１】 知多半島市町の人口・世帯数と高齢化率（2005 年国勢調査人口）
市 町 別
総
数
半 田 市
常 滑 市
東 海 市
大 府 市
知 多 市
阿久比町
東 浦 町
南知多町
美 浜 町
武 豊 町
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総数（人）
596,891
115,845
51,265
104,339
80,262
83,373
24,577
48,046
21,909
26,294
40,981

男（人）
301,088
57,626
25,117
54,737
41,008
41,853
12,081
24,091
10,627
13,013
20,935

女（人）
295,803
58,219
26,148
49,602
39,254
41,520
12,496
23,955
11,282
13,281
20,046

世帯数
217,100
42,018
18,011
40,323
30,672
29,839
7,846
16,214
7,078
9,993
15,106

高齢化率（％）
14.5
17.0
19.6
15.7
14.7
16.2
19.8
16.4
26.7
18.6
15.6
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化率の上昇を抑えてきた（表１参照）
。
しかし、産業のグローバル化によって生じる急激な製造業基盤の変化は従来の延長
線上での思考を超える状況を示し、全国的に見ても地域の就業機会の減少が人口減
少・過疎化に拍車をかけている。知多半島といえども例外なくこうした人口減少・過
疎化の洗礼を受けようとしている。
一方、ＪＡ組織は、2000 年４月、知多半島内のＪＡ東知多、ＪＡ西知多、ＪＡ知
多が合併し、知多半島全域５市５町を管内とするＪＡあいち知多が設立された。ＪＡ
みのり

グループはこの半島内に、知多厚生病院（266 床）
、社会福祉法人あぐりす実の会特
別養護老人ホーム「大地の丘」
（100 床）を持っており、ＪＡグループの地域に対す
る潜在的影響力は強いといえる。

２．研究会の体制と設立趣旨
まず、研究会の体制等について記しておきたい。ＪＡあいち知多やＪＡ管内にある
病院、老人ホーム、大学などが参画して、研究委員会と作業部会を開催しながら、基
礎資料を収集・分析の上、研究・検討を重ねている。
◆研究会の体制等
設立準備会

2010 年３月（呼びかけ人：知多厚生病院院長）

発

足

2010 年５月（発足総会、規約確認）

構成メンバー

ＪＡあいち知多（専務理事、職員）
知多厚生病院（院長、地域連携室）
特別養護老人ホーム「大地の丘」
（理事長、施設長）
日本福祉大学教員（以下、大学教員）
（２人）
オブザーバー（ＪＡ愛知中央会、ＪＡ愛知厚生連本部）

組 織 体 制

研究委員会（各組織の役員および大学教員）
作業部会（毎月開催・各組織の管理職および大学教員１人）
事務局（知多厚生病院スタッフおよび大学教員１人）

基礎資料収集

各市町の福祉計画、介護保険特別会計の資料、人口統計データ、
社会福祉協議会事業方針、医療体制、介護保険事業者数・規模
等、ＪＡあいち知多第４次中期計画策定に向けたアンケート調査
結果

また、研究会の設立趣旨を参考までに次に掲げておく。われわれの問題意識と強い
危機感を理解していただけるかと思う。
◆研究会の目的と設立趣旨
１）目的
知多半島における地域住民の健康・医療・福祉に係るサービスの確保と質の向
上を目的に現状分析、課題の顕在化を産・学連携を基本に研究を行い、その成果
をもって地域貢献とする。
２）設立趣旨
21 世紀は、健康で心豊かな時代の到来、東京一極集中から地方の時代といわ
れ、
「量から質へ」の転換、健康、文化、美しさを求めることが国民の関心であ
り、その積極的な展開に大きな期待をよせてきた。
ところが、少子高齢社会の到来や経済のグローバル化等により生活の環境は急
激に悪化し地域経済の衰退は止まらず、中山間地域では地滑り的な地域の崩壊が
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始まり国民生活のセーフティーネットさえ維持できない危機に直面している。
これに対し知多半島地域は、愛知県を中心とする中部地区の製造業や中部国際
空港の恩恵を受けて雇用も確保され若者の定着率は高い水準を保ち、地域経済疲
弊をもたらすような影響は少ないと考えられてきた。しかし、この地域でも過疎
化の進行や生活環境の悪化は着実に進行している。商店街の閉鎖や知多半島の南
から北への住民移動、特に南知多町の人口将来予測に見られる人口の減少と地域
崩壊は現実の問題として徐々に顕在化してきている。
ＪＡグループは、今日まで地域対策として①地域土地利用対策、②地域農業振
興対策、③農住都市建設対策、④農業・農村関連事業振興対策、⑤福祉活動整備
対策、⑥生活総合センター機能整備対策、⑦地域環境保全整備対策の重点運動を
展開して「快適な地域づくり運動」を進めてきたが、その成果は一部に止まって
いるといえる。そして地域の崩壊は、ＪＡの経営を脅かす情勢となってきた。
健康・医療・福祉サービスの提供機能を有し、資金力、組織力、政治力の面で
地域の中核となり得るＪＡグループが協同組合思想に基づく地域住民の「健康・
医療・福祉」をテーマに研究を行う社会的意義は高い。
こうした状況に危機感を持ち、知多半島に係る者が結集しテーマに係る基礎的
研究を行い参加組織個々の事業計画に反映することを目的に「知多半島ＪＡ健康
医療福祉研究会」を設立する。

３．見えてきた課題
次に、研究会で集めた調査資料および作業部会での議論から見えてきたいくつかの
課題を挙げてみたい。
（１）ＪＡ高齢者福祉事業（実績・アンケート）の現状
① 2009 年度事業実績
介護保険請求金額 ３億 9870 万円
②利用者数は表２のとおりである。
ＪＡあいち知多が 2009 年度に実施した第４次中期計画策定に向けたアンケートの
調査結果を見ると、ＪＡの高齢者福祉事業利用者の期待度と満足度の関係は、期待度
が５点満点で 3.964 点と他部門に比べて高い数値を示している。また、満足度は 3.481
点である。
これは、ＪＡの福祉事業に対する利用者・組合員の関心の高さを示すものである
【表２】知多半島市町におけるＪＡ高齢者福祉事業の利用者数
居宅介護支援事業
利用人数
あい愛おおぶ
あい愛いくじ
あい愛あぐい
友遊苑
とこなめ

2007 年度
延べ
実人数
844
98
840
95
472
53
835
92
896
93

2008 年度
延べ
実人数
974
116
851
105
465
49
1,028
116
835
112

2009 年度
延べ
実人数
961
93
1,018
121
579
63
1,140
139
939
98

（介護予防）通所介護事業
利用人数
あい愛おおぶ
あい愛いくじ
あい愛あぐい
友遊苑
とこなめ
みはま

2007 年度
延べ
実人数
9,268
94
6,225
61
5,443
62
9,935
117
5,833
70
5,514
81

2008 年度
延べ
実人数
8,753
102
6,080
59
4,972
51
9,499
123
5,184
67
−
−

2009 年度
延べ
実人数
9,185
105
6,265
77
4,988
61
9,993
135
6,125
68
−
−
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（介護予防）訪問介護事業
利用人数
あい愛おおぶ
あい愛いくじ
あい愛あぐい
友遊苑
とこなめ
みはま

2007 年度
延べ
実人数
5,972
63
−
−
−
−
9,150
65
6,469
62
7,222
60

2008 年度
延べ
実人数
4,667
50
−
−
−
−
9,497
70
6,425
68
−
−

2009 年度
延べ
実人数
4,652
55
−
−
−
−
8,539
68
6,345
78
−
−

が、一方ＪＡの長期経営計画における事業再編計画では、ＪＡ本体で直接的に運営す
る高齢者福祉事業の廃止が確認されている。
（２）知多厚生病院の現状
2010 年９月事業実績から見ると、１日当たり利用者数は外来 699 人、入院 234 人で
前年対比 100％を確保している。病床稼働率 92.78％、平均在院日数 26.90 日（療養型
を除けば 20 日）であり、へき地中核病院の形態を示している。
病院の利用患者数の減少を１人当たり単価のアップでカバーした結果、病院の収入
確保ができ、これは全国的な傾向と一致するものである。
利用患者の分布を市町別に見ると南知多町、美浜町の２町に集中し小規模医療圏を
示すものである。
（３）特別養護老人ホーム「大地の丘」の現状
特別養護老人ホーム「大地の丘」では、2009 年度に 80 床から 100 床に増床を行っ
た結果、経営基盤が強化された。経営収支などの資料は公開が義務付けられているこ
とから省略する。
現在、フィリピン人の介護士の研修者３人を 2010 年 11 月から受け入れている。
（４）知多半島の将来人口推移から見える課題
研究会では、長期的視点からの分析を行うために次の指標（財団法人統計情報研究
開発センターデータ）を用いることとした。
注）幼年とは０〜14歳、
生産年齢とは15〜64歳、
老年とは65歳以上を指す

①従属人口指数＝
（幼年人口＋老年人口）
÷生産年齢人口×100 注）
②幼年人口指数＝幼年人口÷生産年齢人口×100
③老年人口指数＝老年人口÷生産年齢人口×100
④老年化指数＝老年人口÷幼年人口×100
本稿では、このうち従属人口指数の推移とその影響を見てみよう。
従属人口指数（率）とは、15 歳未満の幼年人口と 65 歳以上の老年人口は消費に関
与するが、生産には従事しない。生産年齢人口によって、これら２つの層が支えられ
ているという側面を重視して、社会における相対的な扶養負担を測ろうとする尺度で
ある。
この尺 度から将 来 人 口 推 計に基づき各 市 町を見ると、2035 年に南 知 多 町では
104.3％、阿久比町で 71.7％に到達する。当指数が 50％を超える段階から徐々に自治
体財政は柔軟性を失ってくる。半島内の相対的に豊かな自治体においても 2 人の生産
年齢人口で 1 人の従属人口を支える状況となることを認識する必要がある。
この人口推移予測から到達する状況は、集落機能の崩壊、医療も福祉も単独の市町
では完結できないことを意味するものである。
（５）市町別長期計画が知多半島全体の視点を持っていないという課題
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市町別長期計画策定が実質的に短期の計画であるとともに、知多半島全体の視点を
持っていない。人口推計から見ると緩やかに半島を北上する住民移動が見られる。
最南端の島しょ部を抱える南知多町から始まる過疎の波は北上し拡大する。北部地
区の市町は最南端の崩壊が自らの課題でもあるとして、課題と対策を共有しなければ
社会的インフラの面から窮地に陥ることとなる。
（６）地区社会福祉協議会の現状と課題
地域福祉の中核を成す地区社会福祉協議会（以下、社協）の活動方針・計画につい
ても、基礎資料として収集を行った。そこから見えてきたことは、介護保険事業の
サービス提供者が担い手としての運営者であるとともに、行政の下部組織化している
という実態であった。
厚生労働省は「社協は民間組織」と位置付けているが、実態は行政組織と認識せざ
るを得ない。社協は、独自財政の確立を図り、地域福祉のセンター機能の発揮が強く
求められている。
（７）ＪＡ組織の役割と経営転換の視点
ＪＡ組織は、地元に依拠した経済組織である。地域の崩壊は組織の存続の可否を決
定する重要な課題として顕在化してきた。
地域住民の生活を守り、地域経済の再生・活性化の先頭に立つことがＪＡの組織を
維持することに直結する。今日までの豊かな知多半島の恩恵を基盤にした経営から、
自らが地域の豊かさをつくり上げる経営へと転換する視点が必要とされる。
（８）知多厚生病院の課題
知多厚生病院の対策は緊急の課題といえる。地域の少子高齢化の波とともに政策リ
スクも高まり、特色を持った病院づくり、医療と介護の併営が急がれる。
従来型の自治体からの経営支援は望めなくなり、病院単独による収支均衡の経営を
目指すこととなる。
（９）特別養護老人ホーム「大地の丘」の課題
しゅつ え ん

特別養護老人ホーム「大地の丘」は、ＪＡグループが出捐し、2005 年 10 月に立ち
上げた施設である。2009 年度に 20 床の増床（合計 100 床）を行ったが、依然、経営
ぜ い じゃく

的基盤は脆弱である。
厚生労働省の政策誘導は特別養護老人ホーム（特養）の代替機能を持つビジネスモ
デルの推奨であり、高齢者専用住宅、有料老人ホームの拡大、それに伴う給付金の減
額は既定路線となっている。
この情勢に対応するためには、サービスの多様化と施設の複数化が不可避となって
いることから経営戦略の見直しが求められる。
（10）グループとしての付加価値の高いサービス提供の課題
ＪＡグループは、個々の事業展開において懸命の努力を行っている。しかし、グ
ループとしての付加価値の高い総合的な生活サービスを提供するに至っていないのが
現状である。
地域が衰退するなかで、地域住民の生活を守るためには「ＪＡ」
「病院」
「特養」な
ど各組織単独の事業展開によるサービス提供には限界があり、機能分担と連携が求め
られている。
特に、地方財政が縮小するなかで、税による財源確保によって提供するサービスの
限界から、新たなビジネスモデルによる住民サービスの提供が社会的課題となってい
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る。
（11）職員の危機意識の欠如と協同組合思想についての課題
上記の課題を検討する経過のなかで、大きな問題点として明らかになったことは、
職員の危機意識の欠如と協同組合思想の消滅である。
社会基盤が激変し、地域住民の生活が不透明感を増すなかで、変化に対する感知能
力と対応力をどのように育成するのかが問われる状況にある。

４．課題解決に向けた具体策
（１）ＪＡから地域・市町への呼びかけ
中部地域の豊かさの源泉は、製造業による有効求人倍率の高さと第１次産業就労率
の高さにあった。
しかし、このような状況も製造業の国内生産空洞化、ＴＰＰ（環太平洋パートナー
シップ協定）による国内第１次産業（農・畜産・漁業等）の崩壊は現実化してきた。
少子高齢化の進行と産業構造の激変は知多半島に大きな構造的変化をもたらすと予
測できることから、市町の枠を超えた長期的施策の検討の組織づくりをＪＡが中心と
なり提案する。
（２）知多半島元気ネットワーク「たまり場」の取り組み
高齢社会の到来は、同時に地域住民の健康に対する意識の高揚をもたらし、朝夕の
ランニングや散歩者の増加現象を引き起こした。こうした運動者が立ち寄るコミュニ
ティーづくりを知多半島全域に呼びかけ、元気ネットワークを形成する。10 年間程度
を完成の目安とし、地域の企業、自治体、住民などに呼びかける。
ＪＡにおける元気ネットワークのイメージは次のとおり。
①知多半島内にＪＡの事業所は約 150 カ所ある。すべてでは条件が整わないと思う
ので、50 カ所の設置を目標とする。敷地の片隅に運動機器を２～３個設置して運
動者の「たまり場」とする。
②地元企業をはじめとする各種組織に呼びかけて設置数を拡大し、知多半島全域を
カバーする。
③健康な高齢者の増加で地域が活性化し、医療費・介護保険料の減少効果が期待で
きる。
（３）組織活性化に向けた取り組みの提案――「ＪＡプラス１カード」（仮称）
ＪＡの事業は、民間企業が代替可能である事業が経営の中核を成している。その視
点から経営論議を行えば、機能＝価格競争に置き換わる。協同組合は価格競争だけで
はなく、それと同時に組織活動（組合員・地域住民参加）を行うことができ、それが
民間企業との競争力といえる。
この２つの目的を達成するために組織的意識活性化を目指した「ＪＡプラス１カー
ド」
（仮称）の発行を推進する。当カード会員には次のサービスを付加する。
①ＪＡグループ共通カードとする（決済機能は無し）
。
②ＪＡグループでの利用時に割引を行う。
例：病院利用は保険対象外に対して５％の割引
③会員に「健康・医療・福祉」情報の定期的発信を多様な方法で行う。
（４）ＪＡ組織の機能分担とサービス強化の取り組み
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前節の「見えてきた課題」で明らかにしたように、ＪＡグループのトータルサービ
スが社会的要求として必要不可欠な情勢となってきた。そのためには各組織の機能の
見直しとサービスの分担・連携を行い、質の高い付加価値のあるサービスを提供する
ことが求められる。
そこで、次のとおり方策を整理する。
①ＪＡ福祉事業は、その重要性を認めながらも、さまざまな要因からＪＡ本体で行
わないことが決定されている。従って、当事業を「社会福祉法人あぐりす実の
会」に一括移管する。
 ＪＡの福祉事業は、直接的経営から間接型の機能を強化し、福祉施設の建設投
資を担うなど、賃貸方式による金融事業（資産運用事業）の役割を担う。
②知多厚生病院は、患者サービスの質的転換を検討する。将来の包括診療に耐えら
れ、混合診療が可能な病院づくりを目指す。
 また、医療と福祉の連携の視点から「訪問看護ステーション」
「医療型高齢者
専用賃貸住宅」の新設・連携を図る。
 病院の体制整備も不可欠であり、特に地域医療連携室における機能の見直しは
従来の病診連携から発展させた、患者や元気な住民を対象とした「医療情報の受
発信基地」機能の構築が必要である。
③「社会福祉法人あぐりす実の会」の経営戦略の方向は明白である。福祉サービス
の専門集団としてＪＡグループを指導するとともに、自らの施設複数化を図り、
知多半島全域を視野に入れた取り組みが必要である。
職員の人事ローテーションとスキルアップが可能な体制づくりを行う。

おわりに
研究会の基礎資料収集のため、私が指導するゼミの学生は、夏休みを 10 日間返上
して知多半島をさまよった。市町窓口では厄介者扱いを受け、資料も市町ごとに異
なっているため図書館を訪問したりして、まさにさまよったといえる。その努力に感
謝したい。
当提案は、2011 年２月末に開催される予定の研究会にたたき台として提出し、検
討を加えた後、最終的には３月末までに取りまとめることとしている。
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現地報告

安心して暮らせる地域づくりとＪＡの役割
ＪＡあづみ 総務開発事業部 福祉課

池田 陽子（いけだ ようこ）

１．はじめに
ＪＡあづみは、介護保険制度が導入されるに当たり、1998（平成 10）年３月に福
きずな

祉課を新設した。
「人と自然、人と社会の絆を大切にした地域社会の創造」を目標に
13 年、この４月にＪＡとして２つ目のデイサービス「ＪＡあづみ あんしんの里“南
穂高”
」がオープンする。
これは、2003 年 10 月にＪＡらしさにこだわってオープンさせたデイサービス「あ
にれ

んしんの里 楡」に次ぐものだ。その初めてのデイサービスでは、農業とともに暮ら
してきた利用者が自宅にいるように過ごしてほしいと、大きな縁側とその前に畑をつ
くった。とれた野菜は、昼食の食材になる。
その菜園は、ＪＡの教育文化活動である「生き活き塾」の実習の場にもなってい
る。当番の塾生には、農業の大ベテランである利用者からアドバイスの声が掛かる。
利用者にとっても生きがいが感じられ、さらに居心地の良いデイサービスが実現する
こととなった。
「ＪＡのデイサービスを、という希望が多いんですよ」というケアマネージャーの
話に、
「いずれ私が高齢になったときのために居場所が欲しい」という願いを実現す
るため、地域の声や要望を生かして組合員とともにつくり続けるＪＡあづみの高齢者
福祉活動の姿がそこにある。
2009 年、
「ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク“あんしん”
」や「生き活き
塾」の仲間たちと「ＪＡあづみ“あんしん”ビジョン委員会」を立ち上げ、10 年後私
たちはこうありたいというビジョンをつくった。
“あんしん”の究極の目標は「あん
しんして暮らせる里づくり」であり、その実現に向けて、
「100 歳まで農作業で達者
が一番」という中期目標も作成した。

ぬく

人と人とが寄り添いながら当たり前に暮らしていける地域をつくりたい、そんな温
もりのある協同福祉活動が今着実に出来上がりつつある。

２．ＪＡあづみの概要
あ ずみ の

ＪＡあづみは、長野県中部に位置する安曇野市の
ほりがね

大部分を占める穂高・豊科・堀金・三郷地区と松本
な がわ

長野市

市の一部（梓川・安曇・奈 川 ）をエリアとしてい
む、標高 500 ～ 700 ｍの比較的平坦な地域は「安曇
野」と呼ばれ、上高地や乗鞍岳、ワサビ田を育む湧

ＪＡあづみ

る。西に常念岳をはじめとする北アルプス連峰を望

安曇野市
松本市

水群といった豊かな自然と、安曇野のシンボル「道
ろくざん

祖神」や碌山美術館など観光資源にも恵まれて、全
国各地から多くの観光客が訪れている。
長野県内でも有数の稲作地帯であり、また、雨が
少なく昼夜の寒暖差が大きい自然条件を利用した特
か

き

産のリンゴをはじめ、野菜・花卉・キノコなどの出
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荷も盛んである。
Ｊ Ａあづみの組 合 員 数は 1 万 6145 人（正 組 合 員 1 万 2890 人・ 准 組 合 員 3255 人、
2011 年１月末現在）
、販売高は約 82 億円（2009 年度）となっている。
また、製造品出荷額で見ても、安曇野市は 6217 億 3706 万円で、県内１位である。

３．ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク“あんしん”
1999 年、ＪＡあづみは 21 世紀に向けて長期構想を樹立するため、組合員アンケー
トを行った。その結果、
「組合員がＪＡに望む支援」は、①高齢者福祉活動、②共同
購入、③葬祭事業、④くらしの助け合い事業であり、
「生活のなかで一番関心を持っ
ているもの」は、①健康、②老後の生活、③農業の将来であった。
県内でも比較的暮らしやすいといわれるこの安曇野でも、生きていくこと、老いて
いくこと、暮らしていくことへの不安を持っていることが分かった。
「そうだ、この不安を“あんしん”に変えていこう」
。それが「あんしんして暮らせ
る里づくり」の第一歩であった。その目標は、①心豊かに子どもたちがあんしんして
暮らせる地域、②高齢者たちが生き活きと生きがいを持って生きることのできる地域
を目指すこと、とした。
そのことを常に心に留めおいて活動し続けるために、
「あしたへのあんしん」とい
う詩を作った。この詩には曲と体操があり、
「あんしん広場」やイベントを開催する
際には全員で歌って、体操をする。
あしたへのあんしん
作詞：池田陽子
作曲：ワイズセッション

だれもが思う老後のこと
お互い

たった一度の人生を

住みなれた土地
つつがなく

住みなれた家で
明るく

人が人を援助する

いきいきと暮らしたい

困ったときはお互いさま

元気なときには協力を
人と人とが自然のままに

困ったときは助けてもらう
心と体を支え合い

みんなで力を出しあって
創ろう温もりのある地域と
“あんしん”して暮らせる里を

この詩によって、①この安曇野を暮らしやすくするのは誰なのか、②暮らしやすい
地域のビジョンは描かれているか、③心豊かな気持ちで子どもを産み育てられる地域
のありようとは何か、④長くなった高齢期を生き活きと過ごすことができる地域にす
るためにはどうすればよいのか、という視点を皆で共有し、住みよい地域を自らつく
り出していくことを目指してほしいと考えた。
ＪＡあづみでは、高齢者福祉活動の目標を、①元気なうちから生きがいづくり、②
人と人との絆で、困ったときはお互い様と支え合えるくらしづくり、③援助を受けな
がらも自分のことができるくらしを築く、④介護保険制度として信頼のできるサービ
スを行う、としている。これらを継続的に行うことで、活動を運動に、そして事業に
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つなげていく。
この「あんしんして暮らせる里」は、自分自身の手でつくっていくものであるとい
うことを皆が意識して、一人一人が実践できる仕組みをつくり続けてきた。
さて、ＪＡあづみでは、女性部の中高齢者グループ「よつば会」が中心となって、
1990 年から「助け合い制度」を始めていた。それを 1998 年会員制の有償在宅サービ
ス「ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク“あんしん”
」に再編成し、
「困ったと
きはお互い様」をモットーに本格的に活動を開始した。協力会員 94 人、利用会員 47
人、賛助会員 12 人、計 153 人が当初の会員であり、入会金 3000 円と年会費 1000 円で
出発した。現在の会員数は 460 人である。
地域で生き活き暮らすための自立を支援する、心豊かな生活の実現のための家事援
助サービス、介護・介助サービスを活動のメインに据えた。最初の２年間で、利用者
は延べ 98 人、8500 時間に広がった。このうちの 60％は介護保険制度施行時に、
「ＪＡ
あづみ指定訪問介護事業所」の訪問介護にスムーズに移行することができた。
“あん
しん”の活動が介護保険導入の土台づくりに大きく寄与した。
その後も、介護保険では足りないサービスやできないサービス、例えば草むしり、
障子張り、入院患者の洗濯などとともに、１人暮らしの老人の買い物、調理・掃除な
どさまざまな地域のニーズに積極的に応え、
「ＪＡの助け合い活動」として着実に地
域に浸透していった。
素人集団で始めた福祉事業であるがゆえに、福祉を制度から考えずに、組合員や地
域のニーズから考え、どうすればそのニーズに応えられるか試行錯誤を重ねてきたこ
とが、
「訪問介護事業所」と“あんしん”共に利用者から信頼されるようになった理
由だと思う。 今では「何かあるとすぐ飛んできてくれる」
「
“あんしん” は私のお守
り」などといわれるまでになり、地域のケアマネージャーからもあてにされ「ＪＡさ
んには“あんしん”があるからいいのよ」といわれる有償在宅サービスとして確立さ
れている。2009 年度の利用者は 600 人で 6500 時間の利用となっている。

４．自主・自立を目指すミニデイサービス「あんしん広場」
訪問介護サービスを行うなかで、地域には元気な高齢者が多いことに気付いた。そ
の元気な高齢者は「みんなで何かやりたい」と意欲的である。しかし、体力的な限界
とともに、何かができる場所や、やること自体が分からないという話も聞いた。
【写真】「あんしん広場」
に集う高齢者たち。笑顔
が明るい

そこで取り組んだのがミニデイサービス
「寄合所『あんしん広場』
」であった。規模
は小さくても、長く継続するように企画し
た。参加する人たちが自主的に集まること
ができる仕組みと、身近な場所でやっても
らうことが重要だと話し合った。
「どこからでも、どなたでも」を合言葉
に、集落単位でＪＡの支所や公民館を会場
にして、初めは気軽に集まってお茶を飲み
ながら話せる場として組 織した。 現 在は
27 会 場で、 年 間 延べ 300 回、6000 人が参
加しており、地域にしっかりと根付いてき
た。
「あんしん広場」で最も工夫したのは、
活動のリーダーである「お世話係」の養成
だ。
「お世話をさせていただく」という気
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持ちで活動してもらうために「お世話係」という名前にした。また、
「お世話係」自
身にも、お世話をすることで地域のなかでの生きがいを感じてほしかった。現在は
110 人の「お世話係」が、それぞれの「あんしん広場」で核となって活動している。
「お世話係」のなかにも保健師や看護師などの資格を持つ人がいるし、音楽や体育
の教師の経験者、さらには行事食の知識や伝統的な技術を持った人がいる。この人た
ちには「あんしん広場コーディネーター」として、いろいろな「あんしん広場」で健
康相談や血圧測定、歌や体操の指導などをしてもらった。それにより、活動内容は種
類が増え、質も一段と深まった。
このコーディネーターたちは「あんしん広場」同士を結び付けるため、
「生き活き
交流会」
「あんしん広場全員集合」
「拡げようあんしんの輪」などのイベントを開催し
て、地域全体に活動を広げた。
ＪＡあづみの福祉課は、事務局としてレクリエーションの資料を取り寄せたり、人
材の発掘に努め、
「お世話係研修会」を開催した。また、口腔ケアなどの行政主催の
出前講座や、ＪＡ長野厚生連の「いきいき健診」で老化のチェックを行うなど、さま
ざまな関係組織や団体との連携により新しいメニューの提供も進めてきた。４年目を
迎えた「いきいき健診」は、
「85 歳まで健康寿命を伸ばそう」を合言葉に始まった。
今では「100 歳まで農業を続けよう」と、農業機械技術の習得はもちろん、農作業を
行う健康づくりのために、心身機能活性化運動指導士の養成にも取り組んでいる。
また、次の世代にも残したい伝統食や行事などを『食べてみましょ つくってみま
しょ』という冊子にまとめた。童謡や唱歌などを集めた『あんしん広場歌集』も作製
【写真】『食べてみましょ
つくってみましょ』 や
『あんしん広場歌集』な
どは「あんしん広場」で
教科書として使われてい
る

した。これらは「あんしん広場」で教科
書として使われている。
最近「あんしん広場」が増えてきて、
１カ所ごとに集まってくる皆さんの範囲
が小さくなってきた。 それは、 地 域に
しっかり根を下ろした身近な活動になっ
てきたからだ。その「あんしん広場」の
活 動と継 続 性を評 価され、2009 年から
は安曇野市からの委託による「介護予防
教室」も始まっている。

５．「ＪＡあづみ生き活き塾」でみんな輝く!!

夢のある暮らしを目指して

「ＪＡあづみ生き活き塾」は、１期２年、20 回以上の講義がある。第１期 108 人、
第２期 153 人、第３期 243 人、第４期 180 人、第５期 160 人、第６期 152 人と回を重ね
たが、実習が多いことを考慮して、2005 年度の４期生からは 150 人程度を目安にして
いる。
第１の目標は、
「ぬくもりのある地域、あんしんして暮らせる里づくり」であり、
キーワードは「農と食と健康」
、これを基本にカリキュラムが組まれる。その内容
は、①安曇野にやさしい環境をつくる学習──健康、農業、環境、②福祉社会のある
べき姿──支え合い・生きがいづくり、ボランティア、である。
学んだことはまず家庭で実践し、
「１人より２人、２人よりみんな」と活動を地域
に広げながら、議論を重ねることで自身の資質を高め、一人一人が自ら主役になれる
活動を目指している。なかでも農業に力を入れており、受講生には男性も多い。2003
年には３期生が中心になって、毎日の農作業の記録を集約した「我が家の菜園暦」を
作製し、自給力を高めるために活用してもらっている。
「ＪＡあづみ生き活き塾」からは、いくつかの実践グループが生まれている。
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●心を声にのせて「朗読ボランティア」
ミニデイサービス「あんしん広場」の広がりとともに生まれたのが「朗読ボラン
ティア」だ。声を出して読むことで、前頭葉を一生懸命使って生き活きと話し続けた
いという思いから始まった生き活き塾での講座が原点である。
その後、地元民放の元アナウンサー大久保知恵子先生の指導のもと、メンバーが講
師料を出し合って自主的な学習会を続け、毎年１回の発表会を行えるまでになった。
何より、
「あんしん広場」や「あんしんの里

楡」での読み聞かせでは、食い入る

ように見つめる皆さんからの反応がひしひしと伝わってきて、次はもっと上手にやろ
うとメンバーのモチベーションも高まる。そんな朗読ボランティアはメンバーの生き
がいの場にもなっている。
●わが家のおすそ分け「ふれあい市 安曇野五づくり畑」
【写真】おすそ分けの心
から始まった「ふれ合い
市 安曇野五づくり畑」。
いつも多くのお客さまで
にぎわっている

「我が家の菜園暦」をつくった仲
間たちは、自給を高めるために冬場
でも寒じめ野菜をつくろうと、２間
３間のハウスを普及したり、育苗の
ハウスを利用することを呼びかけた。
そして、わが家の畑からおすそ分
けの心を広げようと、2002 年「ふ
れあい市 安曇野五づくり畑」を始
めた。この名前は、農産物自給拡大
のため 1986 年につくった「五づく
り運動」からとった。これは、①家
庭菜園を充実させましょう、②家庭果木をつくりましょう、③大豆・雑穀をつくりま
しょう、④ニワトリを飼いましょう ⑤手づくり加工しましょう、というものだ。
毎週土曜日の朝８時から２時間開かれ、今年で９年目。そこには参加自由の「あん
しん広場」があり、参加者が持ち寄った料理を前にして盛んに情報交換をしている。
「五づくり畑」のヒット商品は、生で食べるカボチャ「コリンキー」
。これは置くだ
けでは売れない野菜だが、試食をした人は必ず買っていく。塾生にとっても情報収集
の場であり、珍しい野菜の栽培方法や食べ方がよく分かる。
「五づくり畑」では、売り上げの 15％が活動費になる。ここから看板やストーブな
ども購入したが、戸板１枚から始めたささやかな市も、テント生活を経て、2009 年
ぶ
には鋼板葺きガレージに生まれ変わり、雨風を気にせず開催できるようになった。
●伝統の力が安曇野の環境を守る「ＪＡあづみ生き活き塾 菜の花プロジェクト安曇野」
「ＪＡあづみ生き活き塾 菜の花プロジェクト安曇野」は、
「生き活き塾」で行って

【写真】毎年春には安曇
野を一面真っ黄色に染め
る菜の花畑。栽培面積は
３haに広がっている

いる環境・農業の学習と、修学旅
行から生まれた。2004 年、 宮 崎
県都城市でスローフードを実践す
る「がまこう庵 」 を訪れ、 ビ オ
トープや太陽光発電などを見学し
た帰りのバスのなかで、食料の自
給は当然だが、エネルギーの自給
をするため今すぐ実践できること
がないかと皆で話し合った。そこ
で、菜の花を作ろう、安曇野を一
面真っ黄色に染め、その実から油
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を搾ってみようということになった。すぐに減反の田んぼを借りて菜の花の種をまい
た。
６月には刈り取り、脱穀をしたが、すべて参加者の手作業で行った。何とか 60ℓ
の油が出来、天ぷらを揚げて「生き活き塾」や「あんしん広場」で試食してもらっ
た。また、卓上搾油機を買って、ＪＡ祭や「五づくり畑」
、中学校の授業などで試食
や搾油の実演を行うと、大きな話題になった。
菜の花プロジェクトはすでに７年目に入り、もっと身近に栽培できるヒマワリも含
めて栽培面積は３haに広がっている。収穫量も増え、無添加のナタネ油を市内の学校
給食にもプレゼントしている。
しかし、ナタネやヒマワリは、収穫の多い年もあれば少ない年もある。そこで、安
定した収量を得るために、それぞれの家庭でナタネ２a、ヒマワリ 10 粒を運動として
取り組んでいる。さらに、思いを共有する安曇野市内豊里地区の菜の花畑とも連携
し、安曇野のなかで農地を守り続けたいという活動にも広がっている。
●子どもたちに取れたての農産物を「学校給食に食材を提供する会」
菜の花やヒマワリの油を学校給食にプレゼントするようになり、小中学校の農作業
体験に協力するようになって、子どもたちや先生方はもちろん、教育委員会や栄養士
の皆さんとも話し合いを持つ機会が増えた。また、給食にも招待されるなかで学校給
食の現状を学ぶことができた。特に栄養士さんたちはもっと地元の農産物を学校給食
に使いたいという希望を持っていることが分かった。
そこで、第６期の「生き活き塾」が始まるに当たって、塾生に参加を募ると 25 人
がすぐに手を挙げ、
「学校給食に食材を提供する会」が発足した。
栄養士さんたちと話し合いを重ねるなかで、ジャガイモ、ミニトマト、長ネギ、ホ
ウレンソウ、コマツナに取り組むことにした。ミニトマトについては個人では難しい
と、ＪＡの育苗ハウスを借りて共同で取り組むことにした。ＪＡの営農指導員に指導
を受け、
「体験農場」などと言いながら、自分たちで苗を育て、植え付け、栽培管理
に取り組んだ。
特に収穫は、早朝の２時間を交代でがんばり、初年度にもかかわらず１ｔを収穫
し、学校からも喜ばれた。この活動によって、農業への意欲と生きがいを体感するこ
とができた。

６．デイサービス「あんしんの里

楡」

2003 年には、ＪＡあづみ通所介護事業所「あんしんの里

楡」がオープンした。

限られた予算のなかで、なんとかしてＪＡらしさを前面に出そうと考えた。
そこで思い付いたのが、縁側と自家菜園という、安曇野の農家ではごく当たり前の
風景だった。利用者に野菜や果実に直接触れてもらい、自分で収穫したものをそのま
【 写 真 】「あんしんの里
楡」の自家菜園。管理は
「生き活き塾」の塾生た
ちが交代で行っている

ま食事に出してもらう。そこには「住
みなれた家で生き活き暮らす」 とい
う、ＪＡあづみの福祉事業が目指す姿
がある。
しかし、現状の職員配置では畑の維
持 管 理は難しい。 ところが「あんし
ん」や「生き活き塾」の塾生たちが、
いずれは自分たちもお世話になる場所
だからと、菜園の管理をしたいと申し
出てくれた。
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そこで、
「生き活き塾」のカリキュラムに組み込み、毎週交代で菜園管理を行うこ
とにした。塾生にとっても、新しい野菜やボカシ肥の活用法についての実習の場と
なっている。利用者も実習生との会話がよい刺激になっているようだ。
毎年８月には地元の皆さんも参加する夏祭り、秋には収穫感謝祭もにぎやかに行わ
れ、ボランティア活動も盛んだ。近所の子どもたちもよく遊びに来てくれ、利用者に
とってはまさにわが家にいるような居心地のよいデイサービスになっている。
その結果、当初の利用定員 10 人を１年足らずで施設の限度いっぱいの 15 人に申請
し直すほど利用の希望が多くなった。また、その後同じ敷地内にケアマネージャー２
人で居宅介護支援介護事業所をオープンしたが、計画より短期間で利用者数は目標に
達している。

７．自主的な“あんしん”の活動
ＪＡあづみの福祉活動は、1998 年「ＪＡあづみくらしの助け合いネットワーク“あ
んしん”
」
「生き活き塾」から育まれた。その“あんしん”は、入会金と年会費の自主
財源を基本に活動しており、ＪＡからの決まった補助はない。また「あんしん広場」
も参加者が毎回 200 ～ 300 円程度の会費で開催しており、昼食が必要になれば 500 円
程度を自己負担している。
“あんしん”の活動が地域に根を張り自立して継続していくためには、すべてのメ
ンバーに参加・参画意識を強く自覚してもらわなければならない。目的や情報を全員
が共有することはもちろん、日常の活動やいくつかのイベントでも資金計画から運営
にかかわってもらっている。
特に「
“あんしん広場”全員集合」や「あんしんの輪を大きく拡げよう」など、落
語や講演会、コンサートなどの大がかりな催しの場合、人員の計画や当日の進行はも
ちろん、資金計画からかかわることで「この活動は自分たち自身のもの」という意識
が高まってきたように感じる。
この自主財源ということが、活動の活性化やリーダーの意識改革に大きく貢献して
きたと感じている。
【写真上】
“あんしん”号の
出発式。車体には「協同
組合」のシンボル「虹」
が描かれている
【写真下】
“あんしん”号
は、品物と一緒に「お互
いさま」の心や「助け合
い」の精神を届ける

８．御用聞き車“あんしん”号
「あんしん広場」も 10 年が過ぎて、
始めから参 加している人たちも 10 歳
年をとり、安曇野でも「買い物難民」
が増えてきた。３年前からは「ふれあ
い市五づくり畑」の品物を「あんしん
広場」にまで届けることも多くなって
きていた。
“あんしん”ビジョンのなかでも、
「健康で自分らしい暮らしをするため
に五づくり畑と協力して『あんしん広
場』で暮らしの支援を行う」という目
標を定めた。
2010 年 10 月 13 日、評論家の樋口恵
子先生にもおいでいただき、軽トラッ
クを改造した御用聞き車“あんしん”
号が出発した。これまでの活動のなか
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から少しずつ積み立てた資金や、
「毎日介護賞」
（主催：毎日新聞社）の賞金、寄付な
どを使い、170 万円で購入した。
2010 年の秋から暮れにかけては、
“あんしん” 号で漬 物 用の塩や酢などの重い物
や、菓子類などを「あんしん広場」に届けており、新しく「あんしん広場」を始める
きっかけにもなっている。

９．協同組合らしい福祉活動・事業
「無縁社会」という言葉が頻繁にメディアに登場している。高齢者だけではない
が、自殺者も異常な数になっている。
ＪＡあづみの生活福祉活動が目指すのは、支え合いながら、自分のできることを一
緒にやる仲間づくりであり、地域づくりである。これまでの地縁や血縁とは異なる新
しい絆づくりだ。
「できるときに、できる人が、できることを」それが現代における
協同活動の出発点だと考え、こつこつとつくり続けてきた。
「困ったときはお互い様」という心は協同組合の原点そのものだ。その心をＪＡの
活動や事業として具体的に位置付けて、組合員・参加者やＪＡ職員が共に同じ目標に
向かって進んでいけるような道筋を考えてきた。
こうした活動や事業は、
「組織」があっての活動ではなくて、組合員のニーズや何
らかの活動へ参画したいという一人一人の意欲が基本にある。意欲さえあれば誰でも
参画できるし、参画することによって誰でも主体的にかつ平等に話し合い、提案する
ことができる自立した活動をも目指してきた。
私たちが行ってきた生活福祉活動や福祉事業は、
「あんしんして暮らせる里づくり」
という目標に向かって、まだまだその途上にある。この目標はなかなか到達できない
かもしれない。一人一人が「創る」
「働く」
「交わる」喜びに燃えながら、自分自身の
こととしてそれぞれの立場で参画していけば、いつかはこの目標も実現できるかもし
れないと思う。

【図】ＪＡあづみの生活福祉活動
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トピッ ク

ＪＡに求められる福祉事業とは？
農業ジャーナリスト

榊田 みどり （さかきだ みどり）

１．ＪＡの遊休施設と女性部の人材を生かす
最初に断っておくが、申し訳ないことに、筆者は、ＪＡグループ全体の福祉事業の
実態を把握しているわけではない。しかし、１年間の３分の１以上、地方を回ってい
ると、地域に求められている福祉事業がどんなものか、さらに、ＪＡがその事業にど
んなかかわり方をしているのかを見聞きする機会は多い。
今回は、今までの取材経験のなかから、福祉事業にかかわるエピソードをいくつか
紹介させていただきたいと思う。
近年、最も地域で需要が伸びている福祉事業の１つに、高齢者福祉事業がある。Ｊ
Ａグループでも、全国で 360 を超える単位ＪＡが、訪問介護事業・通所介護事業・福
祉用具貸与事業など、なんらかの形で高齢者福祉事業に取り組んでいるとされる。
しかし、デイサービスセンターなどの通所施設やショートステイなどの宿泊施設ま
で用意して、地域の高齢者福祉事業に本格的に取り組んでいるＪＡは、まだそれほど
多くはない印象を受ける。近年は、民間企業との競合も激しく、地域によっては、新
規参入に慎重さが必要とは思うが、私の見る限り、ＪＡのなかには、この事業に取り
組むための基盤をすでに備えているところが多いのではないかと感じている。
注 ） 高 齢 化 社 会に備え
て、1989年に当時の厚生
省が制定した「高齢者保
健福祉推進10カ年戦略」
の通称

まず、国のゴールドプラン注）におけるホームヘルパー 10 万人養成計画を受けて、
1991（平成３）年に、ＪＡ全中が、ＪＡ女性部・生活指導員を対象に「介護リーダー
１万人養成運動」の方針を打ち出したという歴史がある。この運動によって、多くの
ＪＡでは、女性部を中心に、多くのヘルパー資格者が誕生した。
一方、ＪＡ合併や事業再編などによって生じた空き店舗や、倉庫などの遊休施設を
持つＪＡは多い。さらに、農村部であれば、かつて組合員としてＪＡに貢献してくれ
た高齢者とは、すでに長年の接点を持っている。
つまり、人材というソフトも、施設というハードも、顧客予備軍の人脈も、すでに
持っているＪＡは意外に多いのだ。
「地域で求められている事業」という認識さえあ
れば、工夫次第では低コストでの事業展開が可能な条件下にあるのではなかろうか。
もう１つ、現場を回って感じるのは、高齢者福祉事業に取り組むＪＡの共通点だ。
実は、女性総代や女性理事の登用、女性の組合員化など、積極的に女性のＪＡ参画を
進め、ＪＡの経営に女性たちの視点を生かせる体制を整えているＪＡほど、いち早く
高齢者福祉の事業化に乗り出しているという印象を、私は抱いている。

２．女性総代の一言から生まれたＪＡにじの高齢者福祉事業
例えば、福岡県のＪＡにじは、2000 年３月、デイサービスセンター「にじの家」を
開設しているが、これも、きっかけは総代会での１人の女性総代の発言だったという。
ＪＡにじの管内は、全国屈指の柿産地として知られるが、それ以上に特徴的なの
は、
「幸せづくり運動」をテーマに掲げる、女性たちを中心とした生活文化・福祉事
業の活発さで、
「星の数ほどグループを」を合言葉に、さまざまな女性グループが誕
生し、活動を続けている。
活動内容は、直売・加工から環境保全活動などまで、さまざまだ。加工グループの
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なかには、特産の柿の規格外品を使ったドライフルーツ「柿っ娘」が、全日空国際線
の機内食用食材として取り上げられるほどのヒット商品となり、地域ぐるみの６次産
業化に寄与しているケースまで登場している。
高齢者介護などの助け合い活動も、女性たちの活動の１つだ。他のＪＡと同じよう
に、同ＪＡでも 1990 年代からホームヘルパー研修を推進し、1997 年ごろには、資格
を取得した女性たちが「助け合い組織」をつくって活動を始めていた。
同時に、同ＪＡでは、女性の組合員化、女性総代・理事登用も積極的に推進した。
2010 年３月現在で、正組合員 7368 人のうち、女性組合員が 2027 人と約３割を占め、
総代も 550 人のうち２割にあたる 110 人が女性となっている。
「今でこそ、 総 代 会での発 言も、 女 性の方が男 性より多いほどになりましたが、
1990 年代は、まだ女性の発言は少なかった。そんななかで、１人の女性総代が珍しく
手を挙げて、
『私たちはホームヘルパー資格を取得して、助け合いの活動をしている
が、働く場がない。女性たちがヘルパーとして、もっと働ける場をＪＡでつくってほ
しい』と発言したのです」と、ＪＡにじ・足立武敏組合長は振り返る。
「前向きに検
討する」と答えたものの、当時はまだ、
「高齢者介護は行政の仕事だろう。なぜＪＡ
がやらなければならないのかと思っていた」と足立組合長は告白する。

３．Ａコープ空き店舗をデイサービスセンターに
それでも、栃木県のＪＡしおのやが、すでにデイサービスセンターを開設している
と聞き、職員と一緒に視察に訪れた。行ってみて驚いたのが、なんとそこは、Ａコー
プの支店を改造してつくったデイサービスセンターだったのだ。
「これならできる」
と、同様にＡコープの空き店舗を改造し、2000 年、デイサービスセンター「にじの家」
のオープンにこぎつけた。
「実際にやってみて、これがいかに大切な事業か分かりました」と足立組合長は言
う。開設後、右肩上がりで利用が増えたという実績だけでなく、デイサービスに来る
まで、体が動かなくなってから、自宅の片隅でじっとしているだけだったという高齢
者が、思った以上に多いことが分かったからだ。デイサービスに来ることで、自宅に
引きこもっていた高齢者の生活が変わり、介護する家族からも「助かる」という声が
聞こえてくるようになったという。
すぐに１カ所の施設では需要を満たせなくなり、２カ所目のデイサービスセンター
【写真】ＪＡにじのデイ
サービスセンター「にじ
の家」

を開設。今度は、集約化で空いた選果場を改造した。さらに、
「時間を延長してほしい」
「夜間も預かってほしい」
「休日も預
かってほしい」などの要望が相次いだため、現在は個室型で、
デイサービスセンターも併設した新たなショートステイ施設を
建設中だ。
「管内での待機戸数は、今でも 200 戸ともいわれています。
民間企業との競合はありますが、デイサービスに通うことに抵
抗のある高齢者や、預けることに抵抗のある家族にとって、
『ＪＡがやっているなら』と身近に感じてもらえているのでは
ないかと思います」
（足立組合長）

４．高齢者福祉を最重要課題にしたＪＡいずも
ＪＡにじより一足早く、1999 年、ホームヘルパーステーション、デイサービス、
さと

「みどり
ショートステイ、在宅介護支援センターの４機能を持つ「みどりの郷 出雲」
こ りょう

、
の郷 湖陵」を開設した、島根県のＪＡいずもでは、2004 年に「みどりの郷 平田」
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たい しゃ

2006 年に「みどりの郷 大社」と、現在では管内４カ所に施設を持っているが、施設
開設に関しては、やはり「資格を生かして働く場が欲しい」という女性たちの要求が
あったという。
同ＪＡでも、ＪＡにじと同様に、ホームヘルパー養成を機に、1993 年、合併以前の
出雲市農協が、資格取得者で構成する助け合い組織「やすらぎ会」を設立。1996 年の
合併後は、高齢者福祉活動を最重要課題の１つに位置付け、高齢者福祉長期計画を策
定し、1999 年にはＪＡいずも福祉会を設立。長期計画に沿って、施設建設を進めた。
実は、同ＪＡも、旧出雲市農協時代の 1987 年に、県下で初めて婦人総代を誕生さ
せ、農協執行部との意見交換の場として婦人総代懇談会を毎年開催してきた歴史を持
つ。1991 年には３人の婦人参与も登用。現在は、女性理事も３人となっている。
かねがね感じていることだが、福祉事業に関して、失礼ながら男性の多くは鈍感な
面がある。両親の介護は、主に妻に任せてしまう夫が多い。将来、自分自身が高齢化
して介護が必要になったときも、妻が世話をしてくれると漠然と思っている男性が多
【写真】ＪＡいずもの高
齢者福祉施設の１つ「み
どりの郷 湖陵」（『いず
も農業協同組合創立十年
史』より）

い。
つまり、介護の実体験が乏しく、親や
伴 侶を預けるなら、 どんな施 設がいい
か、いずれ自分が世話になるならどんな
施設であってほしいか、という具体的な
想像力や、切実感がない。女性の方が圧
倒的に、リアルなニーズを感じている。
女性の意見を反映できるＪＡが、高齢者
福祉事業への対応が早かったのは、当然
かもしれない。

５．「自分が住みたいと思える施設」をつくるために
ここで、少し生協の高齢者福祉事業に触れたい。高齢者福祉活動の盛んな地域生協
の１つに、生活クラブ生協グループ（連合会本部・東京）がある。同生協グループの
生活クラブ生協千葉では、早くも 1995 年に特別養護老人ホーム「風の村」の建設に
着手しているが、建設するまでのプロセスが非常に興味深い。設計段階から、組合員
である女性たちが参画しているのだ。コンセプトは、
「自分が住みたいと思える施設
をつくる」である。
例えば、当時の高齢者施設は４人部屋が主流だったが、組合員たちからは「雑居部
屋はいや。個室がいい」という声が上がった。実際に、各地の高齢者施設を視察して
みると、４人部屋で暮らす高齢者たちは、相部屋にいながら会話をすることが無かっ
た。個室を基本にしながらも、個室を出たらすぐに、コミュニケーションが取れるよ
うな４～５人共有スペースを設ける独自の設計が、そこから生まれ、その後、全国各
地の高齢者施設のモデルとなったといわれている。必要とする人間が考えるのと、必
要を実感していない人間が考えるのでは、当然、ソフト面でのきめ細かさに、大きな
差が出る。
高齢者福祉事業だけにかかわらず、ＪＡにかかわる女性たちのニーズは、ＪＡだけ
でなく、家庭と暮らしを支えている多くの地域の女性たちのニーズでもある。彼女た
ちの声のなかにこそ、地域に求められる潜在的なビジネスチャンスが眠っているし、
彼女たちの具体的なアイデアのなかに、成功のためのソフト面でのカギも秘められて
いるのではなかろうか。
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研究成果サマリー①

「日本型農場制農業」への構想と展望に関する研究会
（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 研究員

大仲 克俊（おおなか かつとし）

１．本研究会の内容
「
『日本型農場制農業』への構想と展望に関する研究会」
（座長：安藤光義・東京大学大学院農学生
命科学研究科准教授）は、水田型農業というわが国の農業の特質を前提に、地域・集落において、日
本型農場としての合理的な土地利用体系を確立するために必要な経営体・農業政策について研究する
ものである。
本年度の調査研究では、まず大規模な水田農業経営体に対するヒアリング調査を行い、その発展過
程をつまびらかにすることで、わが国の水田農業が抱える課題の克服の糸口を探った。
２．調査事例の分析視角
本研究会における事例調査は、滋賀県旧湖北町（現長浜市）
、石川県加賀平野（能美市、白山市
等）
、石川県川北町、新潟県糸魚川市などで行っている。
これらの地域においては、４つの分析視角から調査を行っている。１つは、農業経営体の地区型規
模拡大と全国区型規模拡大の対比である。これは、農業経営体の規模拡大過程において、地区型規模
拡大とは、経営体の所在する農業集落（むら）を中心とする範囲内で拡大したものであり、全国区型
規模拡大とは、積極的な出作により複数の農業集落（むら）にまたがって、より広範囲で拡大を行っ
ている経営である。こうした規模拡大過程の違いはどのように発生したのか、また、経営展開はどの
ように異なっているかである。２つ目は、農業経営の拡大による経営耕地の分散問題はどのように変
化しているかである。経営耕地面積の規模拡大に伴い、農地の分散は解消されているのか、それと
も、さらなる分散が進んでいるかについての分析である。３つ目は、規模拡大に伴う集落（むら）に
おける地域資源管理問題である。農業経営体の経営耕地面積の規模拡大が進むなかで、農業経営体の
持つ経営耕地面積は、農業集落内の農地において高いシェアを占めている。そのようななかで、農業
集落（むら）における地域資源管理（農業用排水路、農道等）において、
「むら」と農業経営体との
関係についての調査である。４つ目は、土地利用調整が行われた場合の農業経営体の経営展開であ
る。農業経営体の規模拡大と、それに伴う農地の集積・団地化が土地利用調整によって達成された場
合において、大規模かつ効率的な農業経営体が今後、どのような農業経営展開・発展を目指すかにつ
いての調査である。
３．今後の展開
以上の４つの分析視角をもとに実態調査を進めており、現在は各事例地域における大規模農業経営
体に対して経営者へのヒアリング調査を進めている。また、大規模農業経営体を対象にした調査だけ
ではなく、大規模農業経営体が農業経営展開を実施している農業集落（むら）の営農組織などに対
し、大規模農業経営体と「むら」の関係について、農地の拡大・集積における土地利用調整や地域資
源管理活動の点についてヒアリングを行っている。
本年度内に中間報告を、来年度には研究会報告をとりまとめた上で『ＪＡ総研研究叢書』として出
版したいと考えている。
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研究成果サマリー②

農業・農村における人材確保の課題と定住促進に関する調査研究
（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主任研究員

横田 茂永（よこた しげなが）

１．多様な人材の確保・育成が課題
農業従事者の減少を食い止めるのは、教育の問題ではない。農業で生活できる収益構造があれば、
放っておいても就農者は出てくる。それを前提として、経営環境の変化に適応できる人材を確保する
ということであれば、考える余地がある。そのためには、後継者であるかないかにかかわらず、農業
に多様な人材を吸収できる仕組みをつくり、農業経営の適材適所に配置していく必要がある。そのよ
うな仕組みづくりを進めるという点では、後継者不足の現状がその機会になり得るかもしれない。そ
の上で、収益構造の回復という大課題が解決されるのであれば、農業構造問題の解決にもつながって
いくことになるだろう。
本調査研究では、このような多様な人材の確保・育成の仕組みづくりについて、実態調査の結果を
踏まえながら考察した。
２．調査対象としての人材育成型の農業経営体
かつて農業経営者になれるのは、農家出身者にほぼ限られていた。その農家出身者が、農業高校、
農業大学校などを経て、自家の農業を継ぐ（自営農業が修練の場でもあった）ことで、農業経営者が
確保・育成されていくという単一的な構図が描かれていたのである。現在、その構図は崩れ、非農家
出身者、農業・農学関係以外の最終学歴を持つ者の就農が増加している。このような多様な人材を確
保・育成する共通の場は、農業の現場自体に求めざるを得ないわけであり、
（自家の後継者に限らず）
人材を育成するような農業経営体の存在が大きな意味を持ってきている。
本調査研究では、人材育成型の農業経営体を調査対象として取り上げているが、経営環境の変化へ
の適応力は、画一的なプログラムで育めるものではないだろうという仮定から、特定の人材育成プロ
グラムを有するものに限定してはいない。人材を単純労働の手段としてではなく、独立就農者や法人
構成員として育成しようという意識を持った法人・個人経営として幅広くとらえている。
このような人材育成型の農業経営体は、非農家出身の新規参入者を多く受け入れてきた有機農業経
営のなかでは早くから見られていたが、昨今では法人雇用や支援制度との組み合わせ、さらには地域
あるいは地域を越えたネットワークによって、発展してきている。
３．人材育成から農業の活性化へ
本調査の結果から示唆されたのは、農業経営体での人材育成機能の強化のために、農業経営サイド
が研究・開発、企画などの機能を持つことの重要性であった。それと同時に、教育（人材育成）
、研
究・開発、企画など新境地を開拓していく機能のイニシアチブが、農業経営サイドではなく、その周
辺（行政や教育機関等）にあったことが、主体性の欠如につながり、農業経営体が経営環境の変化へ
の適応力を強化できなかった原因ではないかと考えられる。農業経営サイドに、教育（人材育成）
、
研究・開発、企画などの機能のイニシアチブを取り戻していくことが、産業としての農業自体の活性
化にもつながることが期待される。
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研究成果サマリー③

地域資源管理・地域活性化活動とＪＡの役割に関する調査研究
（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主席研究員

星 勉（ほし つとむ）

本調査研究では、同じような立地条件にあると考えられる水田・兼業地帯での集落営農実施地区と、そ
の前提となる水田農業基盤整備実施地区を選定し、どのような手法等を用いれば集落営農組織の継承が可
能なのかを検証するとともに、ＪＡの役割を検討した。

１．長野県飯島町の事例
本事例では、農地等地域資源が個別所有だとしても、その利活用にあたっては町営農センター・地区営
農組合の方針、つまり地域全体の合意形成に基づいて行われるべきだとする“全町農場制”の考え方に基
づく集落営農を検討した。飯島町ではこうした取り組みの結果、農地の高度利用化はもとより、高齢者・
農家主婦による起業がなされている一方、高い流動率（地区営農組合への利用権の白紙委任・一括設定）
を背景として、地区営農組合機械利用部から独立した格好の地区担い手法人が、育ちつつある現状である。

２．長野県伊那市宮田村の事例
以上のような地域農場制の考え方は、飯島町より先に近隣の村である宮田村で取り組まれていた。この
ことに関して 20 数年前宮田村で農家調査を行ったが、その後、集団的土地利用（集落営農）により階層
しっかい
分化がどのように進んだのか、宮田村のＮ集落を対象に悉皆調査を行い、改めて検証した。得られた結論
としては、集団的土地利用方式そのものは現在も有効的に機能していたが、全体の経営規模縮小傾向のな
かで中間層の相対的な増加が見られ、少数の担い手農家への農地集積という事態には至っていなかった。

３．新潟県新発田北部地区の事例
ほ じょう

最後の事例検証は、新潟県新発田北部地区の圃 場 整備にかかわった換地選定をめぐる地権者同士の利
害対立と合意形成である。ここでは、圃場整備を契機として農家（地権者）が農地を普段どのように評価
しているのか、ひいては農地という生産手段・家産に関してどのような行動原理を有しているのかを同地
区Ｘ集落を対象として、アンケート調査を通じて検証を行った。アンケート調査結果によると、農家層の
多様化から事業（換地処分）後、各農家層それぞれ農地の求める条件が異なることを事前に見込んだルー
ル化が機能したこともあり、結果的には平穏無事に換地処分が済んだ、とした。

４．ＪＡの果たすべき役割
最後の新発田北部地区の事例では基盤整備事業の実施過程を取り上げたが、実は宮田村の試みも、また
飯島町の地域農場制も基盤整備を契機として開始されている。基盤整備により大型機械利用を前提とした
生産組織成立の条件が整ったのは確かであるが、それにとどまらず地域内農地の、そして水利等地域資源
のあり方について、関係者全員で見直す絶好の機会をとらえた試みであったといえる。その際管内のＪ
Ａ、具体的には旧伊南農協、旧宮田村農協は行政と協力し集落座談会の主宰など、積極的にコミットして
いた。
以上の事例調査結果から、新発田北部地区を含め基盤整備などを契機として、農地・水・労働力など地
域内の各資源について、担い手育成のためにも（飯島町の事例）、一元的に再編成（配置）する地域農場
制づくりへの積極的関与が、ＪＡにおいては求められる。
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研究成果サマリー④

農協の組合員制度とガバナンスにかかる研究会
（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主任研究員

前島 太郎（まえじま たろう）

2010 年４月に外部研究者の協力を得て立ち上げた本研究会の研究成果については、年度内に報告書
を取りまとめる予定であるが、ここでは紙幅の制約もあり、本研究会の趣旨と調査・研究活動の内
容、結果の概要について紹介したい。
１．研究会の趣旨
農協法は組合員を正組合員と准組合員の２種類に区分しているが、正組合員については高齢化の進
行に加えて、
「販売農家」の減少、
「自給的農家」
「土地持ち非農家」の増加などの構造変化が見られ
ることに加え、准組合員については信用・共済事業の利用者増などに伴う増加傾向が続いており、総
すうせい

数で正組合員を上回る趨勢にある。こうした組合員の多様化、異質化が進むなかで、ＪＡの組合員制
度をどうとらえ、どのように運用していくか、また多様化した組合員の意思をどのように組合運営に
きっ きん

反映させていくかが喫緊の課題となっている。本研究会はかかる状況と、ＪＡが地域社会において多
様な役割を果たしている現実を踏まえつつ、ＪＡの組合員制度の在り方、ガバナンスの在り方などに
ついて、ＪＡグループ内外に説得力のある提言を取りまとめることを目指し設置したものである。
研究会の主査を滋賀県立大学の増田佳昭教授にお願いし、外部研究者として福島大学・小山良太准
教授と社団法人長野県農協地域開発機構・西井賢悟研究員の参画を得たほか、当研究所からは５人が
参加して研究に取り組んだ。
２．調査・研究活動と結果の概要
本年度は、ＪＡの組合員制度、ガバナンスの問題について組合員の多様化・異質化が最も端的に現
れている「准組合員」に焦点を当て、調査研究を進めた。
具体的には現地調査としてＪＡへのヒアリングとＪＡトップアンケートを実施している。ヒアリン
グは４ＪＡ（愛知県、静岡県、広島県、兵庫県各１ＪＡ）について組合員対策の現状と課題を聴取
し、ＪＡトップアンケートは全国 716 ＪＡに対し実施し、
336 ＪＡから回答を得た（2010 年 12 月現在）
。
ヒアリング調査により、
「地域農業を守り育てる」理念を堅持しつつも、組合員の多様化などを踏
まえ、
「くらし」や「ふれあい」といった側面にも軸足を置くＪＡの実態が明らかになり、先進的事
例として「准組合員に地域農業を理解してもらい、応援団になってもらう」取り組みなどを確認し
た。一方で先進的なＪＡにおいても准組合員のＪＡ運営への参画は検討段階、試行段階にとどまって
いることが分かった。
ＪＡトップアンケートは、本稿執筆段階でいまだ集計中であるが、経営トップが考えるＪＡの理念
（ミッション）と准組合員の関係、准組合員のＪＡ運営への参画にかかるＪＡトップの意向などをと
らえる上で貴重な回答を収集できたと考えている。
准組合員問題は制度改正の観点から論じられることが多いが、本研究会ではヒアリング調査、アン
ケート調査で得られた知見をもとに、経営政策的アプローチにより現実的な提言をまとめていきたい
と考えている。
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研究成果サマリー⑤

農業構造の変化に伴うＪＡの経済事業の在り方に関する調査研究
（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主任研究員

小林 元（こばやし はじめ）

直近のＪＡ経営について、
「平成 22 年度上半期総合ＪＡ経営速報調査」
（2011 年１月 13 日ＪＡ全中
公表）を見ると、対前年同期比２期連続で事業総利益が減益となった。また事業管理費の減少幅が縮
小したことから、事業利益は前年同期比 16.6％減の 797 億円と大幅に縮小した（
『日刊アグリ・リサー
チ』第 11415 号、2011 年１月 17 日）
。
他方で、今日のＪＡの経済事業を取り巻く環境の変化、すなわち農業と農村を取り巻く環境の変化
は大きい。農業に関しては、2009 年に農地法改正、2010 年３月に新たな食料・農業・農村基本計画の
策定、2010 年度に戸別所得補償モデル対策の導入、さらに６次産業化を推進するなど農政の大きな変
化が見られた。以上のようにＪＡ経営の収支環境の悪化と、ＪＡの組織基盤の１つである農業を取り
巻く大きな環境変化のもとで、ＪＡの経済事業の在り方が鋭く問われている。
以上の課題認識に基づいて、
「農業構造の変化に伴うＪＡの経済事業の在り方に関する調査研究」
では、経済的社会的変化のもとでのＪＡ経営における経済事業、特に営農経済事業に焦点を当て、そ
の取り組みの特徴と課題を析出することを目的とした。
本研究は、昨年度事業である「収支環境悪化のなかでのＪＡ経営の現状と課題に関する調査研究」
で得られた営農経済事業の今日的特徴と課題を踏まえ、さらにＪＡの事例調査を深く行うことで課題
への接近を試みた。なお、紙幅の関係上、本稿では調査研究の過程で得られた所見の一部を紹介する
にとどめる。また、本調査研究の研究成果については、後日、別途公表するものとする。
ＪＡの経済事業のうち営農経済事業は、農業生産額と農業所得の増大、農地活用と担い手支援によ
る自給力の強化、国民の合意形成を柱とした「消費者との連携による農業の復権」を掲げている（第
25 回ＪＡ全国大会決議）
。その特徴的な動向としては、販売戦略の県域化、農産物直売市を中心とす
る少量多品目型産地形成、実需者との直接契約を中心とするＪＡ主導型の販売戦略などの先進的事例
が見られた。こうした先進的事例は、ＪＡグループ内の学習を通じて全国的に広がりつつある。他方
で、販売戦略のみが先行し、産地形成すなわち地域農業振興と、販売戦略の複線化も生じつつある。
また、遠隔大規模産地では、ＪＡ合併後の営農経済事業の基盤整備、組織整備が遅れている事例も見
られる。
また、農地法改正に伴って、
「ＪＡによる農業経営」でも多様な動向が見られる。顕著な事例とし
てはＪＡ出資型農業生産法人、特に直接利用権設定によって経営を行う事例が広がりつつある。とこ
ほ じょう
ろが、ＪＡ出資型農業生産法人に集まる農地は条件不利圃 場が多いなど、その経営には課題が大き
い。ＪＡの営農経済事業が農地の利用にかかわって、
「何をどこまで」すべきか検証が必要であろう。
ＪＡの経済事業における直近の注目すべき動向としては、
「総合ポイント制度」の導入が挙げられ
る。
「総合ポイント制度」は、ＪＡ事業の総合的利用への第一歩として期待されるが、
「総合ポイント
制度」を活用する経営戦略の確立が求められている。
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研究成果サマリー⑥

少子・超高齢時代における都市ＪＡの在り方
〜都市ＪＡの組合員のニーズ等の側面から〜

（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主席研究員

櫻井 勇（さくらい いさむ）

１．都市をめぐる環境・農地の位置付けの変化のきざしと都市ＪＡ
日本全体で人口減少と超高齢化による市場の縮退が始まっている。国土交通省における 2009 年６月の社会資本
整備審議会都市計画部会報告「都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会報告」においても、人口減少と超高
齢化、都市における空き家の増大、シャッター街の増加と下水道などの維持コスト問題が生まれるとしている。
こうしたなかで、今後の都市の在り方について、エコ・コンパクトシティーと郊外部におけるスマートシュリン
ク（賢い縮退）による宅地の農地への転換などのほか、
「農」との共生として、都市内の農地の新鮮な農産物供
給機能さらには農地の多面的な機能を評価し、農地を含めた都市環境の在り方をより幅広い視点で検討すべきと
している。
ところで、都市ＪＡの組合員構成を見ると、准組合員比率が高く、ＪＡによっては准組合員が正組合員の３倍以
上の事例も見られるほか、90 歳代以上の組合員比率が10％近い事例も見られる。こうしたなかで、次世代対策は
きっきん

喫緊の課題であり、農家経営支援の観点からも確定申告支援ならびに相続対策の支援が極めて重要になっている。
同時に准組合員が増加しているなかで、協同組合としてのＪＡに対する理解を深めてもらい、安定的な事業利
用と運動に参加してもらう仕組みづくりが重要になっている。

２．都市ＪＡの組合員ニーズ━━総合相談、農地管理支援ニーズの増大
都市ＪＡの組合員は、農業経営と資産管理の兼業が中心である。３大都市圏特定市の組合員には、1991 年の生
産緑地法の改正（生産緑地の 30 年の営農継続の義務付けと相続税納税猶予の終身営農）などと宅地化農地への宅
地並み課税により、負担が大きなものとなった。生産緑地法の改正から 20 年を経過し、農家のニーズも変化して
きている。社団法人東京都農住開発協会（現・社団法人東京都農住都市支援センター）の東京の資産管理組合員
を対象にした「第 12 回資産管理等実態調査」
（2009 年）によると、組合員が困っていることは、①固定資産税の
増加、②相続対策、③老朽化した賃貸住宅の修繕費の負担増、④賃貸住宅の空室、⑤農地の耕作、となってい
る。ＪＡに対する要望も①固定資産税減額の働きかけ、②相続対策の相談・指導、③相続税に関する勉強会、相
談･指導、④賃貸住宅の空室対策の相談･指導、⑤ＪＡによる農地の管理支援、となっている。ＪＡへの農地管理
支援では、高齢組合員にとどまらず、30 歳代以上であまり差は見られず、広範な組合員でニーズが見られる。

３．都市住民の“農”への関心の増大とＪＡの准組合員化
都市ＪＡでは、大半のところで、地域住民の高齢化を反映して、高齢者の福祉施設への転居などにより、空き
いち らく

家が増大しつつある。故一楽照雄氏（旧・財団法人協同組合経営研究所理事長）は、農住都市構想を提唱し、Ｊ
Ａの農住まちづくりに大きな貢献をされたが、このなかで一楽氏は、スプロール化（住宅地の無秩序な広がり）
を防止し、農家の協同によるまちづくりと新住民による生協づくりへの支援など協同組合による地域社会づくり
の建設を提起された。
今、都市・農村の縮退のもとで、組合員が経営する賃貸施設が空き家となり、シャッター街が増大すれば、組
合員の生活環境の悪化とともに、地域の資産価値自体も下がることになる。従って、再度、一楽氏の提唱された
新たな地域社会づくりの建設を、現代的にとらえ直し、少子・高齢化が進む地域の再生という視点から取り組む
ことが必要と見られる。
その際、地域住民の“農”への関心増大は、農業体験農園に見られるように新たな協同を生み出すことが可能
と思われる。都市ＪＡ自体も組合員とともに将来を展望して、地域住民、グループを同じ仲間として迎え入れ、
協同組合の輪を広げることが、都市ＪＡの再生を図る上からも重視される必要があるといえよう。
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研究成果サマリー⑦

ヨーロッパの農業・農村・環境研究：生物多様性保全を中心に
（社）ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員

和泉 真理（いずみ まり）

ヨーロッパ農業は、アメリカやオーストラリアの農業に比べ、長い歴史、規模、多様性、高い人口
密度、豊かな食文化といった点で、日本とより多くの共通点が見いだせる。ＥＵは、この歴史ある農
業部門を抱えつつ、それを環境問題や地域問題などの新しいニーズに対応させるべく大胆に農業政策
を打ち出し続けている。中山間地域支払い、農地・水・環境支払い、戸別所得補償など、現在の日本
の農政の重要な制度はＥＵの農政の制度がモデルとなっている。ヨーロッパ農業の研究により、日本
の農業・農政の向かう方向の可能性を探ることができる。
研究の成果の一端を分かりやすい形で紹介するために、2009 年より当研究所のＷｅｂサイトに「Ｅ
Ｕの農業・農村・環境シリーズ」を掲載し、これまで 15 回にわたり、農業政策や環境保全、農産物流
通などヨーロッパ農業の現場の様子を紹介してきた。
本年度は特に、生物多様性保全政策を数値化、市場化するための取り組みを中心に調査を行った。
2010 年は国際生物多様性年であり、秋には名古屋でＣＯＰ 10 が開催され、日本でもコウノトリや
トキの保護、里山保全などで生物多様性保全の意義がかなり広まった年であった。
国土の約半分が農地であるヨーロッパでは、農地における生物多様性の保全は生物多様性政策の大
きな柱であり、農業環境政策を含め多様な取り組みが行われている。農業環境政策は、農業者が環境
保全的な取り組みを行った際に、それに伴って生じる損失を相殺するために助成を行うものだが、こ
れらの政策を評価し、より効果的に実施するためのさまざまな定量化・可視化の動きも進んでおり、
温室効果ガスの排出権取引と同様に、生物多様性保全を市場化できないかとの模索も始まっている。
これらのうち、本年度の研究対象としては、ＥＵ全体および各加盟国で取り組まれている生物多様
性保全の評価のための指標の設定とその評価、ドイツのニーダーザクセン州で行われている農業環境
政策で、生物多様性保全の効果に応じて助成を行う「結果支払い」制度、オランダにおける「農業に
有益な生物多様性保全」に関するパイロット事業、ドイツにおける生物生息地の開発に対して代替地
を提供するオフセット制度を取り上げた。
ＥＵが試みているように生物多様性を客観的にとらえることが可能になれば、今はやや漠然と語ら
れている農業と環境とのかかわりや環境保全型農業への取り組みの評価が、より明確なものとなり、
農業から都市へのアピールの方法ともなるだろう。また、生物多様性の市場化の動きは、農地を管理
する農業部門にとって、新たなビジネスチャンスとなる可能性もはらんでおり、日本の農業関係者も
アンテナを高くしておくべき分野である。
ＥＵの農政の現在の枠組みは 2007 〜 2013 年のものであり、次の財政期間である 2014 〜 2020 年の
農業政策の枠組みや予算をどうするかの議論が始まっている。検討すべき課題としては、ＥＵ予算の
４割以上を占める農業予算の削減、旧加盟国と新加盟国間での受給額のアンバランスの是正、環境・
地球温暖化など新たな課題への対応などがある。2010 年 11 月にＥＵ委員会が示した 2014 年以降の共
通農業政策の改革案では、直接所得補償に環境要素を今以上に付加する、旧加盟国と新加盟国とのア
ンバランスの一定の是正などが盛り込まれているが、予算額は明らかにしておらず、それも含め今後
議論が行われていくことになる。ＥＵ農政の新しい方向付けは、日本の農業・農政の方向付けのヒン
トとなっていくだろう。
「ＥＵの農業・農村・環境シリーズ」
：http://www.jc-so-ken.or.jp/world.html
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韓国における農業政策の動向と
農業構造の変化

（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主任研究員

柳 京熙 （ユウ・キョンヒ）

１．韓国政府の農業予算の実態――119兆ウォンの中身
最近、日本のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）参加をめぐり、ＴＰＰ参加
への是非を論じる前に、一番の障害物と想定されている農業についての議論が熱く
なっている。政府やマスコミは、ＦＴＡ（自由貿易協定）を先行した韓国に後れを取
らないためにも、119 兆ウォン（約８兆 9000 億円、１ウォン＝ 0.075 円で換算、2011
年２月９日現在）をつぎ込んだ韓国の農業改革の成功を取り上げながら、日本はＴＰ
Ｐに参加すべきである、との主張を繰り返している。しかし果たして韓国のＦＴＡ先
行は何を意味し、また実際に韓国農業はどうなっているかについてはまったくその実
態が紹介されていない。本稿では、これらの問題についての日本政府やマスコミの誤
解と、119 兆ウォンという数字の独り歩きについて検証し、ＦＴＡを先行した韓国農
業の今を明らかにしたい。
●韓国農業改革へ119兆ウォンは本当なのか
2010 年 12 月 30 日付の『日本経済新聞』の記事をそのまま引用すると、
「農家の所
得補償などに 04 ～ 13 年で年間農業予算の７倍の 119 兆ウォン（約８兆 6000 億円）を
投入」となっている。まるで農業へ莫大な予算をつぎ込んで、ＦＴＡをスムーズに推
進しているとの誤解を与える記述だが、問題は 119 兆ウォンが持つ正確な意味を無視
ノ

ム ヒョン

したマスコミ操作ともいえる間違った情報が提供されていることである。盧 武 鉉 政
権当時、
「農業農村総合対策」を策定し、2004 ～ 2013 年までの 10 年間で 119 兆ウォ
ンの農業予算を投入することが決められたが、どういうわけか、ここから 119 兆ウォ
ンが独り歩きを始めてしまったようである。
なぜなら 119 兆ウォンは 2004 ～ 2013 年の農業予算の 10 年分を合算しているにすぎ
ない。例えば 1992 ～ 1998 年の間「42 兆計画」＋「農特税」＝ 52 兆ウォン投入計画
が実行されていたが、これも 1992 ～ 1998 年の予算を合算すると極めて近い数字にな
る（53 兆ウォン）
。
当時は農業改善事業をスタートさせようとした時期であり、先に農業予算の 10 年
分をまとめて確保し、一貫した計画で農業改革を成し遂げるという意味で使われた
が、最近は必ずしもそういう意味ではなくなっている。表１を見れば分かるように、
2000 年以降、国の予算が大幅に増加しているなか、農林漁業予算はほとんど増えて
いない状況である。むしろ予算に占める農林漁業予算は年々減少している。
特に 119 兆ウォンはすべて農業予算の既存の枠のなかの議論であり、特別枠ではな
い。この点は明確に訂正していただきたいと考える。

２．韓国農業の実態――自由化対策・規模拡大路線は成功したのか
表１で見るように、確かに 1990 年代に韓国は農業改革を本気で考え、
「集中と選
択」というスローガンのもとに農業改革を行った。1990 年から急速に進められた専
業農育成（専業農を目指す、特定の農業者への集中支援）については、表２に専業農
育成の一環として行った最近の後継者確保の概要を示した。2008 年までに 12 万 8635
人を対象に総額で約２兆 6000 億ウォンの支援をしており、2008 年の単年度では、１
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【表１】農林漁業予算の年度別推移
年度
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

予算（Ａ）
16,435
65,755
127,007
283,520
329,295
366,222
421,835
506,553
594,011
679,749
759,938
848,749
921,937
1,194,011
1,360,470
1,723,450
1,833,550
2,096,000
2,241,000
2,384,000
2,572,000

（単位：億ウォン）

農林漁業予算（Ｂ）
965
3,962
11,772
27,352
29,199
34,056
48,533
71,563
94,448
91,933
99,254
91,456
90,337
83,446
122,193
121,316
128,849
137,720
147,703
155,147
159,240

Ｂ／Ａ
5.9%
6.0%
9.3%
9.6%
8.9%
9.3%
11.5%
14.1%
15.9%
13.5%
13.1%
10.8%
9.8%
7.0%
9.0%
7.0%
7.0%
6.6%
6.6%
6.5%
6.2%

注：F T A 基金など特別予算はすべて
農林漁業予算に含まれている
資 料： 韓 国 農 林 部「 農 林 水 産 食 品 主
要統計」より作成

【表２】専業農育成のための経営支援の推移（後継者対策）
区分
人数
支援金額
平均／人

2003
1,910
96,000
50.3

2004
1,125
80,000
71.1

2005
1,050
80,000
76.2

（単位：百万ウォン）

2006
1,044
70,000
67.0

2007
1,507
83,000
55.1

2008
1,705
88,000
51.6

資料：韓国農林部資料より作成

【図１】上位農家が占める販売額の割合（2009 年度）
（％）
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注）国庫100％の低利融
資で最高２億ウォンまで
融 資 可 能。 利 子は年3.5
％で15年償還

21.4 75.3

17.8 65.9

16.3 70.9

25.1 77.3

米

果樹

野菜

畜産

注 : 上 位 農 家 と は 、米 は 1 0 0 0 万 ウ ォ ン 以 上 、
果 樹 と 野 菜 は 3000 万 ウ ォ ン 以 上、 畜 産 は
5000 万ウォン以上の農家

人平均 5000 万ウォン（約 370 万円）を超える支援注）を行っている。
ここまで徹底的に行ったことは驚くべきことであるが、果たしてその効果はどう
だったのかを検証してみたい。まず韓国の上位農家が占める農業販売額の割合を見る
ことにしたい。図１によれば、米、果樹、野菜、畜産それぞれの上位農家に当たる２
割前後の農家層による販売額が、農業販売額の約７割～８割近くを占めていることが
分かる。
この数字を見る限り、韓国は短期間に農業構造改善事業を成功させているように見
える。しかしその中身はどうなっているのか。
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【図２】韓国の穀物 ( 食用・飼料 ) 自給率の推移
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資料：韓国農林部資料より作成
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【表３】所得別農家戸数の推移（自給的農家〈水田〉の割合）
年度
2005
2006
2007
2008
2009

総農家数
648,299
639,142
610,258
598,419
571,487

200 万ウォン未満農家戸数
228,794
213,654
213,925
184,700
185,671

200 万ウォン未満層の割合
35.3%
33.4%
35.1%
30.9%
32.5%

資料：韓国統計局資料より作成

【表４】耕地規模別農家割合
年度
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.5ha 未満
79.10
76.50
77.10
77.00
79.20
80.30
75.80
77.80
77.00
77.20
77.30
76.50
78.90
78.90
78.50

（単位：％）

1.5 ～ 3ha
18.40
18.70
18.20
18.10
16.10
15.10
18.00
16.60
16.80
16.20
15.80
15.90
14.10
14.00
14.20

3ha 以上
2.50
4.70
4.80
4.90
4.70
4.60
6.20
5.60
6.20
6.70
6.70
7.40
7.00
7.10
7.30

資料：韓国農林部「農林水産食品主要統
計」より作成

まず穀 物 自 給 率（図 ２） を見ると、1990 年 度に 43.2 ％だったのが 2009 年 度には
26.7％まで大幅な減少を見せている。さらに表３、表４を見ると、自給的農家（農業
販売金額 200 万ウォン未満）といわれる農家層は 2009 年時点で 32％以上を占めてお
り、構造改善事業を推し進め大規模農家層を育てるという政策とは裏腹に、依然とし
て 1.5ha未満層が８割近くを占めている（2009 年１戸当たり平均耕作面積は 1.45ha）
。
農家経済の状況を示す交易条件（図３）は、農家購入価格の高騰（油、飼料など）
によって 2000 年以降、年々悪くなっている。すなわち、大規模化が進み、農業所得
に大きく依存する専業農こそ、苦しい経済環境に追い込まれている可能性が高くなっ
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【図３】農家の交易条件の推移
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資料：韓国農林部「農林水産食品 主 要 統 計 」 よ り 作 成
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【図４】農家負債額の推移
（千ウォン）
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資料：韓国農林部「農林水産食品 主 要 統 計 」 よ り 作 成
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ていることがうかがえる。さらに図４にあるように、農家負債は 2000 年以降農家所
得と同等もしくは上回っている状況となっている。
特に問題なのは図５のように、年々都市勤労者との所得格差が広がり、2008 年時
点で農家所得は都市勤労者所得のおよそ 65％にすぎない（農家所得約 3000 万ウォン/
都市勤労者所得約 4600 万ウォン）
。

３．韓国農業の今後
以上で考察したとおり、韓国は韓米 ＦＴＡや韓ＥＵ・ＦＴＡを締結しているもの
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【図５】農家と都市勤労者との所得格差
（千ウォン）
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資料：韓国農林部「 農 林 水 産 食 品 主 要 統 計 」 よ り 作 成

の、まだ国会批准は経ていない。つまりＦＴＡの影響を実際に受けていないのだ。し
かしながら韓国農家経済は悲惨な状況である。専業農家比率（2008 年時点 58.3％）が
高い韓国農業の状況から見れば、ＦＴＡによる関税の引き下げは即農家経済に大きな
打撃を与えることになる。
韓国農村経済研究院（国策研究機関という位置付け）の試算によれば、韓米ＦＴＡ
と韓ＥＵ・ＦＴＡによって毎年２兆 1000 億ウォンの被害が予想されている。2011 年
秋ごろには国会の批准が予想されており、早ければ年度末から米国やＥＵの農産物が
以前より多く入ってくる。しかし韓国政府はさらなる選択と集中を通して対応する計
画である。

イ ミョン バ ク

2008 年に発足した韓国の李 明 博政権の農業政策の一部を紹介すると、さらなる集
中と選択をうたっている。
競争力強化のために農業補助金の改善（実質的な削減）
、外部人材の農業分野流
入、これと併せて協同組合の信用・経済事業の分離と単位農業協同組合の合併、農企
業サービスセンター設置運営、外国人投資誘致の拡大などを促進すること。また流
通・加工会社による農産物ブランドの活性化、農家自らの積立金で構成する自助金制
度の活性化と、究極の政策として「国家食品システム（企業的に食料の供給から製
造・流通まで行う）
」の設計が主要内容である。

４．自由化を進める韓国の政治・経済的背景
このような大胆な政策展開ができる背景には、日本と異なる次の点を指摘できる。
まず産業構造の違いである。
2008 年時点での韓国の貿易依存度（ＧＤＰに占める輸出・輸入の割合）は、日本
の 30％を大きく上回って 75％水準である。さらに輸出依存度は日本の 16％を大きく
上回り、およそ 40％を占めている。非常に貿易依存度が高い産業構造であり、国を維
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持するために、農業を犠牲にしてまで輸出産業を維持すべきであるとの主張が通りや
すい環境となっている。
次に大きな違いとして、韓国には基本的に農村の集落問題をほとんど取り上げない
という社会風潮がある、ということである。従って集落は無くなって都心部に集まっ
て居住する方が社会・経済的に効率的であるとの認識が主流である。
今後、日本がＴＰＰに参加するか否かはまだ予測できない状況であるが、１つはっ
きりいえることは、ＦＴＡを先行し、農業を犠牲にした韓国の今は日本にとって大き
な教訓になるだろうということである。
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牛乳の消費はなぜ落ち込んだのか

━━畜産物等の消費行動に関する調査結果から

Ｗｅｂ調査

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

藤本 恭展（ふじもと やすひろ）

１．単身女性の牛乳摂取量が大きく減少
牛乳の消費量が年々減少している。図１は 1993（平成５）年から 2009 年までの飲
用向け生乳の国民１人当たり１年当たりの数量の推移だが、1994 年の 41.6 ㎏をピーク
に、2002 年以降は減少の一途をたどっている。１日当たりに換算すると、1994 年の
114 ｇが 2009 年には 90 ｇになったということであり、20％以上も落ち込んだことに
なる。
【図１】飲用向け生乳 の 国 民 １ 人 当 た り １ 年 当 た り の 数 量 の 推 移
（㎏）
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資料：農林水産省「食料需給表」をもとに、ＪＣ総研にて作成

牛乳の消費減少の１つの要因には、さまざまな飲料の出現、特に無糖の 500 ㎖ペッ
トボトル入り緑茶飲料の出現があると思われる。缶入りの緑茶は 1985 年から販売さ
れていたが、ペットボトル入りになることにより、容易に携帯ができるようになっ
た。緑茶飲料は無糖のため、運動中などの水分補給にも適しており、さらに健康的な
イメージがある。500 ㎖のペットボトル入り緑茶飲料は 1996 年に初めて（1.5ℓペッ
トボトル入り緑茶飲料は 1990 年から）発売され、瞬く間に飲料市場を席巻した。時
を同じくして、長らく首位の座を占めていたコーラなどの炭酸飲料も、1995 年にそ
の座を茶系飲料に明け渡している。
それでは、茶系飲料の出現以外に減少の要因はあるのだろうか。また、消費者のう
ちどの層の牛乳の消費量が減少しているのだろうか。2010 年 11 月に当研究所が実施
した「畜産物等の消費行動に関する調査」結果から分析してみよう。
１年前と比べて家庭での喫食量（飲む量）が増えたか､減ったかを聞いた質問で
は、図２に見るように、トータルでは「増えた」
（15.0％）が「減った」
（12.5％）を
上回っている。ただし、これは人数の割合であって、飲む量の割合ではない。ここで
注目したいのは、主婦では「増えた」
（17.0％）が「減った」
（11.0％）を６ポイント
上回っているのに対し、単身女性では「増えた」
（11.5％）が「減った」
（17.7％）を
6.2 ポイント、単身男性では「増えた」
（9.1％）が「減った」
（13.9％）を 4.8 ポイント
下回っていることである。すなわち、牛乳を飲む量が前年より減少したのは、単身男
女であり、それも単身女性の減少割合が大きいことが分かる。
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【図２】牛乳の家庭で の 喫 食 量 の 変 化 （ 属 性 別 ）
（１年前と比較）【ベース：自炊者】
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２．年代別には、50～60代の飲む量が大きく減少
これを年代別に見てみよう。図３のように年代別に分解すると、意外に思う向きも
あるかもしれないが、20 代以下、30 代、40 代では前年より牛乳を飲む量が「増えた」
と回答した人の方が「減った」と回答した人よりも多い。特に 30 代では、
「増えた」
（26.1％）が「減った」
（10.6％）を 15.5 ポイント上回っている。ところが、50 代では
「増えた」
（7.3％）が「減った」
（18.3％）を 11.0 ポイント下回っており、60 代でも同
様の傾向が見られる。70 代以上になると「増えた」人の方が増加するので､結局牛乳
の消費量の減少は 50 ～ 60 代の単身者、それも特に女性の飲む量の減少が要因と思わ
れる。
【図３】牛乳の家庭で の 喫 食 量 の 変 化 （ 年 代 別 ）
TOTAL
（n=1204）

（１年前と比較）【ベース：自炊者】
3.5

12.5

66.9

15.0

2.2
1.7

20代以下
（n=121)
30代
（n=218）
40代
（n=339）
50代
（n=262）
60代
（n=158）
70代以上
（n=106）

18.2

53.7

24.0

10.6

57.3

26.1

20%
増えた

7.5

69.8

11.3

0%

13.9

70.3

9.5

変わらない

40%
減った

60%

2.9

5.1
7.5

0.4

1.3

3.8

80%

１年前も現在も家庭では飲んでいない

2.7

3.1

18.3

71.0

7.3

2.83.2

8.0

72.0

14.5

2.5

100%
分からない

前述の仮説を確認するために、さらに属性別・年代別にクロス集計してみよう。属
性で主婦と単身女性は女性であるため、男女に分解する必要はない。図４を見ると、
明らかに単身女性の 50 ～ 60 代の「減った」割合が「増えた」よりも大きくなってい
る。40 代の「増えた」も少ないが、
「減った」の割合も少ないので除外できる。また、
単身男性では 40 代の「減った」
（21.9％）が「増えた」
（3.1％）を大幅に上回ってお
り、30 代とともに中年層の大幅な減少が目に付く。この減少については、
「牛乳を飲
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む頻度を減らしたい」や「牛乳が嫌い」の理由を分析しても、明確な傾向値が現れな
いため、今後のさらなる調査が必要になろう。主婦でも 50 代の「減った」
（18.9％）
と「増えた」
（6.3％）に大きな差があるが、この世代はおおむね子育てが一段落つく
世代であり、子どもの独立などにより消費量が減少すると推測される。
【図４】牛乳の家庭で の 喫 食 量 の 変 化 （ 属 性 ・ 年 代 別 ）
（１年前と比較）【ベース：自炊者】
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３．牛乳を飲む頻度は、おおむね年代が上がるごとに増加
ではなぜ、50 ～ 60 代の単身女性の牛乳を飲む量が減っているのか。原因を検討す
る前に、実際の牛乳を飲む頻度を確認してみよう。図５は牛乳を飲む頻度を属性別に
見たもので、
「毎日飲む」と回答した人は、主婦が 45.5％、単身女性が 30.7％、単身男
性が 31.5％となっている。子どもに飲ませることも含め、家族の健康に気を使う主婦
の頻度が一番高く、次いで単身男性、単身女性となっているが、単身男性は「ほとん
ど飲まない＋分からない」の割合が最大であり、総体的には単身男性が一番牛乳を飲
む頻度が低いことになる。
さらにこの頻度を属性別・年代別に分解してみよう。図６を見ると、牛乳を「毎日
飲む」人の割合は、20 代以下では主婦が 35.3％で一番高く、単身女性が 10.0％と一番
低くなっている。単身男性を見ると、20 代以下は 33.3％と比較的高いが、30 代で 5.0％
と最低になり、以降年代が上がるごとに高くなっていく。
「週の半分以上は飲む」以
降の項目では若干のでこぼこはあるが、おおむね年代が高いほど牛乳をよく飲む習慣
があるといえよう。つまり、１年前と比較しての増減では若年層が増加しているが、
実際の飲む頻度は、飲む量はともかく、年代が上がるにつれて高くなる。特に 70 代
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【図５】牛乳の喫食頻 度 （ 属 性 別 ）
（１年前と比較）【ベース：自炊者】
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【図６】牛乳の喫食頻 度 （ 属 性 ・ 年 代 別 ）
【ベース：自炊者】
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以上ではトータルで 50.0％と半数の人が牛乳を「毎日飲んでいる」と回答している。
単身女性の 50 ～ 60 代は毎日飲む頻度も高く、その属性・年代の減少幅が大きいと
いうことは、消費量も大幅に減少する理屈になる。
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４．飲む量の増減の意向とその理由
それでは、実際の消費量の減少の要因の検討に入ろう。図７は牛乳の家庭での飲む
量の増減の意向、すなわち飲む量を「増やしたい」か「減らしたい」かを聞いたもの
である。 主 婦ではすでに飲む量が単 身 男 女に比 較して多いため、
「変わらない」
（86.3％）が最大で、
「増やしたい」
（8.6％）はそう多くはないが、逆に「減らしたい」
（2.4％）も多くない。単身女性では「増やしたい」が 11.5％、
「減らしたい」が 3.6％
といずれも主婦より多くなり､単身男性では「増やしたい」が 13.3％、
「減らしたい」
が 3.6％と、
「増やしたい」が単身女性よりも多くなる。これは単身女性よりも牛乳を
飲む頻度が低いことの裏返しと思われる。
【図７】牛乳の家庭で の 喫 食 量 増 減 の 意 向
【ベース：自炊者】
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現在も家庭では飲まないし今後も飲まないと思う
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ここで、
「減らしたい」理由を確認してみよう。牛乳を飲む量を「減らしたい」と
回答した人に、その理由を聞いた。図８に見るように、１番目は「健康に悪いから／
美容に悪いから」
（24.2％）
、２番目が「ダイエットのため／カロリーを制限するた
め」
（18.2％）
、３番目が「以前に比べて子どもが飲まなくなったから」
「なんとなく
減らしたい」
（いずれも 12.1％）となっている。筆者は、50 ～ 60 代の単身女性が牛乳
を飲む量を減らしているのは、２番目の「ダイエットのため／カロリーを制限するた
め」が大きな原因ではないかと推測する。牛乳が栄養価の高い飲料であることは、ほ
【図８】牛乳喫食量減 少 意 向 の 理 由 （ 複 数 回 答 ）
【ベース：家庭での喫食量減少意向者
（n=33）
】
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なんとなく減らしたい
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ぼ周 知の事 実といえるだろう。
「健 康に悪い」 というのも、 栄 養が高いため、 カ ロ
リーオーバーになりやすい、と解釈すれば同じ理由になる。すなわち、一定以上の年
代になると、運動量も減り、代謝機能が衰えるため、いやが応でも太りやすい、やせ
にくい体質になる。そうした状況で栄養価の高い牛乳を飲むと「太る」イコール「健
康に悪い」ということになるのではないか。これには、昨今の若干過剰ともいえるダ
イエットブームも影響していよう。テレビのスイッチを入れると、必ず毎日どこかし
らのチャンネルでダイエットをテーマとした番組が放映されている、と言っても過言
ではあるまい。何年か前の「バナナダイエット」は記憶に新しいが、
「○○ダイエッ
ト」と称して芸能人が挑戦し、成功したのしないのと、あの手この手で繰り返してい
るように見える。特定の食べ物で魔法のようにやせることなどあり得ないと筆者は考
えるが、いかがだろうか。
それはさておき、これまで習慣としてかなりの頻度で牛乳を飲んでいた層が、ダイ
エットのために牛乳を飲む頻度や量を減らせば、消費量の減少は少なからぬものにな
るだろう。その減少が、無糖の茶系飲料の増加に置き換わっていると考えれば、納得
がいくのである。

５．牛乳の消費量は減る方向でいいのか？
減る理由に一定の納得はできても、減っていいのか、という問題は残る。筆者は必
ずしもそうは思えないのである。高齢になれば骨粗しょう症などカルシウム不足によ
る病気の問題も出てくるし、カルシウムのみならず、良質のタンパク質を摂取する方
法としても、牛乳は非常に良い食材だと考える。また、｢牛乳が好き｣と回答した人の
なかには、牛乳が好きな理由として「リラックスできるから」や「ぐっすり眠れるか
ら」など、精神的な効能を挙げている人も多い。要は摂取カロリー総量の問題であ
り、高齢になれば全体的に食も細くなるはずなので、あえて牛乳の摂取量を減らす必
要はないのではないか。肥満になるとすれば、別な要因があると思えてならない。
図９に見るように、合計で６割以上の人が「牛乳が好き」
（
「好き」と「どちらかと
いえば好き」の合計）なのである。好きなものを、無理をして減らす必要はない。
しっかり飲めばいいだろう。
【図９】牛乳の好意度 （ 成 分 無 調 整 牛 乳 ）
TOTAL
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６．牛乳が嫌いな人を減らすことができるか？
図 10 は、 図 ９で牛 乳が「嫌い」 または「どちらかといえば嫌い」 と回 答した人
に、その理由を聞いたものである。これによると、１番目が「味が嫌いだから」
、２
番目が「香りが嫌いだから」ときて、３番目が「昔給食で飲んだときにおいしくな
かったから」となる。給食に功罪ありとよくいわれるが、これは「罪」の方だろう
か。脱脂粉乳はお世辞にも「おいしい」とはいえなかったが、脱脂粉乳から牛乳に変
わって以降、予算が限られるなか、全国的に給食に「おいしくない」牛乳を供してい
たのだろうか。
しかしこの「トラウマ（心的外傷）
」は、現在の「おいしい」
（と筆者は思ってい
る）牛乳を味わえば解消できる場合もあるのではないか。アレルギーなど解決が困難
な理由はあるが、昔の「おいしくない」思い出などは国や業界団体、農業団体の努力
ふ っ しょく

「飲む習慣がないから」も牛乳が嫌いな理
勘定で払 拭してほしいものである。また、
由の比較的上位にきており､これも根本的な問題ではないのだから、何らかの対処法
があるのではなかろうか。地道ではあるが、牛乳が体に良いこと、栄養価が高いこ
と、何より「おいしい」ことなどを、しっかりと訴えていく必要があるだろう。
【図 10】牛乳が嫌いな 理 由 （ 複 数 回 答 ）
【ベース：非好意者】
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７．ターゲットは単身女性か高齢層
図 11 は、質問に回答した日に飲んだ牛乳の量を聞いたものである。朝に回答した
場合は、前日１日に飲んだ量を聞いている。これを見ると、やはり単身女性の牛乳を
飲む量が少なめであることが分かる。単身男性は飲む頻度は少なめでも、１日に飲む
量は比較的多い。あまり多く飲んでいない人に飲んでもらおうとするなら、ターゲッ
トはやはり単身女性ということになろう。表のように平均値を見てもこれは明らかで
ある。
図 12 は同じ質問を年代別に分解したものであり、同様にターゲットを置くとすれ
ば、50 ～ 60 代、特に 60 代ということになる。図 13 は、同様に１日に飲んだ牛乳の
量の年代別平均値である。トータルの平均値が 267 ㎖なのに対し、60 代の平均値は
【図 11】今日１日に飲 ん だ 牛 乳 の 量 （ 属 性 別 ）
【ベース：牛乳飲用者】
TOTAL
（n=528）

主婦
（n=428）

22.0

44.5

22.0

43.9

26.6

単身女性
（n=64）

単身男性
（n=36）

25.2

25.0

46.9

13.9

20%
〜100㎖

〜200㎖

9.1

23.4

47.2

0%

8.3

30.6

40%

60%

3.1

8.3

80%

100%

それ以上

〜500㎖

【表】今日１日に飲ん だ 牛 乳 の 量 の 平 均 値 （ 属 性 別 ）
267 ㎖
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単身男性

【図 12】今日１日に飲 ん だ 牛 乳 の 量 （ 年 代 別 ）
【ベース：牛乳飲用者】
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【図 13】今日１日に飲 ん だ 牛 乳 の 量 （ 年 代 別 ・ 平 均 値 ）
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205 ㎖となっており、飲む量が少ない層であることが明確に分かる。
たくさん飲んでいる層にさらに飲んでもらおうとするなら、40 ～ 50 代ということ
になる。アプローチの仕方も、そのまま飲むことはもちろんだが、牛乳が好きな理由
には、コーヒーや紅茶、スープなどに入れて飲むことや、料理の素材として使うこと
も上位に入っており、マーケティングの手法はさまざまあるだろう。いずれにせよ、
牛乳を愛飲する人が増えれば、牛乳の消費量も増加し、酪農家の牛乳生産意欲や経営
への助けとなるに違いないのである。
なお、牛乳の消費行動に関する調査は今回初めて設問設定したため、前年との比較
データがない。今回の分析結果が一過性のものか、継続的なものかは、今後の調査に
より、さらに分析を深めていきたいと考えている。
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読 書
の 窓

『くじけないで』
柴田トヨ＝著

株式会社飛鳥新社（2010 年３月）
（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

小川 理恵（おがわ りえ）
入れられるものではない。
だからこそ、柴田さんの詩
に私たちは心を動かされる
のだろう。
そしてさらに、柴田さんが見せてくれるいくつもの
「顔」に読者は驚かされる。ある時は小さな子どもで
あり、ある時はほほ染めた乙女であり、またある時は

まもなく 100 歳になろうとする、栃木県在住の柴田

貞淑な妻であり温かな母であり……。女性として人間

トヨさんという女性によって書かれた詩だ。柴田さん

として、なんと厚みのあることか。そのかわいらしさ

が 2003 年から 2010 年にかけて『産経新聞』の「朝の

には思わず微笑がこぼれてしまう。

うた

詩 」欄に投稿し選出された 35 編の詩にいくつかの作

今女性は、いわゆるスーパーウーマンであることが

品を加えてまとめた詩集『くじけないで』は「白寿の

求められる。女も捨てません、妻も捨てません、母も

処女詩集」として話題を集め、日本中から感動の声が

捨てません、もちろん仕事も完璧、すべてがそろって

あがっている。冒頭の詩もこのなかに収められた１つ

こそすてきな女性、という図式。だから私たち女性は

である。

必死になって、できるだけ多くのものを手に入れよう

私は「先生に」を読んで、思い出した光景がある。

とやっきになる。今を輝きたいとあれもこれもと欲張

それは数年前、80 歳を超える義母の認知症の検査に付

りになる。それがイコール「すてきな女性」だから。

き添ったときのことだ。
「あなたは何歳ですか？ お誕

でもそれは見当違いなのかもしれない。柴田さんの

生日はいつですか？ さっき見せた絵にはどんなもの

詩を読んでいて気が付いた。なんでも欲しがれば手に

がありましたか？ ……」
。 医 師はお決まりの質 問を

入らないことに不満を感じる。すべてを持っている人

次々と投げかける。それになんなく答えながら義母が

がうらやましくなる。でもそれは違う。自然体で一生

放った一言。
「先生、そもそもね、そんなつまらない

懸命自分自身の人生を生きてみよう。他人との比較で

ことをいちいち覚えていたら、長生きなんてできませ

は決してない。自分の人生だから。

んよ。お気楽が一番！」
。医師も主人も私も看護師さ

すてきな女性になれたかどうか、結果は後のお楽し

んも、皆笑い出してしまった。私は、憤慨するでもな

みとして、ふっと肩の力を抜いて考えてみる。自分は

く余 裕 綽 々でしれっとしている義母の横顔を眺めな

どんな 80 歳になれるかな、 と。 できればこんな詩を

がら「あっぱれ！」と心の中で歓声をあげたものだ。

残せるおばあちゃんになりたい。

よ ゆう しゃく しゃく

『くじけないで』は、まさに「あっぱれ！」の連続
である。詩の一編一編にあっけらかんとした明るさが
あるのだ。その明るさはどこからくるのかと考えたと
き、私は先輩方（あえてそう呼ぶ）の歴史に思い至っ
た。幾度かの戦争、そして敗戦、心がむしりとられる
ような悲しみや想像を絶する貧困、血のにじむような
努力を重ねてやっと手にした復興。この豊かで平和な
きょうじん

日本をつくるまでの間に、彼らは強靱な精神力でたく

タイトルのおもしろさとウイットに富んだ結び。思

さんの困難を乗り越えてきた。強くなければ生き残れ

わずぷっと吹き出してしまう。でもとても温かくて胸

なかった。 そして強いからこそしなやかになった。

にしみる。 心が弱 音をはきたくなったとき、 誰かに

あっけらかんとした明るさは、そんな経験の先にある

そっと背中を押してもらいたいときに何度でも読み返

もので、平和ぼけした私たち現役世代には簡単に手に

したい詩集である。
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《プロフィール》
医学博士・心理学博
士。東京大学卒業後、
渡米。Ｕ・Ｃユニオ
ン大学院（心理学）、
セント・トーマス大
学院（身体精神医学）
博士号取得。

『民を豊かに生かす! 女王卑弥呼の象徴』
心理学博士

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）

古代国家の王は、民の幸せを現実的、直接的に表現し祈りました。さらに、その祈りが人々に実感を与えるよ
う、王は、祈りの意味が的確に伝わるような「象徴」を掲げました。
その象徴物は、さまざまです。天空に浮かぶ太陽や星、気象状況から、鉱物や岩石、自然の山や川の洞穴、
まが たま

滝、力強い動物や樹木、植物や果実、そして、人工的に創作した勾玉や土器もあります。さらに舞や顔の化粧、
い けい

服装など、それは多種多様に及びます。一心に民の心を掌握するための工夫です！ 畏敬の念を感じさせながら
も、王が何を意図しているのかが民に素早く分かり、身近であることが大切なのです。
や

ま たい こく

邪馬台国は、最も繁栄した古代国家の１つです。その力は、争乱を繰り返していた諸国を統一したほどの力強
ひ

み

こ

さでした！ その中心的な位置にいたのが、女王「卑弥呼」です。
卑弥呼は、その代表的な象徴物の１つに、ある果実を選びました。祈りをささげる祭壇には数千個のその果実
を供え飾り付けたとのことです。

ほうじょう

民は、一心不乱に祈る卑弥呼の「姿とその果実」に真実の「豊穣と繁栄」への祈りを実感したのでしょう！ そ
の効果は絶大です。民の心を結束させて、日常での「実務への意欲化」と明日に向かう「豊かさへの期待感」を
つくり出しました。女王卑弥呼が醸し出す女性のイメージと、その果実の与えるイメージが一致して、民に強力
な影響を及ぼしたのです。
卑弥呼が醸し出して、民の心を引き付けた女性の５つのイメージがあります。
１．豊満さ
２．柔軟さ
きょうじん

３．強靱さ
４．寛容さ
５．一途さ
意外に感じるかもしれません。しかし、それは、民に「あこがれと親しみ」をもたらしました。このような遠
さと近さの心を同時に抱いた相手には、従順な依存性が強くなるものなのです。
このイメージは、リーダーにとって必要な意味を含んでいます。

１．豊満さ

あん ど

豊かな実りが期待できる肢体と姿です。それは、不安感に揺らいでいる心のよりどころとなり、安堵感が自然
にわき上がってきます。そこに、立ち向かって何かを産み出す気持ちになっていくからです。
生きるためのすべての糧を産み出せるのです！

２．柔軟さ
どのような突然の変化に対しても、適切に迅速な判断をしたいものです。思い込みやこだわりを超えて円満
に、平穏に解決してしまう自由自在の解放感を得たいのです。その感覚が鼓動のようにリズミカルに伝わってく
るからです。
生きるためのすべての術にひらめくのです！

３．強靱さ
忍耐強さです。ただ、苦しみに歯を食いしばり、乗り越えることばかりではありません。常に、価値づくりを
繰り返し、苦難や苦痛に襲われても納得感を持ちながら挑んでいけるゆとりが生じるからです。
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ひる

生きるためのすべてに怯むことなく、冷静な粘り強さも併せ芽生えるのです！

４．寛容さ
さまざまな異質の価値観や違和感のある言動を受け止めてもらえる安心感です。すべてをのみ込んで一歩先を
見込みながら最善を感じさせてくれます。自己主張をしながら、改善への模索を積極的に進められます。包み込
まれている安心感があるからです。
生きるためのすべての矛盾を許容できるのです！

５．一途さ
ちゅうちょ

躊 躇することのない、夢実現へのひたむきさです。結果が得られなくても、次にはかなう思いが描けます。く

じけることなくやり続けて、期待を裏切られることなく貫徹を共にしていける安定感があるからです。
生きるためのすべての共同の連帯感が深くなっていくのです！
これらのイメージは、女王卑弥呼に対する揺らぐことのない、民から示されるきずなの強さであり、信頼の思
しょう けい

いなのです。そして、それは、自分自身に対してもそうでありたいという憧憬の思いでもあるのです。卑弥呼の
さい はい

祈りや采配をして頑張る姿に、自分の姿を当てはめているのです。それは、やがて「自分の幸せ」となって実現
する！ と信じているのです。
さらに、その思いを民に確信させる根拠がきちんと傍らに存在しています。それが、祭壇の周辺に山盛りに飾
られた数千個の果実です。
民は、卑弥呼と共に絶えずその果実を目にします。まるで卑弥呼の祈りの結果が、実りとしてのこの果実なの
だ、と言わんばかりの存在感と重厚感を醸し出しています。
それは、民の心に５つの影響を与えます。リーダーシップの基本ともいえるでしょう。
①たわわに実る豊穣の豊かさがあります。飢えることのない満ち足りた食の豊かさがあるのです。困窮すると
いう最大の心配事が解消されることで落ち着ける安心の源です。
もろ

②柔らかくて脆さもありながら、変わらぬ形は長く命を保つことができることです。朽ちそうでも朽ちずに今
ふっしょく

を維持しています。衰える恐怖を払拭する保全の強さです。
③厳しい環境を乗り切り毎年おいしい実りをもたらす果実です。必ずどのような障害があっても喜びが得られ
るのです。おいしさには難を克服する力があり、継続の力があります。
④山を歩けばそこに実っています。

１．豊満さ

庭を眺めてもそこにも実りがあり
ます。常に目に触れ、息吹が感じ
られる身近な存在です。親近感に
あふれ、産み出せる希望なのです。
ほう じゅん

⑤芳醇な香りは非日常的であり、思

２．柔軟さ

豊かな実り・安堵感
生きるためのすべての糧を
産み出せる！

３．強靱さ

自由自在の解放感
生きるためのすべての
術にひらめく！

忍耐強さ・ゆとり
生きるためのすべての
粘り強さが芽生える！

４．寛容さ

５．一途さ

包み込まれる安心感
生きるためのすべての
矛盾を許容できる！

期待を裏切らない安定感
生きるためのすべての共同の
連帯感が深くなる！

いや祈りが実体化して各人を包み
込み、全体を１つに整えます。特
別な共有ができるのです。大きな
存在に認められて夢実現の可能性
を抱けるのです。
民の目標や努力は、卑弥呼によって
促進され実現に向かいます。そこに、
民の欲求や印象の実存の心が活用され
ているのです。
その実存の心を示した果実は、
「桃」
だったのです。
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リーダーシップの基本
①豊かさと安心の源となる
②保全の強さがある
③克服する力・継続の力となる
④親近感と希望が持てる
⑤夢実現の可能性を抱ける
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コラム

「 開 国 」 と 「 鎖 国」

…某年某月
（社）Ｊ C 総研 常務理事

松岡 公明 （まつおか こうめい）

突然、急浮上してきたＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）問題。人は潜在意識では
知っているにもかかわらず、欲望や執着のためにあえてその知識を無視する場合があるといわ
れるが、一国の首相が「わが国は『鎖国』から『開国』します」と、世界に対して発信するに
こっけい

至っては、自虐的滑稽を超えて、国家的悲劇とでもいうべきだろう。
ＴＰＰの交渉は、国の法・政策体系の変更も含めて、その国の社会文化にまで重大な影響を
及ぼす。例えば、食品の安全基準、原産地表示基準などが緩和され、
「良貨」が駆逐されるこ
とも想定される。
「バスに乗り遅れるな」だけで、戦略の「セ」の字もないまま、ひたすら前
のめり状態にある。その「バス」の行き先も不明、しかも政権運営に見られるように、運転手
は急発進したり、突然バックしたりの無謀運転が多い。バスに乗りさえすればなんとかなるだ
ろうという「だろう運転」は交通事故の元である。そんなバスに乗れるはずがない。
ＴＰＰの全体像が見えないまま、国民に対する情報開示もせず、説明責任も果たさないうち
に、半年足らずで結論を出すというのは無責任極まりない。国会での首相の不明瞭な答弁から
しても問題だが、政治・軍事的な、ある意図が働いて「何か」が隠されているとすれば、それ
また大問題である。民主主義にとって「情報の鎖国」ほど恐ろしいことはない。
「のど元過ぎれば」で、2008 年の世界同時不況の反省も無いまま、
「理念的にも、理論的にも
全く根拠をもたない自由貿易の命題」
（宇沢弘文「ＴＰＰは社会的共通資本を破壊する」
、
『Ｔ
ＰＰ反対の大義』所収、農文協、2010 年）に任せるだけの経済政策という「頭」も「鎖国」状
態といわざるを得ない。これまで成長モデルのパラダイム転換を叫び、マニフェストで主張し
ていた、環境・福祉・人間尊重と経済の融合といった理念はどこに行ったのだろう。ＴＰＰに
よって、日本経済がいかなる成長モデルによって再生できるのか、そのシナリオもストーリー
も見えない。輸出産業ばかりに期待せずとも、国の経済の大部分を担う内需対応型産業に目線
を合わせた経済成長を進める政策こそ重要ではないのか。
「開国と強い農業の両立」でいう「強い農業」とはアメリカやオーストラリアの農業を想定
しているのだろうが、現場無視もはなはだしい。まさに「ＧＭ」
（現場を見ない）であり、
「無
知の知」を指摘したい。自由貿易のための「自由」だけが強調され、食料自給率を高めようと
する「主権」がないがしろにされている。
「両立」の言葉を使うのであれば、まさに自由貿易
とその主権の両立こそ重要であるはずだ。2008 年に続いて、最近また穀物相場が急騰している
が、
「開国」より、輸入国として世界の食料問題に警鐘を鳴らす立場からの外交戦略・発言力
こそ重要ではないのか。
民主主義は情報開示と十分な説明責任が不可欠である。まさに「国のかたち」にかかる問題
だけに「後悔」を先に立てて、国民的な議論としなければならない。そのためには、
「平成の
開国」を声高に叫ぶことより、
「情報の鎖国」
「頭の鎖国」状態を「開国」することから解決し
なければならない。
60 《コラム…某年某月》
「開国」と「鎖国」
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お知らせ

事務所移転について
社団法人ＪＣ総研は、本年３月 14 日に事務所を移転いたしました。旧居の東京都千代田区一ツ橋は、
2006 年２月に統合前の社団法人３団体と財団法人１団体が転居し業務を開始、同年４月１日に（社）ＪＡ
総合研究所が発足、2011 年１月１日に（社）ＪＡ総合研究所と（財）協同組合経営研究所が合併し（社）ＪＣ
よう らん

総研が発足……と揺籃・成長の歴史を刻んだ地です。これからは下記の新事務所で新たなスタートを切り
ます。どうぞ旧来にも増してご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

編集後記

【移転先住所】〒162-0826

東京都新宿区市谷船河原町11

飯田橋レインボービル５階

今回の春号が、『ＪＣ総研レポート』の誌名を使う最初となる。今号の基調テーマは「ＪＡの医療・
介護・福祉」とした。これは今村奈良臣研究所長が当研究所Webサイト「所長の部屋」に執筆している
「アグロポリス（＋フードポリス）・エコポリス・メディコポリス」構想の一角を占める重要な調査研究
課題である。今号を読むとＪＡの果たしてきた役割と、ＪＡがこれからもわが国の地域を支え続けるす
ばらしい組織であることを確信することができると思う。
私にとってＪＡの介護・福祉は感慨深いものがある。1983 年４月から 1991 年４月までの８年間職場と
した農林水産省を退職する前年の 1990 年、農業協同組合課経営係長であった私の発案で、上司の松井稔
課長補佐（組織班担当）とともに人に助けられつつ難産の末船出させた「農協高齢者対策リーダー養成
研修事業」（1991 年度から事業実施）が契機となるからである。介護は厚生省（当時）の所管分野であ
る。「農林水産省設置法を読んだことがないのか！」という省内からの罵声に松井班長は耐え抜き、厚
生省の了解、大蔵省（当時）主計局の査定を経て、国家予算を使う補助事業創設……。（松井稔著『あ
る愚直者のペーソス紀行』家の光出版総合サービス、2008 年 10 月、102 ～ 103 ページ）
今後、大学・大学院の研究者とのネットワークを活用し、当研究所の小川理恵主任研究員にＪＡの医
療・介護・福祉分野の調査研究を担当させることとした。ＪＡの皆さま方にぜひとも調査研究へのご協
力・ご指導を賜りたく、この場をお借りしてお願い申し上げる。（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）
毎度毎度、農畜産物の消費行動に関する調査の分析および報告書作成と『ＪＣ総研レポート』の編
集・校正がかちあうため、他の編集者に迷惑をかけることが恒例となってしまった。本誌では、メイン
テーマとは趣を異にするが、会員に発送する報告書とは視点の異なる、あるいはより深い切り口で消費
行動の分析を試みている。今回の牛乳の消費行動では 60 代だけ、まるで穴があいたように消費量が落ち
込んでいる実態が明らかになった。経年変化を観察する必要があるが、こうした事実の原因や改善方法
など、研究したいテーマがやればやるほど増えてくる。収拾がつかなくならない程度に、今後も分析と
（基礎研究部 主任研究員 藤本恭展）

公表を続けていきたい。

通勤の道すがら、近所の建築現場から元気な声が聞こえてくるのを、私は毎朝の楽しみにしている。
それは、１日の安全と作業の順調な進行を願って行う掛け声のようなものなのだが、これがなかなか味
わい深い名ぜりふなのである。「１度きりの人生だから

自分の命を大切に

今日出来る限りのことを  

精いっぱいやってみよう！」。まずはリーダーが先導し、それを若い人から年配の方まで、全員で声を
張り上げて何度も復唱する。危険がいっぱいの工事現場、家族のために、どんなに寒くても冷たい雪が
降っても、朝から晩までがんばるお父さんたちの姿を見て、なんだかじーんとしてしまった。私もがん
ばらなくちゃ、と感動にひたってふと時計を見ると、あわわ、電車に乗り遅れそう！
の人生だもの

私は「１度きり

精いっぱいやってみよう！」と心のなかで連呼しながら駅まで全力疾走した。この言
（基礎研究部 主任研究員 小川理恵）

葉、いろんな場面で使えそうだ。

ご意見・ご感想をお寄せください
『Ｊ C 総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人Ｊ C 総研
の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した誌面づくりに役立てていきたいと考えてお
ります。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。
【送付先】 ＦＡＸ：０３－
〒 162-0826

3268 － 8761

東京都新宿区市谷船河原町 11

社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部
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