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規制改革推進会議の提言に沿ってま
とめられた「農業競争力強化プログラム」

協同組合を通じた共販・共同購入が重

法案が、今後の農政の方向性を規定し

要であることを、しっかりと法案に位置

ようとしている。その底流には「民間活

付けるべきである。しかるに、８法案の

力の最大限の活用」という表現で、
「規

もとになっている農業競争力強化プログ

制緩和すれば経済利益は最大化される」

ラムは、買い取り販売への移行や資材

という時代錯誤の短絡的な経済理論を

の情報提供に徹することなど、共販と共

名目にして、その裏には、既存の組織の

同購入をなし崩しにし、協同組合の存立

ビジネスとお金を自らの方に引き寄せた

要件を否定するものとなっている。

ちの思惑が見え隠れしている。

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

販に対して公正取引委員会の脅しともと
れる査察が幾度も入り、独禁法の適用

格の向上を目指すとしながら、そのため

除外がなし崩し的に実質的に無効化さ

に最も重要な農業者の共販・資材の共

れる事態が進行していることも看過でき

同購入の強化ではなく、それをむしろ「中

ない。

抜き」する流れになっており、論理矛盾

さらに、関連法案では、酪農の指定

をきたしている。
「農業所得向上」はお

団体の「弱体化」が規定されているが、

題目でしかないと言わざるを得ない。

バター不足を指定団体にかかる規制の
せいにし、取引を自由化すれば酪農家

む一部の企業利益の追求ではなく、自

所得が上がるという論理はまったく逆で、

分たちの命、環境、地域、国土を守る

酪農家が個別取引で分断されていった

安全な食料を確保するために、国民そ

ら、イギリスのように、乳価は暴落し、

れぞれが、どう応分の負担をして支えて

消費者に飲用乳さえ十分供給できない

いくか、というビジョンとそのための包

混乱に陥りかねない。

括的な政策体系の構築である。競争に

加えて、種子法廃止による主要食料

対して、共助・共生的システムと組織（農

の種子の開発・普及への国・都道府県

協や生協）の役割の重要性、消費者の

の関与の後退、公的な育種の成果を民

役割、政府によるセーフティーネットの

間に譲渡することは、寡占的な多国籍Ｇ

役割などを包括するビジョンが一連の法

Ｍ（遺伝子組み換え）種子産業にとって
「濡れ手で粟 」で、コメなどの種子が特

案にはない。

き

しかも、最近、わが国では、農協共

資材価格の引き下げと農産物販売価

国民が求めているのは、アメリカを含

す ず

つまり、農業所得の向上のためには、

に基づく農業競争力強化支援法ほか８

い「今だけ、金だけ、自分だけ」の人た

ＪＣ総研
研究所長

的な原則である。

歴史的に、個々の農家が大きな買い

許化されて独占され、価格も吊り上げら

手と個別取引することで農産物は買い叩

れていくことになり、国民の命の源を握

かれ、個々の農家が大きな売り手と個

られかねない重大な危機である。

別取引することで資材価格は吊り上げら

法的位置付けもない、諮問機関に集

れ、苦しんだ。そこから脱却し、農業

まる利害の一致する仲間（アメリカの経

所得を向上させるため、農協による共販

済界とも密接につながっている）だけに

と共同購入が導入され、それは取引交

よる「私益」の追求が国の方向性を規定

渉力を対等にするためのカウンターベイ

してしまうシステムでは国民生活は守れ

リング・パワー（拮抗力 ）として、独占禁

ない。

止法の適用除外になっているのが世界
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巻 頭 論 説

ＪＡ自己改革の王道は
﹁組織力﹂
の再構築

１．なぜ、組合員はＪＡ事業を利用するのか

今、ＪＡはそれぞれの地域で多くの企業と競争を繰
り広げている。銀行・郵便局・保険会社・ホームセンター・
スーパーなど、具体的な競争相手を列挙すれば切りが
ない。ＪＡの競争相手が増えていることは、ＪＡ事業
を利用する側から見れば、それだけ生活を豊かにする
ための選択肢が増えたことを意味する。決して悪いこ
ととはいえないだろう。
すでに人口減少時代に突入したわが国において、今
後一般企業との競争がますます激化するのは必至であ
る。こうした状況下にあってＪＡに求められていること
は、競争相手を過度に意識してそれに追随するかのよ
うな事業の見直しを進めることではなく、中長期的な
視野に立って、自らの組織の特性を十分に踏まえた競
争力の強化策を着実に実践していくことではなかろう
か。それこそ自己改革の王道といえるだろう。
ところで、そもそも組合員は、多様な選択肢がある
なかでなぜＪＡ事業を利用しているのだろうか。例え
ば、ＪＡの信用事業を利用している理由はどこにある
のだろうか。表１は、2016 年度に東北地方のＡ農協で
実施したアンケート調査の結果である注１）。この表によ
れば、正組合員・准組合員共にＪＡの貯金を利用する
理由の第１位は「店舗が近いから」
、第２位は「ＪＡに

に し

西井 賢悟
い
け ん
ご

ＪＣ総研
基礎研究部
主任研究員

注１）本アンケートは2016年11月〜 12月にかけて実施され、
正組合員・ 准組合員をそれぞれ無作為で1500人抽出して、 職員
の訪問を通じて配布し、 郵送で回収している。 正組合員の回収率
は43.1％、准組合員の回収率は35.8％となっている
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は親近感があるから」となっている。

み出し、組合員の農業経営や生活の改善に寄与する決

注目されるのは、
「ＪＡには親近感があるから」が、
「金利などが有利だから」
「職員の専門性が高いから」

定打となることを大いに期待するところである。
ただし、もしも現在進行中の改革が専ら経済的なメ

などよりも上位に位置したことである。つまり、組合員

リットを創出することだけに主眼を置いているとするな

は貯金（預金）の預け先を選ぶ際に、経済的なメリッ

らば、現場の苦労を承知の上で再考を求めなければな

トや専門性よりも、預け先の組織に対する親近感をよ

らない。なぜならば、それだけでは協同組合としての

り重要な判断基準にしていると考えられるのである。

本質的な競争力の向上にはつながらないと考えられる

むろん、信用事業に携わった者ならば、実際には金

からである。 これまでの多くの農協研究が指摘してき

利の優遇キャンペーンを展開すると貯金が集まりやす

たように、協同組合の競争力の源泉は「組織力」にあ

いと感じているだろう。この点についてだが、当該アン

り注３）、それを高める努力を続けない限り、ＪＡが協同

ケートでは「ＪＡに親しみをどの程度感じているか」に

組合として存続・発展していくことは難しいと筆者は考

ついても尋ねており、この設問とＪＡに貯金する理由を

えている。

クロス集計したところ、
「金利などが有利だから」を選

北川太一・福井県立大学経済学部教授の定義を借

んだ人のうち、正・准共に 76％の人はＪＡに対する親

りれば、
「組織力」とは「共通の商品やサービスに関す

しみを強く感じていることが明らかとなった注２）。

る要求と期待とを意識的に結集させることによって発

以上の結果は、組合員がＪＡの信用事業を利用する

揮される力」を意味する注４）。やや難解な定義だが、北

ベースにあるのは、やはり親近感であることを示唆して

川氏の言う「意識的に結集させる」場とは協同組合（Ｊ

いる。おそらく現実としては、金利の優遇キャンペーン

Ａや組合員組織）を指しており、要は「組織力」とは、

は、ＪＡに対して親近感を持つ組合員から実際の貯金

組合員個々のＪＡとの結び付きの強さや一体感、 いわ

という行為を引き出すきっかけとなっているのではない

ばＪＡに対する帰属感のようなものを、組合員全体で足

だろうか。この意味からすれば、同キャンペーンはまさ

し合わせたものといえるだろう。

に「鬼に金棒」の役割を果たしているといえる。いずれ

では、 組合員の帰属感が高まると、 ＪＡという組織

にしても、ここで強調しておきたいことは、
「親近感」

においてどのような力が発揮されるのだろうか。この点

が組合員の事業利用のベースを成していることである。

を説明するために、 やや迂遠だが組織行動論や組織

そしてこの「親近感」こそが、本論で取り上げる「組織

心理学の領域で研究の蓄積が進んできた「組織コミッ

力」の第一段階と位置付けられるものなのである。

トメント」について簡潔に紹介する注５）。

注２）
「ＪＡに親しみをどの程度感じているか」は、そう思う・どちらか

２．協同組合の競争力の源泉は「組織力」

といえばそう思う・どちらともいえない・どちらかといえばそう思わな
い・そう思わない、の５段階尺度で尋ねており、ここではそう思う、ま
たは、どちらかといえばそう思うを選んだ人の割合を示している

2014年５月に、規制改革会議の農業ワーキング・グ

注３）例えば、藤谷築次「協同組合の適正規模と連合組織の役割」桑

ループが出した「農業改革に関する意見 」に端を発す

原正信監修・農業開発研修センター編『現代農業協同組合論＜第１

る農協改革では、ＪＡに対して「農業者にメリットを出
し、 農業者に選ばれること」を強く求めている。 しか

巻＞農協運動の理論的基礎 』家の光協会、1974年。 武内哲夫「協
同組合組織の特質」
『新版

協同組合事典』家の光協会、1986年な

どがある

しながら、全国多くのＪＡにおいては、
2000年代に入っ

注４）北川太一「ＪＡの組織」
『＜ＪＡ学習シリーズ＞新版

てからの経済事業改革などを通じて、すでに事業の合

同組合論』全国農業協同組合中央会、1999年、109〜110ペー

理化を相当程度進めてきている。その上での今日の改

農業協

ジより引用
注５）以下の「組織コミットメント」にかかる記述は、鈴木竜太『自

革は、まさに「乾いた雑巾を絞る」努力を現場に対して

律する組織人̶̶組織コミットメントとキャリア論からの展望̶̶』

強いていることであろう。 その苦労が大きな果実を生

生産性出版、2007年に全面的に依拠している
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「組織コミットメント」とは、 組織と構成員の心理的
な距離感を表す概念であり、
「功利的コミットメント」と

メント」
（＝帰属感）の総和である「組織力」は、協同
組合ならではの競争力の源泉といえるのである。

「情緒的コミットメント」の２つの次元から成るものとさ
れている。 前者は損得勘定に基づく結び付き、 後者
は感情的な結び付きを意味する。そして「組織コミット

３．組合員とＪＡをつなぐ３つの意識

メント」が強い組織においては、その効果として次の３
つがもたらされるとされている。 第１には、 離職や転

次に、帰属感についてさらに詳しく検討してみよう。

職が少なくなること、第２には、価値観の共有が進む

筆者は帰属感を構成する中心的要素は、組織に対して

こと、第３には、構成員が組織のなかで自分の役割以

感じる親しみの度合い＝親近感、組織のなかに仲間が

外の行動を積極的に取るようになることである。

いることの実感＝仲間意識、組織の理念や特性につい

詳細な検討は割愛するが、
「組織コミットメント」は
帰属感とほぼ同義と捉えることが可能である。故に、

話が些か唐突だが、 今、 これまでまったくＪＡとの

「組織コミットメント」が組織にもたらす３つの効果は、

関わりを持っていなかった１人の地域住民を想定して

「組織力」が高い組織において発揮される力そのもの

みよう。この地域住民が、家を建てるためにＪＡでロー

であると考えられる。

ンを組むことになったとする。 渉外担当者の丁寧な説

例えば、 第１の効果をＪＡに当てはめれば、 組合員

明に触れて、ＪＡに初めて抱く感情は「親近感」のよう

がさまざまな事業利用について他の企業への乗り換え

なものであろう。住宅建設後も渉外担当者の定期訪問

を簡単にはしないこと、 あるいは農産物出荷における

は続き、 ある時、 営農センターで開催している園芸塾

機会主義的な行動が抑制されることなどが該当するだ

を紹介される。 家庭菜園を始めたいと考えていたので

ろう。 こうした組合員の性向は、 長期的な視野に立っ

参加したところ、 半年間にわたる固定メンバーでの活

た事業戦略の樹立や毎年度の計画的な事業の遂行を

動を通じて、気が付けばたくさんの「仲間」ができてい

容易化し、 当然の帰結としてＪＡの事業競争力を高め

た。 さらに、 修了と同時にＪＡの直売所への出荷を勧

ると考えられる。

められ、 直売所部会への加入を決意する。 そこでは

また、 第３の効果をＪＡに当てはめれば、 総代や支
店運営委員などＪＡの各種役員が事業の改善点につい

協同組合に関する講習もあり、 ＪＡという組織の仕組
みを初めて「理解」した。

て積極的に発言すること、 生産部会においてベテラン

ここで述べたストーリーは仮想であり、 組合員・地

が若手にアドバイスすること、 女性部が地域の若い女

域住民がＪＡとの関わりを深めていくステップは言うま

性をサポートするために託児に取り組むことなど、無数

でもなく多様である。 ただし、 親近感→仲間意識→

の行動が該当すると考えられる。一つひとつの行動は

理解という順序でＪＡに対する意識を深めていくこと、

小さな影響力しか持たないかもしれないが、 それらが

帰属感を高めていくことについては、 十分なリアリ

組織の至る所で展開されるＪＡは、 卑近な言葉で表現

ティーを有していると考えられる。

すれば活気のあるＪＡであり、直接的・間接的にＪＡの
競争優位性を高めることに寄与するだろう。

4

ての熟知＝理解、の３つであると仮説的に考えている。

表２は、先に見たＡ農協でのアンケート結果である。
なお、 ここでは正組合員のみを集計対象としている。

「組織コミットメント」の効果が発揮されるのは、 企

この表によれば、 ＪＡに対して「親近感 」を持つ人は

業においては従業員だけであろうが、 ＪＡの場合は職

66.7 ％、 持たない人は33.3 ％となっている。 そして、

員だけではなく、 利用者である組合員においても十分

「親近感」を持ち「仲間意識」も持つ人（表の③と⑤）

に期待できる。 このことは、
「わがＪＡ」という組合員

は42.5％、
「親近感」を持たずに「仲間意識」を持つ人

はいるが、
「わが会社」という顧客はまずいないことが

（表の⑧と⑩）は2.9％となっている。この結果は、
「親

何よりの証左である。そしてだからこそ、
「組織コミット

近感」を持つ人において、
「仲間意識」が育まれやすい
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の関係が成立している。
帰属感が高まれば、 組織内でのアクティビティーも
自ずと高まると考えられる。 ここでの結果だけで軽々
に結論を出すことはできないが、
「親近感 」
「仲間意
識」
「理解」の３つは、帰属感を構成する要素として重
要な位置を占めているのは間違いないだろう。

４．活動を基軸とする「組織力」の強化
（１）組合員のニーズに基づく活動の展開
ここまでの考察を踏まえて、以下では「組織力」を高
める方策について、特に活動面に焦点を当てて検討す
る。活動に着目するのは、後述するとおり、それが「親
近感」や「仲間意識」を高めることに大きな効果を有し
ているからである。 また、第26回ＪＡ全国大会（2012
年）において「支店を核に、組合員・地域の課題に向
き合う協同」を掲げ、 これを契機として全国的に支店
協同活動が活発化していること、 さらに第27回大会
（2015年）において「アクティブ・メンバーシップの確

ことを意味している。
一方、
「親近感」と「仲間意識」を持ち、加えて「理

立」を掲げ、多数の組合員のアクティビティーを高める

解」も持つ人（表の⑤）は29.3％、
「親近感」と「仲間

ために、 組合員組織活動や支店協同活動を重点取り

意識 」を持たずに「理解」だけを持つ人（表の⑨）は

組み事項と位置付けたことなど、 活動に着目すること

4.6 ％となっている。 この結果は、
「親近感 」や「仲間

は、 実際のＪＡの動きともよく合致していると考えられ

意識」を持つ人において、
「理解」が育まれやすいこと、

るからである。

すなわち、 前の結果と併せて考えれば、 親近感→仲

各ＪＡが活動の強化を進めるのに当たってまず考え

間意識→理解の順序が妥当であることを強く示唆して

るべきことは、組合員のニーズを把握することではなか

いる。

ろうか。表３は、Ａ農協で実施したアンケートの結果で

さて、表２においては、３つの意識の有無に基づく

あるが、各類型の回答割合上位２項目（網掛け部分）

パターン別に、ＪＡ内での行動についても示している。

に着目すると、かなりバラけていることにすぐ気が付く

「親近感 」のみを持つ人（表の② ）
、
「親近感＋仲間意
識」を持つ人（表の③）、
「親近感＋仲間意識＋理解」

だろう。性別や年齢に応じて、活動に対するニーズは
やはり異なるのである。

を持つ人（表の⑤）を取り上げて、 貯金の利用度合い

この表に示される結果のうち、准組合員の若い層に

を10点満点で見ると、それぞれの点数は5.69点、7.20

おいて「子どもたちへの農業体験」の期待が高いこと、

点、8.04点となっている。同様に参加経験のある活動

正・准を問わず年齢が上がるにつれて「高齢者の生き

の数については、1.17活動、2.03活動、2.84活動、意思

がいづくりのための活動 」の期待が高まることなどは

反映の場への出席経験ありの割合は、60.6％、78.2％、

容易に想定されるのだが、
「園芸塾などの栽培技術を

84.5％となっている。 いずれの行動についても、 親近

学ぶ講座」への期待について、准組合員のなかに２割

感＜親近感＋仲間意識＜親近感＋仲間意識＋理解、

を超える層が存在していること、
「趣味などに応じて仲
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活動、第２には、園芸塾や女性大学など、事前の申し
込みを要し、固定メンバーで一定期間継続的に開催す
る特定少数型活動、 第３には、 女性部や年金友の会
などの組合員組織活動である。これらの活動のうち、
支店協同活動の活発化もあって、今急速に増えている
のが不特定多数型活動であろう。ただし些かこのタイ
プに偏り過ぎていることはないだろうか。
表４は、 Ａ農協で実施したアンケート結果のうち、
組合員が活動への参加を通じてどのような意識の変化
や効果を感じているのかについて、不特定多数型活動
と特定少数型活動に分けて示したものである。この表
によれば、 不特定多数型活動への参加を通じた最大
の変化は正・准ともに「ＪＡに対する親しみが増した」
であり、 特定少数型活動への参加を通じた最大の変
化は正・准ともに「仲間が増えた」となっている。
先に述べたとおり、帰属感の出発点は「親近感」に
あると考えられ、不特定多数型活動は多くの地域住民
や組合員をこの出発点へと誘う役割を果たしていると
いえる。 実際に支店や直売所で行うイベントなどを通
じて、 ＪＡに対して「親近感 」を持つＪＡファンと呼び
得る人は、近年大きく増えていると考えられる。
今後ＪＡに期待されるのは、このＪＡファンを次の段
階へと引き上げていくことである。 それには、 帰属感
間が集まれるサークル活動」への期待について、男性

の第二段階である「仲間意識」の醸成に長けている特

の大半の層において１割を超えていることなどは、
（筆

定少数型活動が有効となるだろう。 また、 このタイプ

者だけかもしれないが ）なかなか想像が付かないこと

の典型である女性大学において、 修了生が女性部に

である。

加入する、あるいは修了生がそのままフレミズグループ

今後、 各ＪＡはまずは組合員の活動に対するニーズ
を整理すべきである。 その手法としては、 組合員にア
ンケートを実施するのも１つであろうし、支店運営委員
会などで組合員の声を直接聞くのもよいだろう。そして
これらを通じて得られるデータに基づき、既存の活動
の見直しを図るべきである。新たな活動の着手は、こ
うした作業を行ってからでも決して遅くはないだろう。
（ ２）不特定多数型活動と特定少数型活動
ところで、ＪＡが行っている活動には３つのタイプが
あると考えられる。 第１には、 支店祭りや直売所での
イベントなど、 誰でも自由に参加できる不特定多数型

6
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をつくる動きなどが見られるように、同タイプの活動は、

参画が期待できるだろう。 こうした多様な人々をメン

その内容やＪＡ側からの働き掛け次第で、 新たな組合

バーとする「食農教育実行委員会」を立ち上げて、 メ

員組織づくりや既存の組織の活性化にも大きな役割を

ンバー自ら農業体験のメニューを企画し、準備を行い、

発揮すると考えられる。

実際に子どもたちと共に農作業に汗を流す。 すべての

このように、 特定少数型活動はＪＡにおいては戦略

メニューが終了したら反省会を開き、 そこで出された

性の高い活動といえる。 今後ＪＡは、 このタイプの活

意見を次年度の企画に反映させていく。 こうしたプロ

動の充実化に力を注ぐべきである。その際に、特に強

セスを通じて、メンバーは大きな達成感を得るとともに、

化が期待される具体的な活動の１つが園芸塾である。

ＪＡの活動は自分たちの考えと行動でつくり上げていく

先の表３に示されるように、 この活動に対しては、 正

ものであること、 自分たちが運営主体であることを実

組合員はもちろんのこと准組合員にも一定のニーズがあ

感することとなるだろう。 こうした実感に勝る「理解」

ると考えられる。

はないといえる。 現在ＪＡには数多くの活動がある。

なぜ、 非農家である准組合員が園芸塾に期待する
のか、 それは彼らも農業との関わりを持っているから
にほかならない。Ａ農協で実施したアンケートにおいて、

その一つひとつについて、 参画の場づくりの徹底を図
ることが期待される。
一方、
「理解」を育む上ではセミナーや研修などの学

准組合員に農業との関わりを尋ねたところ、
「家庭菜園

習活動も重要である。全国的なデータがないため明確

を行っている」と回答した人は36.8 ％に及んだ。 筆者

なことはいえないが、こうした学習活動は少しずつ増え

は全国で同様のアンケートの集計に関わってきたが、

ているのではないだろうか。 協同組合の理念やＪＡの

その経験からすると、 ３〜４割程度の准組合員は「家

仕組みは、 一般の組合員においてはなかなか身近な

庭菜園を行っている」と見て間違いなさそうである。

テーマとして感じられず、現実的な対象者としては、理

われわれが想像している以上に、人々の暮らしのな

事や総代、 組合員組織の役員などに限定せざるを得

かに 農 は深く入り込んでいるのかもしれない。ＪＡ

ないかもしれない。 ただし今日のＪＡにおいては、 各

はあらためて、 農 の観点から正・准を問わず組合員

種の役員層もかなり世代交代が進んでいる。 ＪＡとい

への働き掛けを強化すべきである。

う組織に対する「理解」を、 地域のなかで途切れるこ
となく次代へつないでいくために、 限られた対象者で
あったとしても地道な努力の継続が望まれる。

（ ３）参画を通じた「理解」の醸成
次に、帰属感の第三段階である「理解」に着目し、
特にＪＡや協同組合そのものに対する「理解」を育む方

５．
「組織力」の再構築にいかに取り組むか

策について検討する。
最も効果的なのは、協同組合の最大の特性ともいえ
る参画の場を増やし、実際に多くの組合員に参画を経

本稿では、協同組合の競争力の源泉は「組織力」に

験してもらうことではなかろうか。参画の場は、何も総

あることを指摘するとともに、 その強化策を活動面に

代会や集落座談会などに限られるわけではない。ＪＡ

焦点を当てて検討してきた。

が行うすべての事業や活動についてその機会をつくる

ここ10年ほどの間に、 全国多くのＪＡにおいては、

ことは可能である。 特に活動については、 組合員に

これまで組織を支えてきた昭和１桁層からの世代交代

とって身近に感じられるが故に多様な層からの参画を

が一気に進展した。また、それと機を一にして農業経

期待できるのではないだろうか。

営の二極化が進み、その一方で准組合員が大きく増え

例えば食農教育ならば、 農作業の先生役を務める

るなど、 組合員の多様化が著しく進行した。 ＪＡは組

青年部員、 収穫後の加工品作りの先生役を務める女

合員構成が大きく変化した今こそ、
「組織力」の再構築

性部員、 小学校の校長や教員、 保護者の代表などの

に取り組まなければならない。 それなしでは、 協同組
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合としての長期的な展望は開けないだろう。
このような大テーマへのアプローチは、言うまでもな

動を整理し、 さらに各職員の役割を明確にするといっ

く特定の部署や特定の担当者だけで完遂できるもの

た作業が必要である。全国のＪＡを見れば、すでにこ

ではない。 組織を挙げての一体的な努力が不可欠で

のような観点から動き始めている事例が存在している。

ある。 各ＪＡにおいては、 まずは「組織力」の再構築

8

に向けた全体像を描き、その上で強化すべき事業や活

上の図は、 新潟県ＪＡ十日町の中期計画に示されて
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いる、組合員・地域住民のステージアップのイメージ図
である。 同ＪＡは、2017年度からの中期３カ年計画に
おいて、
「地域住民総サポート計画」をスローガンとし
て掲げ、図の横軸に示されるように組合員・地域住民
を５段階に分けている。さらに、そのステージを上が
るための取り組みを縦軸に４つのステップとして整理し
ており、 その中身は事業と活動にとどまらず、 情報発
信や意思反映なども含む幅広いものとなっている。 Ｊ
Ａのあらゆる取り組みを、 組合員・地域住民のステー
ジアップという観点から体系化したものがこの図なの
である。
また、職員向けの計画表には、３カ年で取り組むす
べての事業と活動について、 それがどの段階の組合
員・地域住民を対象とするものなのかを明記し、主管
部署と協力部署がそれぞれ具体的に何をするのかにつ
いて整理している。 協力部署まで明記しているのは、
「地域住民総サポート計画」を組織全体の取り組みに
しようとする強い意志の表れといえよう。
今後こうした動きが全国のＪＡに広がることが期待さ
れる。
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農業問題と地域社会 研 究 ノ ー ト

新たな「結」の形として③
作家

森 久美子

１

．はじめに

地方に行くことの一番の楽しみは、 食べ物ではない
だろうか。ありがたいことにＪＡ主催の講演で出向いた
ときは、地元の女性部の方々の手によるお弁当が用意
されていることが多い。どこでいただくお弁当もとても
おいしくて、 地元の食材の良さが生かされた料理が詰
められている。ＪＡ以外の主催者の場合、控室に用意
されているお弁当の多くは民間の仕出し屋のもので、
味は良くても、 地元の食材を生かしたという特長はあ
まり感じられない。
「家の光愛読者大会」の講演を依頼されて山口県に
行ったのは、2015年のことだった。 午前中に、
『家の
光』の記事活用・体験発表があり、昼食を挟んで午後
に私の講演が予定されていた。午前中は参加者の方々
と一緒に会場の座席で、 女性部の方々の発表を聞か
せていただいた。闘病経験や家族を亡くした悲しみを
乗り越えたお話に、感動で胸がいっぱいになった。ど
なたも根底に家族や地域への愛があり、お互いに助け
合い励まし合う「結」の精神を感じられた。皆さんが艱
難辛苦を乗り越えて笑顔で生きている。なかでも特に

２

印象に残ったのは、高齢者の配食サービスをしている

山口県高齢化の現状
ＪＡ山口宇部では、組合員の高齢化に対応するため

グループの事例だった。
2015年の国勢調査を基にした高齢化率（65歳以上

に、 家庭内においても地域においても、 高齢者の介

人口比率）は、全国平均26.64％。山口県は秋田県、

護問題に直面している女性部の方々を対象とした、 ヘ

高知県、島根県に次ぐ第４位で32.07％だ。農業就業

ルパ ー養成研修を実施した。 その資格を生かし、 地

人口における高齢化率は76％（2010年度）に上り、高

域福祉活動や ふれあい 活動を実践して、 １人暮ら

齢者福祉に取り組むのはＪＡの重要な業務と考えられる

しの高齢者が在宅で生活できるように支援を行う、女

（表１・図１）
。
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．高齢者への配食サービス
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成された。
配食サービスの始まりは1996年２月に、 当時のＪＡ
組合長が小野田支店に女性部の食品加工所を作った
ことによる。ＪＡ山口宇部女性部は高齢者福祉事業の
一環の「ふれあいサービス」として、この加工所を使い
配食サービスに取り掛かった。
まず最初に小野田市（現・山陽小野田市）の須恵地
区の小学校管内の高齢者宅に１軒ずつ足を運び、地元
の食材を使った給食を取ってもらえないか売り込みを
行ったという。ふるさとの料理の味を思い出してもらい

お盆のくぼみで容器の動きを固定して、利用者がこぼさないように
配慮したトレー方式。容器を洗える人用。

たいと、住民を集めて試食会も開催した。地域住民の
理解は次第に深まり、 配食サ ービスの受託事業が始
まった。
現在はＪＡの加工所（山陽小野田市）を使い、 山陽
小野田市と宇部市の北部地区（楠・小野地区）の高齢
者に、月曜日から金曜日まで、地元で採れた安全・安
心の食材を使った日替わり弁当を届けている。 色どり
や盛り付け、 アイデアに富んだ献立はサービスを利用
する人から好評を博している。
また、お弁当を届ける際の声掛けによる安否確認が、
高齢者の引きこもりの防止や病気の発見につながり、
地域の人から喜ばれている。

おかずとごはんとお汁を別々の容器に入れているタイプ。内側の容
器は使い捨てで、外側のトレーのみ返却。

現在高齢者への配食サービスは、およそ100食。お
盆のくぼみで容器を固定して、 利用者がこぼさないよ
うに配慮したトレー方式（右写真上）と、おかずとご飯
とお汁を別々に手渡しするタイプ（右写真中）、認知症
の利用者を対象にした容器返却不要の弁当タイプ（右
写真下）の３種類がある。市の助成があるため、所得
に応じて1食の利用料金は550円、450円、350円となっ
ている。利用料金の支払いは、10枚つづりのチケット
を使ってもらっている。

認知症利用者を対象にした容器返却不要の弁当タイプ。

農繁期や会食のお弁当の相談にも応じる他、 嫌い
な食べ物があれば事前に聞き、配慮したメニューに替
えている。栄養バランスを考えた献立は管理栄養士に
依頼し、調理は衛生面で特に気を付けるという。
「ふれあいサービス」責任者の福永和美さんは、 利
用者に「１人で作るのが大変だから、 配食で助かって
いる。 栄養面もまんべんなく考えられていて、 お汁付

〈３種類の容器別盛り付けが選べる配食サービスと取材時のメニュー〉
・魚の甘辛煮
・長イモとろろ

・カボチャのいとこ煮

・はるさめサラダ

・フルーツ（キウイ） ・みそ汁

・ご飯

〈産地〉
○山口県山陽小野田市
・カボチャ

・キュウリ

・小ネギ

・白菜

○青森県
・長イモ

きの日替わり弁当が楽しみ」と言ってもらえるのがうれ
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しいと話してくれた。
逆に辛いこともあったと福永さんは言う。 事業に対
する市の助成条件として、 １人暮らしの高齢者宅への
安否確認が必要だが、お弁当を届けに行ったら、倒れ

ＪＡ山口宇部「ふれあいデイサービス樹」のサー
ビス概要
●営業開始日：2012年６月１日

ている方を発見したこともあった。元気になった方もい
らっしゃる一方、亡くなられた方もいらっしゃる。
「そういう現場に何度か居合わせたけれども、 何度
見ても胸が詰まります。 だからこそ高齢者へ食事を届
けに行くサービスと、声掛けによる安否確認は重要な

●事業所の運営に関する方針
○利用者に喜ばれ、一人ひとりを大切にするサ
ービスを提供
○人間らしく生きることを大切にするサービス
を提供

役割だと思っています」
福永さんの話してくれたことは、 年々高齢化の進む
日本のどの地域にも当てはまることだと思う。ＪＡ山口
宇部の「ふれあいサービス」の高齢者への配食と安否
確認を兼ねた活動は、 他のエリアでも非常に重要に

○利用者本位のサービスを提供
○目配り、気配りを忘れず笑顔あふれるサービ
スを提供
●サービスの特色など
○レクリエーションについて

なってきている。

・クラブ活動として、①園芸クラブ、②健康ク
ラブ、③生活文化クラブ

３

．デイサービスに求められているもの

福永さんはＪＡ山口宇部「ひまわり会」会長として、

・ＪＡ女性部員によるボランティアあり（レクリ
エーション講師など）

2012年にオープンした「ふれあいデイサービス樹 」の

○食事（おやつ含む）について

立ち上げに参加し、 企画や準備に力を注いだ。 高齢

・地元農産物（米、野菜、肉、みそ、など）

者の１人暮らしが抱える不安を、 配食サービスで目の

を食材にした手作り

当たりにした福永さんは、 サービスを一層多角的にす

・おやつも毎回手作り

るのが悲願だったという。

・食器は陶器を使用

「ひまわり会 」では、 １人暮らしの高齢者が在宅で
心豊かな生活ができるように、 生活支援活動を行って
いる。 １人暮らしの高齢者にＪＡの支店まで来てもら

○総合的機能訓練について
・ 同一敷地内にあるＪＡ農産物直売所「新鮮
館」を利用する

い、歩いて来ることができない方は送迎し、茶話会で

○圃場（農園）について

手作りおやつを食べながらおしゃべりしてもらったり、

・2014年５月に圃場を整備し、 利用者による

遠足に行ったりして楽しんでもらう。あるいは介護保険
で対応していない、庭の草取りや食事の支度の支援な
ども行っている。

園芸活動ができるようにした
●サービス対応地域：ＪＡ山口宇部管内（宇部市、
山陽小野田市、山口市阿知須）

現在の豊かな生活を送れるのは、 戦後の混乱期を
力強く生きて地域を支えてくれた高齢者のおかげだと、
福永さんは感謝の念を強く持っている。 地域を守るた
めに助け合って生きてきた高齢者の思いを受け継ぎ、

●事業所の営業日時：月曜日〜土曜日（祝日も営
業）、9 〜 17時
●定休日：日曜日、１月１〜３日、12月31日

地域社会を支えるのが、 ＪＡ女性部の「ひまわり会」
の役割だと語る福永さん。 その姿勢に、 高齢化の進

資料：ht tp://kaigodb.com/ より抜粋

む地域は学ぶところがたくさんあると思った。
12
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５

．
「うもれ木の郷」の由来

．
「農事組合法人うもれ木の郷」の設立

「うもれ木の郷」という聞き慣れない農事組合法人の

宇生賀地区は大正初期に耕地整理が実施されてい

名前を知ったのは、2010年のことだった。農業系の新

て、 １区画がおおよそ20ａとなっていたが、
「深田」と

聞の記事にあった「農林水産祭むらづくり部門農林水

呼ばれるほどの湿田だった。 そのため、 水を張るとト

産大臣賞」の受賞団体として目にした。
「うもれ木」と

ラクターや田植え機が入れないほどで、畑作物の作付

はどういう意味なのだろうと、ずっと気になっていた。

けも困難だった。 このような農地の状況を改善して宇

５年後の2015年、 やっと山口県阿武郡阿武町宇生賀

生賀地区を再生するために、1990年に地区内の全農

地区の「うもれ木の郷」を訪問することができた。

家である76戸が参加して、
「明日の宇生賀を考える会」

私の視察に対応してくれたのは、 当時の組合長

が発足した。

（2017年３月退任、 現・顧問）の山本勉生さんで、 集

1991年に阿武町役場から宇生賀地区に、 国営山口

会所で地図を出して地理的条件を説明してくれた。 宇

北部農地再編パイロット事業の話があった。地域の見

生賀地区は、四方を山に囲まれた標高400ｍの盆地だ。

直しと再生の方向の検討が「明日の宇生賀を考える会」

周囲の山々の噴火により堰 止湖として形成され、その

で始まったが、 パイロット事業についての同意を全員

後、 湖成層が堆積してできたのだという。 この湖を取

から得ることはできなかった。 当時議論された事業に

り巻くように伊豆、三和、上万、黒川の集落があり、

対する反対と賛成の理由には、地域の抱えている問題

「農事組合法人うもれ木の郷」はこの４集落で形成され

が浮き彫りにされていて、私には大変勉強になり、より

ている。

「うもれ木の郷」が忘れられない地域となった。
「うも

隣町から山を越して宇生賀に着くと、広々とした田ん
ぼが広がっていた。
「一目百町歩 」といわれるほど遮

れ木の郷」のホームページから、反対と賛成の意見を
引用して紹介する。

るものがなく、 確かに湖だったのだと想像することが
できた。 水田の中から、 神代杉の大きな根（うもれ

＜反対意見＞

木）が何本も掘り出されて、 幹は奈良の東大寺を建て

①既に20ａ区画の整備がなされている。

る時に使われたと語り継がれたことが、
「 うもれ木の

②後継者がいないのでお金を掛けても仕方がない。

郷」の由来だと山本さんが教えてくれた。 一度事務所

③圃場整備の償還金は負担が大きい。

の外に出て周囲をあらためて見てみると、 緑豊かな
山々に囲まれて非常に美しい景色だ。

＜賛成意見＞
①軟弱な地盤の現在の水田では、大型機械が入らず、
今後の高齢化に対応できない。
②水路、農道、暗渠などの整備の状態が悪く今後の
機械化に対応できない。
③地下水位が高く、 水管理を一元的に行わないと畑
作経営ができない。

双方の意見が拮 抗し、 なかなか結論が出せないで
いるうちに、事業参加を決定しなければならない時期
四方を山々に囲まれた宇生賀地区。一面に田んぼが広がり、かつて
湖だったことがよく分かる

が迫ってきた。取りあえず、実施までの１年間で解決す
ることにして、 地区の同意を取り付けた。 ため池や井
戸などの水利権でも利害の対立があり、300回を超え
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る話し合いが行われ、水稲を作りながら隣では野菜が
できる農地作りこそが、 宇生賀の農業生き残りの道と

６

．女性も共に地域を守る「四つ葉サークル」

の結論に達した。 そして、66戸の農家が参加して、

事務所で話を伺った後、 山本さんが私を案内してく

1997年宇生賀地区の４集落を１農場とする「農事組合

れた場所は「四つ葉サークル」と外壁に書かれた、豆

法人うもれ木の郷」が設立された。

腐の加工施設だった。男性たちが苦労を乗り越えて団
結して「農事組合法人うもれ木の郷 」を立ち上げたの
だから、 女性も団結しようと立ち上がって設立したの
だという。 名前の由来には、 ４つの集落（伊豆・ 三
和・上万・ 黒川 ）が一緒になって、 四つ葉のクロ ー
バーのように幸せを呼び込もうという願いが込められて
いる。
生産・加工・環境・交流の４つの活動により、女性
の共同活動を促進して自らの地位向上と組織の強化を
図り、 地域貢献するのを目的としている。 宇生賀地区
の景観保全に役立ちたいという思いから、 真っ先に

宇生賀圃場図がペイントされた
黒板を利用してミーティングが
行われる

サークルの会員一丸となって花の植栽を行った。 ４つ
の活動の「環境」の部分だ。活動は発展して、集落ご
との花壇作りや地域を一周するフラワーロード造りに取
り組んでいる。2005年には「花いっぱい運動 山口県
知事特別賞」を受賞した。
男性と共に農作業をしているので「生産」については
もともと携わっているが、 それだけでなく直売用の野

地域限定こだわりのお米
『うもれ木の郷』

菜の生産も始めた。ＪＡ、朝市などに出荷する小物野
菜などの産直活動を行い、安全・安心な野菜を地元の
高齢者福祉施設などにも届けている。 農作業体験の

「農事組合法人うもれ木の郷」は、 現在73戸の組合
員で運営されていて、 経営面積は約84haで、 水稲が
約64ha、大豆約12ha、スイカ・ホウレン草約６ha、そ

受け入れなどの「交流 」は毎年行っている。 そして現
在最も力を注いでいるのは「加工」の部分だ。
宇生賀ならではの特産品を作りたいという思いから、

の他野菜約２haとなっている。経営方式に特徴があり、

評価の高い地元産大豆「サチユタカ」を使った豆腐作

10年間の利用権を設定して、法人が組合員から農地を

りに取り組んだ。 商品化するまでに４年掛かったが、

借り受ける。その地権者である組合員には、借地料と
配当金を支払うこととしている。
この方式により、農地が利益を生み出して地域に還
元できるので、組合員同士が農地を守り、集落を衰退
させないという一体感を持てる。また、組合員世帯の
すべての女性も組合員となり、 役員にも起用されてい
る。

14
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2005年に売り出すことができた。 手づくり「うもれ木
の郷とうふ」の誕生だった。豆腐製造には地下水を使

７

．北海道上川郡愛別町・協和の里

い、 山口県萩市の海水を釡炊きして作ったにがりを使

愛別町は北海道の中央に位置する上川盆地の東北

用して、サチユタカのほのかな甘みを感じられると大変

端にあり、北海道の屋根と呼ばれる大雪山連峰の麓に

好評だという。

ある。協和地区は、愛別町の中心部から北に５㎞の場

相互扶助の精神で、 地域の農地を一括管理する方

所に位置する水田地帯だ。1970年代には、 第２次農

式の「農事組合法人うもれ木の郷」と、 女性会員の共

業構造改善事業による農地の基盤整備事業が始まっ

同作業組織「四つ葉サークル」が共に歩み続けること

た。 米の生産拡大と生産効率向上を進めるために、

で、宇生賀という地域を守っていけるのだと思った。

水田の大区画化に合わせた大型機械の導入が必要に
なってきた。
北海道の札幌で育った私は、 ちょうどそのころに大
雪山連峰が美しく見える愛別町に行ったことがある。
見渡す限り水田が続き、きれいな空気が流れ、清々し
い農村の風景だと感じた。しかし残念なことに、旭山
動物園がある旭川市や、 テレビドラマのロケ地として
農村景観が有名な美瑛・ 富良野地区が近いために、
観光客には印象が薄い場所かもしれない。
私が北海道の開拓時代の農村を舞台にした小説を

四つ葉サークルに集う元気な女性たち

書いて文学賞に入賞したのは、1995年のことだ。 そ
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の後は旅行だけでなく、 食と健康を考えるラジオ番組

来通年雇用の場となれば、地域に貢献できると中山さ

のパーソナリティーとして取材で愛別町を訪れることが

んは考えているという。

何度かあった。 人口が減少し続けている愛別町は当

現在、機械利用組合から始まった（有）協和農産の

然農家人口も減っているはずなのに、 水田は美しく保

構成員の平均年齢は48.6歳で、発足時に12.9haだった

たれているし、農地の面積は変わっていないように見え

作付面積は、 約10倍の122.1haとなっている。 私はこ

るのはなぜだろう（表２）。

の春、愛別町に行き、若い構成員の方々にお話を伺う
ことができた。

８

．地域と連携した農作業の請負と「愛ふくふく」

「愛別町を出て都会で暮らしたことがありますけど、
隣の人の顔も名前も分からないのは嫌だなと思って

以前ラジオ番組の取材でお会いしたことのある中山

戻ってきました。 大雪山はきれいですし、 空気も水も

英一さんに、 愛別町の機械利用組合の歩みを伺い、

おいしいし……農業が好きだと気付きました。 同級生

農地を維持できている理由が 分 かった気がした。

もいるから、つながりがあって安心して生活できますか

2005年より中山さんが代表取締役社長を務める（有）

らね」

協和農産は、1973年に任意組織の機械利用組合とし
て発足して、大型機械の導入により大規模経営への第

少し照れくさそうに話す横顔に、地域の農業を衰退
させたくないという気概が感じられた。

一歩を踏み出したのだという。
種苗ハウスの除雪、 育苗、 移植、 防除、 収穫、 乾
燥調製などの主要農作業をすべて共同で行うことによ
り、 小規模農家の機械に掛かる経費の負担軽減を図
り、経営の安定化に役立った。しかし、気象条件など
でうるち米では収量が上がらないために離農が相次い
でいったため、1987年に早生種のもち米専門の栽培に
経営転換をする。地域全体で協議して行った転換だっ
た。
地域の共同作業体系を確立してきた一方、 農業後
継者の育成がおろそかになってしまい、次第に高齢化
と後継者不足が深刻になってきた。 後継者が農業を

協和の里のもち工房 愛ふくふくの外観と直売所（右）

続けていく体制づくりを進めなければならない。 地域
の農業を存続させるために、新たな態勢の確立が急務
だと、中山さんは決意した。
任意組織の機械利用組合から有限会社を設立して、
社員の農地の一部を会社が利用できるように権利設定
し、現在のやり方で歩み始めたのは1997年のことだっ
た。
2007年には地域の女性たちの力を借りて、 協和農
産のもち米と小豆を原料にした、もちの製造加工施設
「協和の里のもち工房

愛ふくふく」を立ち上げた。自

もち米や小豆などで作った『愛ふくふく』などの製品類

分たちの作ったもち米を形にして直接買ってもらいたい
という、 女性たちが思いを込めて手作りしている。 将
16
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９

したのだ（図２）。

おわりに

．

〜新たな「結」の形による活力ある農村

地域の農地の約８割を集積して設立された（株 ）五

2017年３月に農林水産省から「農村振興プロセス事

斗長営農では、 農業だけでなく、 弥生時代後期の遺

例集 」
（副題：土地改良事業を通じた個性と活力のあ

跡などの地域資源を活用して、 集落の住民が一丸と

る豊かな農村の実現に向けて）が発表された。地域の

なって地域づくりに携わることになった。

特性を活かした52カ所を紹介し、農村の振興に取り組
む手掛かりを提供している。

草取りや選果選別作業は、 老人会の中でローテー
ションを組んで担当してくれているという。
「結」の手間

私は視察や取材などで、事例に掲載されているいく

借りの精神が、活かされているのを感じた。高齢者の

つかの地域を訪れる機会があり、 現地の方の顔を直

方々は世間話をしながら作業して親睦を深めたり、 給

接見てお話を伺ってきた。訪れたところはどこも、
「結」

料日にはみんなで食事に出掛けたりして、新たなコミュ

の精神による共同活動で維持されてきた地域社会が、

ニティーが形成されるようになった。土日に営業する、

人口減少や高齢化により失われていくことへの強い危

地場産の農産物を使った手作り料理を提供するカフェ

機感を根底に持っていた。 新たな取り組みを始める切

「まるごキッチン」も作られた。運営する女性たちは、

実な動機が、ひしひしと伝わってきた。
兵庫県淡路市黒谷の五斗長地区の（株）五斗長営農

地域の雇用を創出し、若い女性の働く場を提供したい
と願っている。 高齢者の能力が活かされて地域を守り、

に行ったのは、2015年秋のことだった。淡路島の北部

若者が暮らしやすく、 女性が活躍できる環境づくりを

西側斜面で、標高150mから200mの丘陵地に位置して

目指す活動に、これからの農村の方向性を見た気がし

いる。農地のほとんどが、棚田などの不整形な田んぼ

た。

だったために生産効率が悪く、担い手の減少と高齢化

「まるごキッチン」を出ようとしたとき、おいしい料理

により、耕作放棄地が増加していた。追い打ちを掛け

を作ってくださった女性が私に声を掛けて、 五斗長の

たのは2004年の台風で、山林は崩れ、ため池が決壊

名入りのカードを麻ひもで結んでいる丸い包みを渡して

し、農地が耕作不能な状態になってしまった。

くれた。 ずっしり重い包みの中には、 特産品のタマネ

被災した数日後から、青壮年会のメンバーが中心と
なって、地域農業の再生に向けた話し合いが始まった。
ため池の復旧や区画整理などの農地整備を行い、 集

ギが入っていた。
「北海道にもタマネギがたくさんあるでしょうけど、
私たちを、淡路島の五斗長を忘れないでくださいね」

落営農に取り組むという提案を青壮年会メンバ ーがし

私たちを忘れないで。短い言葉に凝縮された農家の

たところ、高齢の世代も了承してくれた。美しいふるさ

思いが、これからも豊かな農村を支えていくのだと思っ

とを残したいという思いは、 世代を超えて地域を動か

た。

ひとつひとつ丁寧に包装された五斗
長地区特産のタマネギ
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増加する低所得層と日本農業
〜日本農業は誰に向かって生産をするのか〜③
日本大学 生物資源科学部 准教授

１

．食料の消費水準指数の低下

向が強まっているということである。
これを用途分類別に見ると、図２のように、 消費水

前号（VOL.41）では、家計支出の停滞の状況と、そ

準指数（総合）のピークである1992年ごろまでは指数

のような状況下で形成されている家計黒字は、 多くの

低下傾向を見せる用途分類はなく、 上昇または現状維

世帯にとっては将来に備えた資産形成につながるよう

持傾向を示していた。1992年ごろ以降については、指

なものでもなく、ただ明日の不安を少しでも軽くするた

数が低下する用途分類と上昇する用途分類に分かれる。

めの「宵越しの金 」としての黒字形成であり、 消費拡

1992年以降指数が低下する用途分類は「被服及び履

大に結び付くような余裕資金ではないことを指摘した。

物」と「食料」である。また「住居」も1996年以降は停

それでは、 消費の停滞は具体的にどのような品目で

滞過程に入る。 逆に1992年以降も消費水準指数が上

生じているのだろうか。 この点について、 総務省「家

昇傾向にある用途分類は「家具・家事用品 」
「保健医

計調査年報」を用いて検討してみよう。

療」
「交通・通信」
「教養娯楽」であり、特に「交通・

まず、1981年から2016年までの消費水準指数（総

通信」の伸びが大きい。

合）の推移を見たのが図１である。この消費水準指数

なお、このように消費水準指数の伸びが大きい用途

は２人以上の世帯の消費支出について、世帯人員およ

分類は、それが「ぜいたく」な支出であることを必ずし

び世帯主の年齢分布の影響を取り除き、 消費者物価

も意味しない。
「家具・家事用品 」の購入は、 家庭に

指数で除して実質化した指数である。 図１を見ると、

おける家事負担を軽減し、女性の社会進出と自己実現

消費水準指数（総合）は1992年ごろをピークとして低

を図るために必要なものであると同時に、 現実的には

下傾向にある。 つまり1992年ごろ以降、 消費抑制志
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賃金単価の低迷が続くなかで、家計所得を少しでも向

前号で述べたように、
「国民生活基礎調査 」の家計

上させるためには、生活時間に占める労働時間を増や

支出額階級別世帯割合は、 世帯主の年齢階級別で見

さざるを得ず、家事合理化を図るために家事用品の充

た場合と、各世帯主年齢階級で代表的と考えられる世

実を図らねばならないという側面もある。

帯人員の世帯について見た場合に大きな違いはなかっ

また、情報化の進展に伴い、各家庭でもネット環境

たので、ここでは単年次の検討については、世帯主の

を整備し、携帯やスマートフォンを使いこなすことがで

年齢階級別検討だけを行い、 年次推移の検討をする

きなければ、 いわゆる「デジタル・ デバイド（情報格

場合は世帯当たり支出額を平均世帯人員で除して世帯

差）
」という状況に陥り、生活、人間関係の維持、進

人員１人当たりに換算して行う。 なお、
「家計調査年

学、所得の確保といったあらゆる場面で不利益を被る

報 」における平均世帯人員の推移は図３のとおりであ

ことになる。これら費目は、社会学者・江口英一がか

る。平均世帯人員について2000 〜 2002年の３年間の

つて指摘した「
『社会的強制的』支出」
「社会的固定費

移動平均と、2013 〜 2015年の３年間の移動平均を比

目」といった性格を持つのであり、 個人の嗜好による

べると、世帯主年齢40 〜 49歳の世帯ではマイナス0.40

支出削減の幅は限られている注１）。

人と減少幅が最も大きい。 そして減少幅の最も小さい

他方、 用途分類による消費水準指数の低下が大き
い支出項目について、基準年である2015年における消
費支出に占める当該支出項目の割合を見ると、表１のよ

世帯主年齢70歳以上の世帯でも0.02人の減少を見せて
いる。
まず、2015年時点の用途分類における支出項目中分

うに、
「食料」が25.0 ％を占めるのに対し、
「被服及び
履物」は4.0 ％にすぎない。 従って、
「食料」の消費水
準指数の低下幅は「被服及び履物」よりも小さいもの
の、 実額においては大幅な食料消費額の減少があっ
たということを意味しており、 食料消費抑制志向が食
料市場に及ぼす影響は非常に大きかったといえる。最
近年の動向を見ても、2011 〜 2013年にかけて若干の
回復傾向にあった「食料」の消費水準指数はその後再
び低下しており、食料消費抑制志向を脱却できていな
い。

注１）江口英一は、
「われわれの生活は、
『税金』
『諸負担費』
『家賃・

このように、近年の消費抑制傾向のなかでも、特に

地代」
『公共料金費目』
『大企業性製品』
（家電製品等―引用者）など

食料についてそれが顕著に表れていることが分かる。

への支出にとりかこまれ」ており、
「公共料金費目」などの極度の切

２

われる一種の社会的強制力にささえられて普及」してきたことを指

りつめは「社会生活からの脱落を意味する」ものであること、家電
製品などが「消費におけるいわゆるデモンストレーション効果とい

．
「強制」される外食

摘し、これらの支出を「社会的強制的」支出と呼び、さらにこれら
の支出が最低限の食費と同様に硬直的性格を持つことから、
「社会

それでは、 食料のなかのどのような品目で特に消費
抑制が大きいのだろうか。食料の内訳について、支出
項目中分類で検討してみよう。

的強制的」支出が、
「いわば社会的に強制され固定的に消費される部
分を形成していく」として、これを「社会的固定費目」と呼んだ（江
口英一『現代の「低所得層」
』中巻、未来社、
1980年、374ページ、
392 〜 400ページ）
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類別の名目額を見ると、表２のとおりで、 世帯主年齢

文部科学省「学校給食実施状況等調査」で2015年

59歳以下の世帯では、 外食の支出額が多く、 特に世

における公立学校給食費の全国平均値を見ても、表３

帯主年齢29歳以下の世帯では外食費が2万3547円と、

のように「小売物価統計調査 」とほぼ同様の額となっ

食料支出のほぼ半分に達している。一般的に外食は自

ている。 中学校で両者の差がやや大きいのは、
「小売

宅調理よりもコストが掛かるから、家計に「外食をする

物価統計調査」ではミルク給食なども含んだ平均値で

余裕がある」ようにも見える。しかし、一般サラリーマ

あるのに対し、
「学校給食実施状況等調査」では完全

ン世帯で昼食を外食で済ませると想定すれば、ワンコ

給食実施校を調査対象にしているからであろう。 また、

インで済ませたとしても20日就業で１人当たり昼食費

表３において学校給食費保護者負担額が小学校低学

に１万円が必要となる。 夫婦共働きで２人とも昼食を

年、中学年、高学年、中学生、高校生共に、約10年

外食すればそれだけで２万円である。 家族そろっての

間で10％も上昇していることに留意すべきであろう。も

外食というような「ささやかなぜいたく」に使っている

ちろんこれは、 必ずしも給食の質が変わらないまま給

注２）

金額はごくわずかであると推測できる

。

食費が上昇したということではない。 むしろ、 給食の

また、 家計調査の支出項目における外食には幼稚

食育機能を重視する近年の流れにより、 米飯給食の

園児から高校生までの学校給食費が含まれている。

拡大、 地元産食材利用の拡大、 伝統食や行事食メ

世帯主年齢30 〜 49歳の世帯の多くは学校給食費を１

ニューの充実、メニュー選択制の導入など、給食内容

〜２人分負担していることが多いと考えられる。 総務

の充実を伴うものであろう。しかも、この給食費保護

省「小売物価統計調査」2015年報によって、県庁所在

者負担額を外食の消費者物価指数を用いて実質化して

市および人口15万人以上の市の都市別児童生徒１人１

みると、10年間の実質価格上昇率は、 夜間定時制高

月当たり学校給食費を調査対象都市数（学校給食を
実施していない都市を除く）で単純平均すると、小学校
低学年で4197円（公立小学校、完全給食、２年生）、
小学校高学年で4241円（公立小学校、完全給食、５年
生）
、中学校で4613円（公立中学校、２年生、デリバ
リーランチまたはミルク給食の都市を含む）となる注３）。

注２）
「会社の上司や同僚と飲みに行った」などの付き合い費は用途
分類における支出項目大分類の「食料」には含まれず、大分類の「そ
の他の消費支出」のうち中分類の「交際費」に区分される
注３）表３に示した「学校給食実施状況等調査 」との整合性を取る
ため、年間給食費を11で除したものを１月当たり給食費とした。
なお、 年間給食費を12ではなく11で除するのは、 学校の夏休み
を考慮しているためである
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校の場合を除いて１％未満となっている。 義務教育課
程における給食は給食内容を充実させながらも、質の
上昇に伴うコスト増を保護者に転嫁しないよう、 給食

３

．子育て世代における食の貧困化

では、食料に含まれる支出項目中分類別の支出額は

費に対する配慮がされてきたといえる。しかしながら、

この間どのように推移してきたであろうか。表４は、用

義務教育における学校給食費もまた「社会的固定費

途分類による支出項目別の支出額（名目額）について、

目」であることを忘れてはならない。 一般外食であれ

世帯人員１人当たりに換算した上で、2000 〜 2002年

ば物価上昇によって価格が上昇した分、外食の質を落

の３年間の移動平均値と、2013 〜 2015年の３年間の

とすことによって、名目支出額が増えないよう対処する
ということが可能だが、学校給食は自己の判断で質を

注４）外食費の物価上昇に合わせて値上がりする給食費に関して、

落として対処することが不可能なため、 物価上昇分を

内容が充実しているにもかかわらず物価上昇率の範囲内に保護者負

家計でそのまま受け入れる必要がある。 こうした性格

担が収まっており、しかも生活保護や就学援助制度があるから低所
得層の負担増を避ける仕組みは整っている、という考え方もあり得

を持つ給食費が10年で1割上昇すれば、家計に対する

る。しかし、生活保護を受けることが権利として確立されていない

注４）

日本において、生活保護受給を忌避する本人の意識（恥ずかしい、

圧力として働くことになる

。

世の中に迷惑を掛ける、といった意識＝スティグマ）
、できるだけ

ともあれ、2015年時点で、世帯主年齢30 〜 39歳の

生活保護を受けさせまいとする行政の意識（いわゆる「門前払い」

世帯内に小学校高学年の児童が１人いる場合、表２に

など）が相まって、貧困線以下の大量の未受給者が存在する。この

示した30 〜 39歳の外食費1万7592円から表３に示し

ことが本連載１回目（本誌2016年冬号）で触れたような餓死事件
につながっているのである。就学援助制度についても、制度の存在

た給食費4310円を差し引くと1万3282円となり、 ここ

程度は周知されていても、どのような所得水準であれば該当するの

からサラリーマンの昼食費として1日当たり500円を20日

かといった具体的なところまで十分に周知されているとは言い難
い。また就学援助制度についても生活保護制度同様、該当者本人に

分差し引くと、 残りはわずか3282円になってしまう。

受給を忌避するスティグマ傾向があるだろう。私の経験によると、

児童生徒が２人いる家庭では、給食費と世帯主の昼食

教師は就学援助制度対象児童生徒に対して、必要書類を他の児童生

費を差し引いた外食費は計算上マイナスになってしまう。
多いように見える外食費も、決して「ぜいたく」な外食
の結果ではないようである。

徒に分からないような形で渡すという気遣いをする。こうした気遣
いをしなければならないということこそ、スティグマの存在を表す
ものであろう。
文科省「学校給食費の徴収状況に関する調査」によると、2009
年以降給食費未納率が低下しているが、これは子ども手当（2012
年度から児童手当に名称変更）の影響が大きいだろう。
「貧乏な人」
が「申請して」受給できる就学援助は「恥ずかしくて」受けにくい
が、
「ほとんどの人に受給権がある」
児童手当なら、
「恥ずかしくない」
から積極的に申請する。そして児童手当が子どものための手当てで
あるという制度の趣旨を保護者が真面目に認識し、それを給食費に
充てているのである。
「学校給食費の徴収状況に関する調査」
の
「『子
ども手当』支給後の徴収状況への影響』という調査項目において「徴
収状況の改善が見られた」という回答は、2010年調査（子ども手
当は導入されていたが、 保護者などの同意を得て、 子ども手当か
ら学校給食費などについて納付することができる仕組みが導入さ
れる前）でも25.0 ％に及び（改善が見られなかったは75.0 ％）、
2012年調査では30.9 ％の学校が（保護者の同意を得て）児童手
当から給食費を直接徴収している。
なお、本稿においては学校給食自体を否定しているのではない。
各家庭から学校に持参する弁当のコストは、各家庭によってさまざ
まで、給食費よりもコストの安い弁当を作ることも可能だろう。極
端な場合は弁当を持参せず欠食、ということさえ考えられる。従っ
て、家計負担の面だけを見れば、給食制よりも弁当制の方が負担が
小さい、ということもあり得ないわけではない。しかしそうした弁
当（あるいは欠食）が成長期の子どもにとって栄養面で大きな負担
を与えるものであることは言うまでもない。問題は給食の存在その
ものではなく、給食費負担の在り方である
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移動平均値を比べたものである。まず食料支出合計額

介類 」
「野菜・海藻 」
「果物」であるが、 世帯主年齢

を見ると、 世帯主年齢30 〜 49歳といった子育て世代

30 〜 59歳の世帯では「肉類」
「乳卵類」
「調理食品」

で減少している。これらの世代の食料支出を支出項目

「酒類 」
「外食 」
「賄い費」と、 多くの支出項目でおお

別に見ると「魚介類」の減少が大きく、その他の多くの

むね減少しており、食育に関心が高いはずの子育て世

支出項目でも減少している。 世帯主年齢30 〜 39歳の

代において、中食・外食も含む食費を総抑制している

世帯においては外食も減少している点にも注目すべき

姿が浮かび上がる。

注５）

である

。

これに対して、 世帯主年齢29歳以下と60歳以上の
世帯では食料支出合計額が大きく伸びている。支出項

４

「非子育て世代」の食生活は豊かになってい
．
るのか？

目別に見ると29歳以下では「外食 」の増加が大きく、

では、
「非子育て世代 」ともいえる世帯主年齢29歳

60歳以上では「肉類」と「調理食品」の増加が大きい

以下および60歳以上に見られる食料支出の増加は、高

他、
「外食」も増加している。

付加価値品目へのシフトなり、
「ぜいたく」な食料消費

以上のように、食料支出の名目額において、子育て
世代とそれ以外の世代は対照的な動きを見せ、子育て
世代の食が貧困化しているように見える。 この点を実
質額においても確認しておこう。

の増加といえるのだろうか。 この点について、 支出項
目別の実質額を検討してみよう。
食料支出実質額が増加している世帯主年齢29歳以
下と60歳以上の世帯について、子育て世帯とは対照的

表５は、 食料の支出項目中分類別支出額について

に増加している支出項目中分類を見ると、
「肉類 」
「調

世帯人員１人当たりに換算した上で、 支出項目中分類

理食品」
「外食 」を挙げることができる。 第１に、
「肉

に相当する品目別消費者物価指数（2015年基準）で実

類 」は世帯主年齢60歳以上の世帯でのみ実質額が増

質化し、表４と同様、2000 〜 2002年の３年間の移動

加している。第２に、世帯主年齢29歳以下の世帯では

平均値と、2013 〜 2015年の３年間の移動平均値を比

「調理食品」と「外食」の実質額が増加している。第３
に、世帯主年齢60歳以上の世帯でも、
「調理食品」と

べたものである。
まず、食料支出総額を見ると、世帯主年齢30 〜 59

「外食 」の実質額が増加している。
「外食 」と「調理食

歳の世帯で実質額が減少している。 各世帯主年齢階

品」を比べると、
「外食」は世帯主年齢29歳以下の世帯

級共通して支出額が減少している項目は、
「穀類」
「魚

で、
「調理食品」は世帯主年齢60歳以上の世帯で実質
額の伸びが目立つ。 この第１から第３の点についてそ
れぞれ検討してみよう。
第１の点について、この間の「肉類」実質消費支出の
増加を率に直せば、世帯主年齢60 〜 69歳世帯で9.4％、
70歳以上世帯で14.5 ％である。 他方、同期間の「肉
類」の購入量増加率は表６のように、世帯主年齢60 〜
69歳の世帯において最も増加率の低いハムの場合でも
15.3％などとなっており、
「肉類」の実質消費支出増加
率を大きく上回る。ほぼ同期間について、厚生労働省の
「国民健康・栄養調査」による年齢階級別食物摂取量
注５）世帯主年齢30 〜 39歳の世帯において外食支出名目額が減
少しているにもかかわらず、前述のように学校給食支出名目額が増
加しているということは、この世帯における外食支出のうち社会的
固定費目部分の占める割合が急上昇しているということである
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30 〜 39歳の世帯で大きく減少しており、40 〜 49歳の
世帯では若干の増加、29歳以下と50歳以上で大きな
増加となっている。単身若年世帯を別とすれば、子育
て世代で「食の内部化」、定年前ごろからリタイア後に
かけての世代で「食の外部化 」が進んでいるというこ
とになる。 リタイア世代というのはそんなに「余裕」が
あるのだろうか。
もちろん、 リタイア世代の一部には退職金と年金に
を見ても、
「肉類」の摂取量は60 〜 69歳の人で3 6.6％、
注６）

70歳以上の人で39.0％の伸びを示している

。

表６は２人以上世帯についてのデータであるし、
「国
民健康・栄養調査」は世帯別ではなく個人別データな

恵まれた「余裕のある」世帯がいることは確かだろう。
しかし、家計調査に表れているこの世代の「食の外部
化」は、高齢者世帯におけるやむにやまれぬ「食の外
部化」を示すものであろう。

ので、いずれも表５との間で厳密な比較はできないが、

その１つの要因は高齢者のみの世帯の増加である。

高齢層において肉類消費量がその消費額を上回って増

高齢者のみの世帯では以下のようなことが想定し得る。

加していることは確実なようである。すなわち、高齢層

まず、世帯規模の小規模化により若年単身世帯同様、

における「肉類」消費の増加は、より低価格な「肉類」

家庭調理の効率が悪化することである。必要カロリー

にシフトしながらの消費増であるといえる。表５で「魚

自体も若年者より高齢者の方が少ないから、少量パック

介類」の消費額が大きく減少していることを考えると、

の材料を購入せざるを得ず、単価はおのずと高まる上、

「肉類」の消費増は、動物性蛋白質摂取源の「魚介類」

食べきれずに廃棄する割合も増えていく。第２に、調理

から「肉類」へのシフトを表しているにすぎない。

能力の低下である。２世代・３世代同居であれば、調

第２の点については、世帯主年齢29歳以下の世帯に

理を後継ぎ世代に任せることもできるが、 高齢者のみ

単身世帯が多く、 単身世帯では外食が多くなることに

の世帯がより高齢化していくと、調理は煩わしいものに

よるものであると考えられる。前掲図３に示したような

なる上、火災や事故の危険も高まる。さらに、現在の男

この間の世帯人員の減少により、 もともと世帯人員が

性の調理能力の実態から見れば、男性高齢者のみの世

少なかった世帯主年齢29歳以下の世帯の平均世帯人

帯の場合は、 調理能力は非常に低い。 こうしたことか

員も減少傾向を続け、1.5人に近付いている。 世帯主

ら、高齢者に対する配食サービスが展開してきたが、

年齢29歳以下の世帯のうち単身世帯がより多くを占め

配食サ ービスの政策的位置付けと負担額によって、高

るようになっているということであり、 このことが長時

齢者世帯の外食支出は大きく左右されるだろう注７）。

間労働とも相まって外食依存度の高まりに結び付いて
いると考えられる。 男性単身世帯では昼夜２食とも外
食ということも珍しくなく、
「ぜいたく」な外食というよ
りも、生活必需性の高い外食ということになる。

注６） 厚労省「国民健康・ 栄養調査 」 各年版を用い、2001 〜
2003年の３年間の移動平均値と2013 〜 2015年の３年間の
移動平均値を比較した。 なお2000年の値を用いなかったのは、
同調査の品目分類が2001年に大きく変更され、2000年との接
続に問題があるからである
注７）家計調査の支出項目上は、介護保険の要介護認定を受けた者

福祉に翻弄されて外部化を強制される高齢
．
者の食

５

第３の点、すなわち世帯主年齢60歳以上の世帯にお
ける「調理食品」や「外食」の増加は何を意味するので
あろうか。世帯主年齢階級別の動向を表５で再度確認
しておくと、調理食品と外食の合計額は、世帯主年齢

が公的介護保険サ ー ビ スとして配食を受けた場合に支払う利用料
（配食の配送にかかる配送料の自己負担分）は支出項目大分類の「そ
の他の消費支出」に含まれ、配食弁当そのものにかかる弁当代は宅
配ピザなどと同じ扱いで外食に区分される。介護保険が適用されな
い配食サービスに対する支出は配送料も含めて宅配ピザなどと同じ
扱いで外食に区分されることになる。配食を受けず、弁当屋などに
出向いて弁当を自分で買ってきた場合の弁当代は調理食品に区分さ
れる
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配食サービスは、1972年に「東京老人ホーム」が厚

は「事業の中の一事業 」であったが、
「在宅高齢者保

生省の委託研究費を用い、東京・武蔵野市および保谷

健福祉推進支援事業 」の場合は配食サ ービスが「事

市と連携して週３日の配食を始めたのが嚆矢 とされて

業の中の一事業の中のさらにまた一事業 」という三段

いる注８）。

構成になったという意味で、配食サービスの位置付け

その後1992年には、 厚生省事業である「在宅老人

はさらに小さくなったといえる。 しかしここでも「在宅

福祉対策事業 」の一環として、
「在宅高齢者等日常生

高齢者保健福祉推進支援事業実施要綱」上に掲げら

活支援事業 」が創設され、 配食に対する本格的な国

れた目的は、
「生活支援サービスを提供」して「総合的

庫補助が実現した。 この事業では食事サ ービスの単

な保健福祉の向上」を図ることであった。

独実施が可能になった他、食事サービスは週５回以上

2000年には介護保険法が施行されたが、介護保険

という条件が付けられ、人件費と設備費に対する補助

制度の在宅サービスに食事サービスは組み入れられず、

も実現し、
「本格的積極的に（公的な）福祉サービスと

配食弁当代については別途国庫補助事業による補助

して食事サービスの推進を政策誘導した」ものとされて

がされ、配食弁当の宅配費用（配送料）のみが介護保

注９）

いる

。

険給付の対象とされた。 具体的には、1999年に導入

1998年には「在宅高齢者等日常生活支援事業 」が

された「在宅高齢者保健福祉推進支援事業」を引き継

廃止され、代わりに国庫補助事業である「高齢者在宅

ぐ形で、 介護保険外の事業として、 国庫補助事業で

生活支援事業」が創設され、そのなかの６つの事業の

ある「介護予防・生活支援事業」が創設され、同事業

うちの１つとして「配食サービス事業」を選択できるも

のなかの６つの事業のうちの１つとして「高齢者等の生

注10）

。

のとされた

活支援事業」が位置付けられ、さらにそのなかに含ま

本事業について栗木黛子は、
「市町村の在住高齢者
数で予算配分額の上限が決められること、また同事業

れている８つの事業のうちの１つとして「配食サービス」
を選択できるものとされた注13）。

に挙げられている事業やサービスは数十種類にも及ぶ

実施要綱によるとその目的は、
「要援護高齢者及び

ため、 食事サービスに当てられる予算もおのずと限ら

ひとり暮らし高齢者等に対し、要介護状態に陥らない

れる」ことになり、
「この時点で食事サ ー ビスは行政

ための介護予防施策や生活支援サービスを提供するこ

サービスとしての重点の度合いが大幅に低下した」と評

とにより、 これらの者の自立と生活の質の確保を図る

注11）

価している

。

とともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づく

しかし、 重点の度合いが低下したとはいえ、
「在宅

り活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発等に

老人福祉対策事業の実施及び推進について」に添付さ

より、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、

れている「高齢者在宅生活支援事業実施要綱」を見る

要援護高齢者、 ひとり暮らし高齢者等の総合的な保

限り、この時点ではまだ「各種保健福祉サービスを提
供 」して「総合的な保健福祉の向上」を図ることが事

15 〜 17ページ

業の目的とされていた。

注９）栗木黛子「一つの福祉サービスの終焉と再生への模索―食事

1999年には「高齢者在宅生活支援事業 」が再編さ
れて国庫補助事業である「在宅高齢者保健福祉推進

サービスのこれまでとこれから―」
『田園調布学園大学紀要』第１号、
2007年３月、21ページ
注10）1998年８月28日付厚生省老人保健福祉局長、 老発第

支援事業」となり、
「在宅高齢者保健福祉推進支援事

550号「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」による

業」の４つの事業のなかの１つとして「高齢者在宅生活

注11）注９、22ページ

支援事業」が位置付けられ、さらにそのなかの８つの

470号「在宅高齢者保健福祉推進支援事業の実施について」および

注12）1999年6月30日付厚生省老人保健福祉局長、 老発第

事業のうちの１つとして「配食サービス事業」を選択で

同日付厚生省老人保健福祉局長、老発第471号「『在宅老人福祉対

きるものとされた注12）。

策事業の実施及び推進について』の一部改正について」による
注13）2000年５月１日付厚生省老人保健福祉局長、老発第475

「高齢者在宅生活支援事業」の場合、配食サービス
24
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健福祉の向上に資する」こととされており、
「要介護状

み介護保険適用で一部負担」について検討したのち、

態に陥らないための」というように目的が限定されてい

再度家計調査に立ち戻り、世帯主年齢29歳以下および

る点において、従前の国庫補助事業と異質である。

60歳以上の世帯で実質支出額が増えていた「調理食

2001年には「介護予防・生活支援事業」が改正され、

品」
「外食」および、60歳以上の世帯で実質支出額が

同事業のなかの９つの事業のうちの１つである「高齢

増えていた「肉類」についてさらに支出項目細分類（品

者等の生活支援」を、さらに９つに分類した事業のう

目）別の値を用いて、その「ぜいたく」度合いを検討し

ちの１つが「配食サービス」となった。

てみることとする。

また、2002年には「介護予防・生活支援事業」のな
かに栄養教室開催や栄養士による栄養指導などを内
容とする「
『食』の自立支援事業」が加えられた。その
趣旨は「配食利用者の実態をみると、 コンビニ弁当よ
り安上がり、介護保険料の見返り（介護サービス未利
用者）など、安易な動機で配食を利用し、調理・買い
物等の機会が必然的に減ることから、 心身機能の低
下を招く例もみられる。 あるいは、
『食の自立支援事
業 』が実施されているにもかかわらず、意欲後退、食
生活について無関心等によりそれらを利用せず、 加齢
にともなう身体的脆弱化を招き、要介護状態を促進さ
せるおそれのある例もみられる。このようなことから、
配食サービスについては平成14年度より『食の自立』の
観点から十分なアセスメントを行った上で、 食関連
サービスを計画的・有機的につなげて提供する『食の
自立支援事業』に変更」することにあった注14）。
このように、 介護保険法施行以降、 配食自体が介
護保険給付の対象とならなかっただけでなく、補助事
業による配食の単独実施は認められず、予防介護の一
環としてのみ補助事業による配食実施が認められると
いう流れが強まっていく。 さらに、 配食サービスに対
する国庫補助が削減されていくなかで、配食弁当利用
に当たっての利用者自己負担が増えていくことになる。
補助事業により少額の自己負担でいったん外部化され
た高齢者の食を、補助事業の縮小によって自己負担が
増えたからといって再度内部化することは難しい。 し
かもそれが介護保険の枠外での配食ともなれば、家計
調査の支出項目上は「外食」として区分されることにな
り、 高齢者の外食支出が増加していく一因となるので

注14）地域保健研究会・ 食の自立支援のあり方に関する調査研究
委員会「
『食』の自立支援に関する調査研究（中間報告）
『食』関連サー
ビス利用調整の実務マニュアル」厚労省、2003年3月による。た
だし、「その体制整備に一定の期間を要することに鑑み、 当分の間

ある。
次号では、高齢者の配食サービスのその後の展開と
行き着いた先＝「弁当代は全額自己負担で配食費用の

は、改正前の通知に基づく「配食サービス事業」として実施するこ
とができるものとする」
（介護予防・ 生活支援事業実施要綱 ）とさ
れ、
「配食サービス」の単独実施も可能であった
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米韓ＦＴＡから見える
「日米二国間交渉」への示唆
てつ

〜同じ轍を踏まないために〜
酪農学園大学 食と健康学類 教授

柳 京熙

表 1 はＴＰＰ交渉と米韓ＦＴＡの結果をまとめたも

１

．ＴＰＰとは何か

のであるが、日本は韓国に比べてほぼ同水準か若干

筆者はＴＰＰ（ 環太平洋パートナーシップ協定）に関

不利な交渉結果となっている。ＴＰＰやＦＴＡは国際

する講演会や執筆を数多く行っているが、いまだに多

条約のため、大概同じ水準での条約締結が求められて

くの人はＴＰＰとは何かについて正確に捉えていない気

おり、このような結果となったが、今後、米韓ＦＴＡ

がする。その理由の１つは、マスコミが農産物関税の

が見直されればＴＰＰ（あるいは日米ＦＴＡ）は今より

引き下げをめぐる貿易問題に大きく焦点を合わせてい

厳しい交渉になると考えられる。

るからである。従ってＴＰＰがわれわれの生活全般に

本稿はＴＰＰより先に締結された米韓ＦＴＡが韓国

関わる諸問題を多く扱っているにもかかわらず、一般

社会（農業）に与えた影響を概観することで、ＴＰＰが

の国民にその実情が伝わっていない。その結果、アメ

含む問題の本質について、いま一度考えるきっかけに

リカと激しい攻防を行っている農業問題こそがＴＰＰの

したい。

本質であるかのように誤解され、ＴＰＰの交渉結果い
かんによって生活全般に大きな影響を与えかねないに
もかかわらず、自分とは関係ないと考えてしまう。さら

２

．米韓ＦＴＡは韓国農業に何をもたらしたのか

に、ＴＰＰ合意によって国際情勢の動きが加速化して

韓国のＦＴＡ戦略とは、関税撤廃移行期間を最大限

いることも国内にあまり紹介されていない。例えばＴＰ

延長する、というものであり、これは日本のＴＰＰ戦略

Ｐ合意によって、隣国である中国と韓国は、2015 年、

と何ら変わらない。日本の場合、ＴＰＰの交渉結果を

中韓ＦＴＡ（自由貿易協定）の発効を予定より急いで批

見ると、関税撤廃期間を 10 年かそれ以上に設定した

准したのである。韓国は日本より中国市場において優

ことから 10 年くらいの猶予期間を設けたと考える人が

位に立ち、一方日本には、ＴＰＰによってむしろ経済

多いが、実質的には７年後に見直しとなっていること

的損失が発生する可能性がある。

から残された時間は思っているより短い注１）。

トランプ米大統領はＴＰＰからの離脱はもちろんの

次に、米韓ＦＴＡの農業部門への影響はどのくらい

こと、米韓ＦＴＡの見直しを公言していることから、韓

大きいのかについて見ることにしたい。韓国政府の公

国政府はその対応に追われている。米韓ＦＴＡの見直

式的な見解によれば、農業と水産業合わせて毎年平

しは何を意味しているのだろうか。ＴＰＰにおける市場

均 3300 万ドル（約 37.3 億円 =2017 年５月 15 日為替レ

開放の水準は、米韓ＦＴＡに強く関連している（拘束さ

ートの１米ドル／ 113 円で換算、以下同じ）の赤字が予

れている）ことから、今後、もし新たにＴＰＰ交渉（あ

測されているが、それは 2010 年時点での韓国の農業

るいは日米ＦＴＡ）が始まれば、アメリカは当然以前よ
り厳しい市場開放（特に農業部門）を要求すると予想
されている。
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注１）日本政府が協定発効の原則７年後から、農産物や工業製品の
関税撤廃・削減の前倒しを含めた再協議に応じる方針であることが
明らかになっている（
『時事通信』2015年12月５日）
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総生産額の 15％に当たる。これからアメリカの農産物

とができないため、アメリカとのＦＴＡで一番被害を受

輸入が増加する上、それが特定の分野に集中すること

けると予想されている果樹と畜産部門について見ること

注２）

を考えればその被害額はさらに増える

。

紙幅の関係ですべての農業分野について言及するこ

にしたい。
まず米韓ＦＴＡ発効後、直接、輸入量の増加によっ
て被害が大きくなっているのは果樹部門である。韓国
農林水産食品部のＦＴＡに関する資料（2013 年度）
によれば、米韓ＦＴＡが発効した 2012 年３月から同
年 12 月末までのアメリカ産オレンジの輸入量は 11 万
5500t、輸入額に換算すると１億 4800 万ドル（約 167.2
億円）となっており、前年同期比 33.4％の増加となった
ことが明らかになった。オレンジは３月から８月まで季
節関税が適用され、税率は 50％から 30％に引き下げ
られる一方、毎年さらに５％引き下げられることになっ
ている。
オレンジに次いで輸入が急増したのはサクランボで
ある。サクランボは 24％の関税が完全撤廃されたこと
もあって、同じ時期の３月から 12 月までの輸入額は前
年同期比 78％（8000 万ドル）増加した。
ブドウも金額で同時期前年対比 21.6％の増加となっ
た。ブドウは 10 月から４月まで季節関税が適用され、
45％から 24％に引き下げられている。しかし季節関税
の適用期間外では実質的に関税がなくなる。図１はブ
ドウの栽培面積および価格（卸売市場価格）の推移で
あるが、米韓ＦＴＡを境に、共に大幅な下落を見せて

注２）米韓ＦＴＡによる農業生産者（牛肉部門 ）の収入減少率は、
およそ３割になると予想されている（柳 京熙・吉田成雄編著『韓国
のＦＴＡ戦略と日本農業への示唆』筑波書房、
2011年、41ページ）
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おり、関税の削減による被害が予想以上に大きいこと

９月時点で 5358 戸まで減少しており、飼養頭数も口

が分かる。

蹄疫から立ち直って頭数を増やしてきたものの、ここ 1、

次に、畜産部門について見てみる。まず酪農に関し
ては図２を参照されたい。図２は主要乳製品

2 年で大幅に減少している（図３）。

注３）

の輸

入量と金額の推移を示しているが、米韓ＦＴＡ発効を
境に、大幅な増加が見られる。もちろん 2010 年に韓
国内で発生した口蹄疫によって国内生産が打撃を受け
たことによる影響もあるとはいえ、輸入金額は 2012 年
のおよそ５億ドル（約 565 億円）から 2014 年には７億
ドル（791 億円）にまで膨らんでいる。輸入量を国内
原乳生産に換算してみると、実に 10 倍に当たる量であ
る注４）。

また韓牛（日本における「和牛」に該当）は、米韓Ｆ
ＴＡにおいて最も大きな被害が予測されており、すでに
農家戸数は 2012 年にはおよそ 15 万戸だったが、2014
年 12 月時点でおよそ 10 万戸まで減少しており、飼養
頭数もおよそ 300 万頭から 270 万台頭まで減少してい
る（図４）。このような状況に対し、政府の対策とし
ては、10 年間（2008 〜 2017 年）で 21.1 兆ウォン（約
２.11 兆円 =2017 年５月15日為替レートの１ウォン／0.10
さらに表２のとおり、主要乳製品の輸入元上位５カ

円で換算）の規模の予算を用意したものの、現状維持

国の推移を見ると、アメリカからの輸入増加が顕著に
なっている。米韓ＦＴＡが発効した 2012 年にはおよそ
３割だったが、2014 年にはおよそ半分にまで増加して
いる。米韓ＦＴＡの影響がいかに大きいかは誰が見て
も明らかである。

輸入増加に相まって、国内の酪農農家戸数は、米韓
ＦＴＡ発効前の 2011 年には 6141 戸だったが、2016 年
28
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すらできていない。

４

.ＴＰＰをどう見るべきか

３

. 農業以外の生活は大丈夫なのか

ＴＰＰによって描かれる 素晴らしい 将来、── つ
まり農業を犠牲に貿易を増やし、それによって国民の

農業分野は関税率をめぐっての激しい攻防を行うた

生活が豊かになるという政府の主張は果たして正しい

めに、案外分かりやすい図式となっているが、一番厄

のだろうか。韓国国民はかつて日本と同じく政府の主

介なことは目に見えない自由化（民営化などの生活へ

張を信じ、米韓ＦＴＡを結んだ。しかしその結果、農

の影響）の問題である。筆者は以前から米韓ＦＴＡの

業部門への被害はもちろんのこと、国民の暮らしまで

交渉のなかで、目に見えない自由化への警戒を訴え続

巻き込んだ想像し難い問題が引き起こされるという末

けてきたが、一番の問題は営利病院の認可と公共事

路をたどった。米韓ＦＴＡによる貿易拡大がもたらす

業の民営化であった。今年（2017 年）で米韓ＦＴＡは

国益の増大という甘い夢は一瞬にして悪夢に代わった

発効から丸５年を迎えるが、自由化の度合いは年々激

のである。ＴＰＰあるいは日米ＦＴＡはどうなるだろう

しさを増している。2014 年から 2015 年上半期のわず

か。新たな交渉が始まると、前回の交渉内容より自由

か１年の間に、病院の営利子会社許可、経済自由区

化の度合いは増すだろう。一方、国内政策の自由度は

域営利病院の規制緩和、遠隔医療などの新医療技術、

奪われることになるだろう。

医薬品規制緩和、臨床試験の規制緩和、医療部分の
民営化など、ほぼ営利病院を認める方向での法改正が

今こそ農業者のみならず、国民一人ひとりがＴＰＰの
本質について真剣に考えるべきである。

行われている。日本とほぼ同じ国民健康保険制度を運
用している韓国の現実が、日本の将来の姿と重なって
見えるのは筆者だけだろうか。
しかし問題は、それらが米韓ＦＴＡの直接的な影響
によるものだと断言できないことであり、そこに大きな
戸惑いが生じている。従って今後ＴＰＰ（日米ＦＴＡ）
の１つの見方として、このような自由化の度合いが、以
前に比べてどのような程度で、さらにどのようなスピー
ドで進められているかについて注意深く見ていく必要
がある。米韓ＦＴＡにおいては、まさに締結を境に予
想をはるかに超えるスピードで自由化という規制緩和
が進んでいる。2013 年には与党から水道の民営化を
認める法案提出の動きがあった。世論の反対でいった
んは止まったかのように見えるが、水道支援法という
法案を作り、その後、水道供給会社の持ち株の 99％
まで民間の所有を認める方向で、引き続き調整が進め
られている。原則的に水道の民営化は困難ではない状
況まで追い込まれている。さらに環境政策や中小企業
への支援策など国内政策でさえ米韓ＦＴＡへの影響を
考慮し、遅延または廃棄を余儀なくされている。
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働き方改革と“しあわせ”の関係
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

黒木 秀人

10 0日間連続で午後7時に家族全員そろっ
．
て、自宅で夕食を取れるか

道府県は青森県で、 平均で18時39分に夕食を開始し

1990年代後半のテレビ朝日の番組で、 家族全員で

（夕食開始が早い５県に、青森県、北海道、秋田県と

午後７時に夕食の食卓を囲む（全員食卓の前に座り、

いう、北海道・東北の３道県が入っている。反対に夕

そろっていただきますが言える）状態を100日間連続で

食開始が遅い５県のうち、 埼玉県、 千葉県、 神奈川

達成できれば賞金100万円を受け取れるという企画が

県、東京都の４都県が入っているのが特徴的である）。

あった。家族の１人でも、１日でも午後７時に全員そろ

この夕食開始の平均時刻は、 帰宅時刻の平均から考

わなかったら、 あるいは夕食が食卓に用意されていな

えると「家族全員そろっての夕食開始時刻」ではないだ

かったら「失敗」という企画である。果たしてどうなる

ろう（表１）
。

１

ている。 逆に最も遅いのが沖縄県の19時21分である

か期待しながらも、番組の家族を自分の身に置き換え
て複雑な気持ちになったことを覚えている。 自分の生
活では100日間連続で午後７時に夕食を取ることなど
到底無理だと思ったからだ。 筆者の場合、 職場を退
勤するのが深夜になることもあった。 職場を見回して
も、 多くの職員が当たり前のように残業していた。
「午
後７時」に家族と夕食できる日はそうそうなかった。そ
のような環境の身からすると、
「なぜこの家族は毎日毎
日、 全員７時にそろって夕食を取れるのだろう。 個人
的な予定もずっと入れないでいけるのだろうか。子ども
たちはクラブ活動や塾はないのだろうか。 そもそも家
から学校や職場は近いのか」などの疑問が次から次に
湧いて出た。 結果的にその家族はピンチ（子どもたち
や父親の帰宅がいつもより遅くなる、 母親の夕食の準
備がぎりぎりになるなど）もあったが、
100日間連続チャ
レンジを成功させたと記憶している。
現在の日本人の「帰宅時刻 」は、
「平成23年社会生
活基本調査

生活時間に関する結果」
（総務省）では、

また、同調査で「平日における雇用されている人」に
ついて、 平均の通勤・ 通学時間を（男女、10大都市
圏・10大都市圏以外別）に見てみると、男女共に関東
大都市圏（男性１時間32分、 女性１時間４分）が最も

注）

（平日・有業者）が「正
「仕事からの平均帰宅時刻 」
規の職員・従業員」の男性は20時05分、 女性が19時
01分だった。また、夕食開始の平均時刻が最も早い都
30
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注）帰宅時刻の定義：０時15分以降、24時（翌日０時）前に始ま
る最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻のこと
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長く、次いで近畿大都市圏（男性１時間18分、女性54

実は東京では大人もよく走る。 乗り換え客が多い駅で、

分）などとなっている。 つまり、 関東大都市圏や近畿

走っている女性が転んでかばんの中身を辺りにぶちま

大都市圏の男性は、19時00分に夕食の食卓に着くに

けているシーンに出くわしたことが１度ならずある。テ

は17時30分くらいには職場を離れなければ間に合わな

レビのＣＭなどでも「走る大人」の姿をよく見掛ける。

い。 また、 女性でも18時00分前には職場を離れなけ

頑張る人間の象徴＝走る人で、
「急ぐのが正義」と刷り

れば19時00分の夕食の食卓には着けないことになる。

込んでいるかのようだ。 高校卒業とともに九州の田舎

また、共働きの夫婦の場合では、どちらかが夕食の準

町から東京に出てきた筆者は「東京は人が多いし、歩

備をしなければならないので、19時00分に夕食を始め

くのがすごく速い」と驚かされた。 都会の大人は急い

るハードルはさらに上がる（表２）。

でいる、 人生すら生き急いでいるかのようでもある。
皆さんの周りではいかがだろうか。筆者の経験では、
出張や旅行でいろいろな地方を訪れたときに、
「走る
大人 」をほとんど見たことがない。 穏やかで、 ばたば
たしている人は少なく、 時がゆっくり流れているように
も感じられる。急いでいる人たちと何が違うのだろう。
都会は「生き馬の目を抜く」状態であり、人よりもよ

早く帰宅するということは、 早く職場や学校を後に

り早く情報を得て、結果を出し、競争には勝たねばな

するということの他に、 寄り道をせず帰ってくるという

らない、と動機付けられているのだろう。しかし、相

ことも要求している。いわば「自由」の制限、剥奪でも

手が自分でコントロールできない「自然」に関わる仕事

ある。その行為を100日間続ける報酬として100万円が

に就いている方々は、自分だけ急いでもしようがないこ

高いのか安いのかは別として、視聴者に自分の生活や

とを知っている。換言すれば、何かに合わせて「時間

家族との時間について、 何か考えさせたことは間違い

をゆっくり使う」環境にあるともいえる。このような彼ら

ないだろう。 朝日とともに働き出し、 夕日とともに仕事

の暮らしぶりに憧れたり、 興味関心を持ち地方を目指

を終え、夕餉は家族とともに、が自然な姿かもしれな

したいと考える人たちが確実に増えている。

いと思ったものである。

東京・有楽町にあるＮＰＯ法人ふるさと回帰支援セ

2017年の今、政府が唱える働き方改革のなかの「長

ンターによると、 同センターへの移住相談などの問い

時間労働の是正」という文言を見るたび、この番組の

合わせ件数が2008年度は2901件だったのが、2015年

この家族のことを思い出す。 もし、 皆さんの職場で、

度は2万3928件まで増加している（ 同センタ ー「2015

部下が「午後７時から家族と夕食を食べることにして

年度年次報告書」より）。 しかし、 実際に地方へ移住

いるので、残業はしないで早く帰ります」と言ったら、

してうまくいくためには、周りの住民と上手にコミュニ

上司は「いいよ、どうぞどうぞ」となるだろうか。しか

ケーションが取れることも重要といわれている。 自分

も「一切の差別なく」である。働き方改革のなかでは、

の殻にこもったり、自己中心的な行動を取りがちな人で

このような働き方をする社員を是認する制度や環境を

は定住は困難ということであり、 地方出身者の筆者か

整備するということでもあると考えるのは言い過ぎだろ

らしてもそのとおりだろうと思う。

うか。

３

．ある子どもたちの行動から

２

．走る大人

数年前、 長野県への出張の帰り、 疲れた体で長野

子どものころ「大人は走らないものだ」と教わり、そ

新幹線に乗ったところ、途中の駅で多くの小学生の集

のときは、なるほどそういうものかと思った。しかし、

団が同じ車両に乗り込んできた。 とっさに、 別な車両
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に席を移動しようかと思った。 しかし、 彼ら小学生は
非常に静かだった。 各々、 本を読んだり、 おとなしく

４

． しあわせ のために

過ごしていた。自分の隣の席に引率の先生が座ったの

今の日本では、低学歴だったり、就業のトレーニン

で、 聞いてみた。
「修学旅行ですか」
「いえ、 林間学

グを受けていない人たちの正社員就業は容易ではない。

校の帰りです」
「小学生なのに、ちゃんとされています

また、 日本の「新卒一括採用」の制度のもとで、 いわ

ね」
「ありがとうございます。乗客の皆さんのご迷惑に

ゆる新卒切符を活用できず、新卒時に正社員の席を確

ならないようにと話してきたんですが」
「まだ小学生な

保できなかった人も同じ運命の渦に巻きこまれることと

のにそれがしっかりできるのがすごいと思います」
。彼

なる。 新卒一括採用制度で漏れた人や中途退職後の

らは他の多くの、 よく見掛ける自由な行動、 一見子ど

再就職の場面では、多くの人たちが結果的に非正規労

もらしい行動を取りがちな子どもたちと何が違うのだろ

働の仕事を選ばざるを得ない状態に陥る。当然ながら、

う。

正規と非正規には賃金の格差もあるし、退職金制度を

おそらく、親や教師だけでなく彼らを取り巻く多くの

含めた福利厚生制度にも差が出るだろう。 だから し

大人たちからの影響が大きいのではないかと思えた。

あわせ の第一歩に「正規従業員」という「席」がある

単に学校の先生からだけの指導では、新幹線という非

とも考えられる。 しかし、 正規従業員であっても、 現

日常的な異質な空間の中でずっと静かにしているとい

実はさらに非情になってきている。

う状態は破綻したと思う。そのときの彼らには、
「先生
に言われたからできている」以上の安定感すらあり、

以下『朝日新聞デジタル』2017年４月17日付より。

たぶん日常的にいつもそういうことができているのだろ

「埼玉県内で人並みに暮らすには月約50万円の

うと感じたのである。 体は子どもであるが、 初等教育

収入が必要で、子供が大学に入ると支出が急に増

で身に付けるべき教科以外の大事なことも理解してい

え、 奨学金がないと成り立たないとする調査結果

て、 かつ、 行動もできることの意義にも気付いている

を、 県労働組合連合会（埼労連）と有識者がまと

かのようであった。結果、幼くとも社会対応性が高くな

めた。
『賃金の底上げとともに、教育や住宅の負担

る。

を下げる政策が必要』と指摘している。

ある県の県庁所在地の駅のホームで、大人も子どもも

調査は、昼食を食べる場所や日ごろの買い物の

整列せず、電車が来たら順番関係なく、われ先にとば

場所や支出など、 日常生活でのお金の使い方を聞

かりに電車の入り口のドアに突進する光景に出くわした

く『生活実態調査』と、生活に必要な持ち物を聞

ことがある。別な意味で非常に驚かされた。本当はど

く『持ち物財調査』のアンケートを、昨年１月に埼

うすべきかを教える立場の大人たちも同じ行動だった。

労連の組合員など３千人に依頼し、３カ月で597人

現代の日本人の残念な心の一端は次の調査結果にも

（中略）

表れている。
「歩行者が待つ『信号機のない横断歩道』で一時停

こうした積算で、 次の各モデルの結果が出た。

止しなかったクルマの割合（ＪＡＦによる調査＜2016

いずれも夫は正社員で妻はパート勤務、車はない

年８月15日〜９月１日全国94カ所で実施＞）は、

設定。

9269 ／１万26＝92.4％」
（日本自動車連盟監修「いつ
になったら渡れるの・・？」
『JAF Mate』 ＜2017年

【30代夫婦で小学生と幼稚園児】
さいたま市郊外で月５万５千円の賃貸住宅（２Ｌ

２・３月合併号＞、ＪＡＦメディアワークス、４ページ）
。

ＤＫ、約43平米）で暮らす１カ月の生活費は▽食費

比較したくはないが、 新幹線の中での子どもたちの

約10万８千円▽交通・通信費約３万８千円▽教育

余裕のある、落ち着いた行動とは雲泥の差がある。こ
の差をどう考えるべきか。
32
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08年の前回調査と比べ、 教育費と教養娯楽費

り返ると、 ２人の子どもは小学校から高校まで公立学

が合計で３万円近く増えたほか、 交通・通信費も

校で、 上級学校も国公立に進んだが、 共に高校卒業

１万円余り増えるなど、約６万８千円増えた。この

時から自宅外だったので、入学金や授業料とは別に、

支出のためには、税や社会保険料を加えた額面で、

家賃、生活費などの仕送りで毎月20万円以上掛かった

約50万円の月収（年収約599万円 ）が必要だ。 し

時期があった。もし、幼少時から私立の学校だったり、

かし、厚生労働省の調査によると埼玉県内の30代

塾や習い事に通うと、 教育費はさらに膨らむ。 このこ

男性の平均年収は約411万円と、200万円近い開

とだけでも、 子どもがいる家族が「人並みに」暮らす

きがある。

には、 正規従業員の１馬力（１人だけの収入 ）の平均
所得では難しくなってきているといえよう。

【40代で中学生と小学生】
30代より食費と教育費がそれぞれ約１万円増え

ライフプラン（生活設計）は一人ひとりのライフステー

る一方、 教養娯楽費は約１万３千円減るなどした

ジを俯瞰する作業から始めるのであるが、支出は想定

結果、 額面の月収は約54万円（年収約647万円）

できても、収入・貯蓄とのバランスが悪く、先々のめど

が必要。平均の485万円との差は少し縮まる。

が立たない人たちが増えているのが現代の姿ではない
だろうか。つまり人生設計の段階から崩壊の恐れがあ

【50代で大学生と高校生】
東京の私大に通わせる前提で▽教育費が40代よ

る。前述の埼玉県での調査はそれを示唆している。こ

りも約９万円多い約13万円▽交通・ 通信費も同１

のようななかで将来まで見通した経済的、精神的な ゆ

万１千円多い約５万円と大きく増える。教養娯楽費

とり や しあわせ を感じるのは容易ではないと考え

を30代より１万７千円余り少ない約２万８千円に抑

る。

えるが、全体の支出は約58万円で、税などを加え
た額面は約68万円（年収約821万円）と、 平均の

『日本経済新聞 』2017年3月16日付朝刊で、 今を象
徴する記事が掲載された。一部改編して抜粋する。
「2017年の春季労使交渉は、 労使が企業の持続的

545万円を276万円上回る。
調査をまとめた静岡県立大学短期大学部の中沢

な成長には賃上げと働き方改革が両輪であるという認

秀一准教授は『妻のパ ートでは足りず、 子供は奨

識を強くする節目」となった。
「日本経済新聞社が実施

学金を借りる。無償の奨学金や住宅補助の制度を

した緊急アンケート」では「上場企業の17年３月期の純

充実させないと子供の将来はさらに厳しい』と指摘

利益は２年ぶりの過去最高を見込む」が、
「先行きへの

している」

警戒感を強める経営者が多い」
。
「人手不足への対応も
迫られる労働市場の変化に春季労使交渉のあり方もか
わってきた」。
次の表３は、
「賃上げ以外で労使交渉してきた内容」
である。勤務時間に関する事項も多く見られるが、一
番多いのが「仕事と育児・介護の両立支援 」であり、
「自己責任 」
「個人の問題 」と考えられてきたことが、
個人の調整能力を超え、仕事そのものに影響を与えて
いる、その危惧があるということをも示している。

この調査結果は、あながち現実離れしているとは思
えない。筆者の場合で子どもの教育に関する費用を振
【農業問題と地域社会】研究ノート／働き方改革と“しあわせ”の関係
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ぜなら、 職場の「男性 」の多くは忙しければ忙しいほ
ど、 家事や育児にあまり携わっておらず、 このような
「働きづくめ」の男性だけの発想では、女性側の幸せに
気付かないだろう。
筆者が20代のころ、職場の労働組合が職場諸要求
項目を作るに当たり「職員宅の家庭訪問」を実施したこ
とがある。男性職員の自宅（多くは舎宅）を訪問して、
職員の家庭を守る奥さんにインタビューするというもの
である。 われわれが訪問した家庭は職場結婚で、 共
働きのためご主人もインタビ ュ ーされる奥さんもよく
知っているお宅だったが、
「旦那さんの職場の上司に
言いたいことはありますか」と聞くと「パパを子どもの

５

．働き方改革のために

ところに早く帰して」と言われた。まだお子さんは、よ

2017年3月29日付の新聞各紙は今後の働き方改革の

うやくよちよち歩きができるくらいの赤ちゃんだった。

工程表を盛り込んだ実行計画をまとめたことに対する

舎宅の他の家庭も同じような状態だったので、
「かなう

記事を掲載した。

わけないけど」と笑いながら。そのようなゆとりのない

『日本経済新聞』では「生産性向上や成長底上げに
は力不足の面もあり、なお課題を残す」とこの記事をま

ときを日本の家庭（特に奥さん方）はずっと過ごしてき
た。

とめている（表４）
。われわれ従業員側の視点で考える
と、例えば、給与水準の向上（正規、非正規とも）、労
働基準法に定められた労働時間の厳守、人生のライフ
ステージ（結婚、出産、育児、介護など）と仕事上の
キャリアアップの両立や職場の理解など足元の状態の

６

．正当な対価

『日本経済新聞』2016年12月19日付「経済教室」記
事で黒田祥子早稲田大学教授は、
「これまでの日本は『おもてなし』の精神に裏付けら

改善を願うのである。

れた高品質・高サービスを売りとし、長時間労働で対
応することで高い経済成長を実現してきたと考えられて
きた。
しかし数値的には日本の生産性は低い。おもてなし
を細部に行き届かせることにとらわれすぎて、 その価
値を消費者に納得させて高い値段で買ってもらうとい
うことに注力してこなかった結果といえる。 長時間労
働是正は、高い価格が付かない非効率なおもてなしを
なくし、時間当たりの生産性を上げていくきっかけと位
置付けるべきだ」
と述べている。

34

今後、 働き方改革はすべての従業員の勤務時間や

さまざまな生産物やサービスには、それに見合う正

働きぶりだけではなく、 経営者・管理者を含めて大き

当な対価が必要で、過剰な無償・低廉なサービスなど

な意識改革が求められる。１つには、働き方改革の検

は諸刃の剣になる危険性がある。正当な対価の設定・

討には女性による視点がぜひとも必要だと考える。 な

確保は、労働者にとって、これまで以上の収入確保の
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可能性が期待できる。低い対価・賃金で一時的にしの
いでいく経済社会では、国も組織も個人も疲弊し、将
来的にも盤石とはいえない。24時間営業、土日祝祭日
営業、年末年始営業が当たり前になってきていて（一
昔前までは有名デパートでも水曜日定休日など、平日に
休んでいた時代があったことを覚えておられるだろう
か）
、消費者が非常に大切にされ、サービスは安価な
ものという考え方に慣れてしまっている状態では、個人
個人の働き方を変えたり、収入確保ひいては個人の幸
福を達成することも非常に難しい。 改革を実現するた
めには、既存の価値観を打破することも必要である。
この意味において、ヤマト運輸（株）の取り組みが注
目されている（料金値上げ、 配達時間枠の見直しな
ど）
。これまでの「サービスとは何か」の概念に対する
抵抗でもある。 ヤマト運輸はサービスの低コスト化を
期待する消費者・利用企業の考え方などと対極にあり、
これまで隠れていたサービスを提供する側の従業員の
雇用・生活を守る、というテーマに真っ向から取り組も
う、そして、その取り組みを発信しようとかじを切ろう
としている。
わが国の限られた資源（ヒト、モノ、カネ）のなかで、
皆が経済的にも精神的にもゆとりを持てる社会を、 今
だけではなく、 後世にも残せるようにしたい。 これか
らの働き方改革は「ふつうの人」が しあわせ になる
改革であってほしい。
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ＪＡくるめによる民家を活用した
小規模多機能型居宅介護の
取り組み
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

．はじめに〜様変わりする介護事業

介護保険法が 2000 年４月に施行され、はや 17 年

２

郡山 雅史

激戦区「久留米市」におけるＪＡくるめの

．

介護事業

ＪＡくるめは、福岡県南部に位置する人口約 30 万人

が経過した。今日、各地で進められている介護事業は、

の中核都市久留米市（田主丸町、北野町、三潴町、城

2000 年当時のものとかなり様相を変化させつつある。

島町を除く）を管内とする。最先端医療設備を持つ施

高齢者の増加による医療・介護保険財政の逼 迫を受

設が集積する高度医療都市である久留米市。人口１人

け、持続可能な社会保障制度を維持すべく、団塊の

当たりの医師数は全国でもトップレベルで、介護に進

世代が 75 歳以上になる 2025 年までに、国は「地域

出する医療関係者が多いため医療だけでなく介護の激

注１）

包括ケアシステム」

の構築を目指しているが、それ

にシフトするかたちで、介護保険法の改正が重ねられ

戦区にもなっている。
ＪＡくるめの介護事業（活動）の特徴は、地域密着
型サービスである小規模多機能型や定期巡回・随時対

てきている。
2006 年４月に施行された改正介護保険法では、都

応型訪問介護看護 注３）に取り組んでいること。久留米

道府県ではなく、市区町村が保険者となる地域密着型

市は小規模多機能型の事業所数が 41 あり福岡県内で

注２）

サービス

として、
「小規模多機能型居宅介護」
（以

下、小規模多機能型）などのメニューが創設された。

注１）地域包括ケアシステム
認知症高齢者の増加が見込まれる日本において、地域に生活する高齢者の住ま

市区町村が責任主体となる
「地域包括ケアシステム」
は、

い・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するためのケアシステム。厚

この小規模多機能型を中核としつつ、地域ごとの事情

生労働省が、団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに実現を目指して

を踏まえ、それぞれに適したあり方が模索されつつあ
る。

いる。重度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生
の最後まで継続できるよう、各市町村の地方行政単位で地域別に異なる高齢者
のニーズと医療・介護の実情を正確に把握し、豊かな老後生活に向けて、住民

こうしたなか、介護事業の現場を訪ねて気が付くの

や医療・介護施設などと連携・協議し、地域の多様な主体を活用して高齢者を
支援する（参考：『日本大百科全書＜ニッポニカ＞』小学館）

は、認知症の方の増加。そして、利用者の個々の生活

注２）地域密着型サービス

のクオリティーの改善や維持を、さまざまなアプローチ

高齢者が住み慣れた地域で尊厳を持って暮らし続けられるように支援するサー

で促す取り組みが少しずつ増えていることである。
本稿では、今日、各地で進められている「地域包括
ケアシステム」の目玉として期待される「小規模多機能
型」とは、いったいどんなものなのか？
取り組みを通じ、見てみたい。

ＪＡくるめの

ビス。認知症高齢者のためのグループホームやデイサービスの他、小規模多機
能型居宅介護、夜間対応型訪問介護などがある。市町村が事業者の指定権限を
持ち、利用者は地域住民に限定される（参考：『知恵蔵』朝日新聞社）
注３）定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者をはじめとした要
介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みが不足していることに加え、医
療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題を
踏まえ、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定
期巡回と随時の対応を行う（参考：厚生労働省ホームページ）
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最多である（福岡県は北海道、神奈川県に続き全国３

回・随時対応型訪問介護看護事業にも着手した。その

番目に多い）
。

他、福祉用具貸与事業、福祉用具購入事業、予防通所

ＪＡくるめは、介護保険法が施行された 2000 年４

介護事業、予防訪問介護事業、
介護保険外としても、元

月、助け合い組織を土台とした訪問事業、家庭で介

気な高齢者の生活支援や生涯現役を促す、遊さい倶楽

護が必要になると農業に携われなくなる農家の女性た

部、オレンジカフェ、元気脳教室（久留米市依託事業）

ちを支える通所介護「デイサービスセンターひかり」
（大

など、多彩な取り組みを行っている。

型Ⅰ、定員 40 人、時間区分７〜９時間）
、さらには居

ＪＡくるめの福祉課は経済事業部のなかにあり、デ

宅支援介護事業をスタートさせた。2003 年には福祉

イサービスセンターひかり内に設けられた福祉事業所を

用具貸与事業、2006 年には福祉用具購入事業、予防

拠点としている。人事労務規程就業規則により、職員

通所介護事業、予防訪問介護事業を立ち上げた。

は原則、福祉課内の勤務となっているが、事業種や事

また、2006 年施行の改正介護保険法により地域密

業所を定期的に異動することで、介護事業全体の知

着型サービスとして小規模多機能型が創設されると、民

見が促されている。正職員の登用は 30 歳（福祉課以

家を使った「ドゥ・ファミーユひかり 24」
（以下、ひか

外は 35 歳）までだが、リーダーシップが取れる人材

り 24）を、2009 年、閉鎖したＪＡ支店を使った「ドゥ・

など、外部からヘッドハンティングする際は、特例措置

ファミーユとりかい 24」
（以下、とりかい 24）を、2013

が講じられる。

年、民家を使ったサテライト型の「ドゥ・ファミーユあ
らき 24」
（以下、あらき 24）を開業した。
2016 年には地域密着型サービスの１つである定期巡

３

取り組みの特徴となる民家を活用した
．
「小規模多機能型居宅介護」

次にＪＡくるめの介護事業を特徴付ける小規模多機
能型について見てみたい。
小規模多機能型は、前述したとおり 2006 年４月施
行の改正介護保険法により市町村が保険者となり、地
域住民を対象に提供される地域密着型サービスとして
新設されたメニューである。
「通い」を中心として、要
介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」
を組み合わせてサービスを提供することで、中重度と
なっても在宅での生活が継続できるよう支援がなされ
る（参考：厚生労働省ホームページ）。
ドゥ・ファミーユひかり 24 外観

小規模多機能型のモデルは 1980 年代から全国で草
の根的に取り組まれてきた「宅老所」注４）。制度化され
た小規模多機能型は、
「宅老所」が持つ「通い」
「泊ま
り」といった機能に加え、在宅での生活を支える観点
から、24 時間の「訪問」が義務付けられ、
「訪問」の
注４）宅老所
介護保険が始まる以前、認知症老人や寝たきり老人を、ケアの手間がかかると
して断るデイサービス施設が多いのに疑問を感じ、制度に頼らず認知症も寝た
きりもすべて受け入れるという方針で、民間のグループが自発的に始めたデイ
サービスの施設の名。老人を主体にしたいという思いから「託老所」ではなく

ドゥ・ファミーユひかり 24 看板

「宅老所」となった。……「小規模多機能施設」のモデルとなっている（参考：『実
用介護事典』＜改訂新版＞講談社）
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さらに、2012 年施行の改正介護保険法で、サテラ
イト型小規模多機能型が創設されると、ＪＡくるめ管
内最大の地区でありながら、まだ事業所がなかった荒
木地区に注目。サテライト型としてあらき 24 を開業し
た（本体のとりかい 24 から車で約 12 分の位置にあ
る）。３施設とも営業は 365 日、24 時間（施設名の最
後に 24 が付けられている）
。利用定員
（登録定員）は、
ひかり 24 が 25 人（泊まりの定員は９人）
、とりかい 24
が 29 人（泊まりの定員は８人）、サテライト型のあらき
24 が 18 人（泊まりの定員は 5 人）となっている（※小

ドゥ・ファミーユひかり 24 午後の時間

強化が図られた。利用者は、定額制の導入により中重
度になっても特別養護老人ホームなどの施設の負担を
超えない額で、住み慣れた地域でなじみのスタッフの

規模多機能型居宅介護の登録定員の上限は、2015 年
３月まで 25 人だったが、同年４月より 29 人に引き上げ
られた。サテライト型の登録定員の上限は 18 人）。

支援を受けながら在宅生活を継続することができる。
また、看護師または準看護師の配置も義務付けられて
いる（2012 年改正では訪問介護の機能を付設した複
合型サービス＜ 2015 年度から看護小規模多機能型居
宅介護 注５）と改称＞が導入された）。
ＪＡくるめでは、デイ利用における泊まりニーズの高
まりを受け、助け合い組織のメンバーを連れ佐賀県や
愛媛県へ「宅老所」の取り組みを視察に出掛けた。タ

４

「生活が基本」
．
〜小規模多機能型居宅介護のケア

「地域包括ケアシステムにおける小規模多機能型居
宅介護の今後のあり方に関する調査研究事業報告書」
（＜特非＞全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡
会、2016 年３月）によると、小規模多機能型の利用者
は、要介護度 注６）別では「要介護度１」
（24.9％）
、
「要

イミング良く介護保険に「宅老所」の機能に近い小規
模多機能型が出来たことを受け、第１号となるひかり
24 を 2006 年５月に開業した。
ＪＡくるめ福祉課では、開業に先立ち、まず、通所、
訪問、居宅支援介護など各事業の職員代表からなる
検討委員会を立ち上げた。メンバーで管内の地図を囲
み、高齢化率、平均要介護度、関係施設の有無など
地区ごとのニーズとシーズ
（介護サービス提供施設など）
を考察し、事業を行う地区を決定。そこで初めて、既
存の民家を借りるか、自前で新築するかといった施設
の議論に入った。メンバー間で、
「（利用者に）なじみ
の空間」である民家を借りるのが良いと意見が一致。

ドゥ・ファミーユとりかい 24 外観入り口付近

注５）看護小規模多機能型居宅介護
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせて提供するサービス。
2015年度介護報酬改定において「複合型サービス」から名称変更（参考：厚
労省ホームページ）

全員で地域の不動産屋を巡り物件を探し、ひかり 24

注６）要介護度

の民家に行き着いた。また、鳥飼地区には関連事業

介護保険において、要介護・要支援の状態を程度により、要支援１・２、要介

所がなかったため、小規模多機能型を検討していたと
ころ、たまたま閉鎖したＪＡの支所があったため、施
設を改修し、とりかい 24 を開業した。

護１〜５まで7段階に区分した要介護度において、要介護度１は、食事・排泄
は単独で可能だが、金銭管理や家事などの日常生活の能力が要支援状態より低
下し、部分的な支援が必要な状態。要介護度２は、要介護１に加えて、歩行な
どの日常動作に部分的に支援が必要。認知症では理解力の低下が見られる状態
（参考：『現場で役立つ 早引き介護用語図解辞典』エクスナレッジ）
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ドゥ・ファミーユとりかい 24 昼食時

ドゥ・ファミーユひかり 24 （ケアマネ川島妙子氏 ）

介護度２」
（24.5％）が特に多く、認知症 注７）では「Ⅱ

中重度の利用者を在宅で支える役割も期待されている

ｂ」
（23.6％）
「
、Ⅲ a」
（22.2％）が特に多かった。
「自立」

が、要介護度１・２の方が多いのが現状となっている。

はわずか 7.2％にとどまる。要介護度と認知症のクロス

生活に不安を抱えている方、24 時間対応してほしい方

集計では、
「要介護度１−Ⅱｂ」が最も多く、認知症が

も小規模多機能型に適していると大久保所長は言う。

やや進んでいるが要介護度は低めである高齢者が主

小規模多機能型は内部にケアマネジャー（以下、ケ

な利用者像として浮上した。今日の介護の事業所とり

アマネ）の配置が義務付けられ、月１回、モニタリン

わけ小規模多機能型の現場を訪ねると、そのほとんど

グなどでしか利用者に接しない居宅支援介護のケアマ

で認知症の方が大半を占める状況が裏付けられる結果

ネと異なり、日常的に利用者と接している。小規模に

となっている。

来て初めて「生活」ということが分かったと言う、とり

ＪＡくるめの３カ所の小規模多機能型居宅介護事業

かい 24 とあらき 24 を兼務する小規模多機能型のケア

所においても、利用者の大半が認知症高齢者で、平

マネ、大谷幸枝氏。
「以前のように歩けたら」と、病

均要介護度はひかり 24 ととりかい 24 が２、あらき 24

院では寝たきりで紙おむつだったが、退院してきた要

が 1.2 となっている。
「要介護度３以上はじゃかじゃか

介護度４の利用者のご家族の希望を受け、スタッフ２

施設に行き、在宅にはいなくなる。家族がちょっとが

人でトイレに連れて行き、自分で立つ、座る、排尿す

んばれれば、自己負担が３分の１で済み、自宅で死に

るよう促し続けた。その結果、１カ月後にはスタッフ１

たいという本人の思いに応えられるのに」と語るＪＡくる

人の介助で済むようになり、紙おむつから紙パンツに

め福祉事業所の大久保明美所長。小規模多機能型は、

戻すことができた。
「次は、ちょっと歩けるようにする

認知症高齢者だけでなく、大規模施設の代替として、

ことが目標」と大谷氏は言う。スタッフに柔軟さが求め
られるという小規模多機能型。より細やかなケアマネ

注７）認知症高齢者の日常生活自立度
認知症の方にかかる介護の度合い、大変さをレベルごとに分類した「認知症高
齢者の日常生活自立度」には、自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Ｍの８
段階があり、Ⅰに近い方が軽くⅣに近くなるほど重くなる（Ｍはせん妄などの
一時的な精神状態の悪化〈可逆的な状況〉で、専門医を受診する必要がある状
態。どのレベルからもＭになる可能性があり、Ｍとなった原因が治癒すれば元
のレベルに戻る可能性も高い状態）。認知症のない方は「自立」。Ⅱbは「日常
生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られる
ようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態」。Ⅲaは「日常生活に支
障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、
JA くるめ大久保明美福祉事業所長（左）
、ドゥ・ファミーユとりか
い 24 ケアマネ大谷幸枝氏（右）

介護を必要とする状態」（参考：認知症ねっとホームページ＝https://info.
ninchisho.net/care/c140）
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ジメントにより利用者本位のケアに近付けることができ

いた。しかし、認知症の重症化、体調不良などにより

る。

週３回が週２回に、朝〜夕方が午前中だけに、さらに

小規模多機能型が行う「通所」
「訪問」は一般の「通

は１日１時間しか帰れなくなった。だが、たとえ１時間

所介護」「訪問介護」と性格を異にする。レクリエー

でも自宅に帰って戻ってくると、とても穏やかな笑顔に

ション的なプログラムを中心とするデイサービスと異な

なると、ひかり 24 のケアマネ川島妙子氏。スタッフ側

り、
（ＪＡくるめの場合）
小規模多機能型の「通所」は「生

の調整は大変だが、利用者の皆さんの笑顔を引き出す

活が基本」と言う大久保所長。あらき 24 で利用者の

ために、他スタッフの理解を促し、利用者に沿ったサー

皆さんと一緒に過ごした時間は、
どこかのお宅におじゃ

ビスをなんとか継続していきたいと語った。
「訪問」も一般の訪問介護とは異なる。一般の訪問

ましたかのように、ゆったりと流れていた。
また、小規模多機能型の「通所」は、一般のデイサー

介護は、短くて 20 分、長いと１時間から２時間程度、

ビスのように何時から何時までと決まっているのではな

定められた時間に利用者宅に行き、家事援助や身体

く、お昼だけ食べに来ても、お風呂だけ入って帰って

介助、外出の支援を行うが、小規模多機能型は、安

もよい。逆に小規模多機能型からスタッフと一緒に通

否確認や服薬チェックなど短時間の訪問を、頻度を増

院したり、銀行に行くこともできる。とりかい 24 では、

やして行うことができる。また、
「通い」の送迎や「配

みんなで回転寿司に行ったとき、いつも細かく刻んで

食」を利用し、着替えやゴミ出しの手伝い、簡単なケ

もらって食べている利用者が、スタッフの見守りのなか、

アを行うこともできる。
加えて、ひかり 24 ではこれまで７人の看取りを経験

握ってもらったお寿司をしっかりかんで丸ごと食べるこ
注８）

訓練になった）
。また、ある

した。一昨年は、104 歳の方、103 歳の方、99 歳の

利用者には、２週間に１度、開催される運営推進会議

方。104 歳の方は、亡くなる２カ月前まで１階の食堂で

注９）

みんなとご飯を食べ、寝たきりの時間はほんの一瞬で、

とができた（口腔ケア

での報告をお願いし、役割や張り合いを持っても

らっている。
「泊まり」も短期入所介護（ショートステイ）と異なり、
なじみの職員となじみの場所で泊まることができる（サ
テライト型あらき 24 の利用者は本体とりかい 24 に空
きがあるときはとりかい 24 に泊まる）
。

隣接する畑でミニトマトの収穫

注８）口腔ケア
そしゃく えん

ほとんど泊まっていて、時々自宅に帰るという利用者
も。ひかり 24 では、独居（子どもがおらず、キーパー
ソンは姪）で認知症もある利用者さんが夜、１人、自
宅で過ごすのが不安だと、原則ひかり 24 に泊まり、
週３回、スタッフが付き添い朝〜夕方、自宅に戻って
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口の中を清潔にして、口腔の病気や全身疾患を予防すること。摂食・咀 嚼 ・嚥
げ

下などの機能を健全に維持すること（出典：『デジタル大辞泉』小学館）
注９）運営推進会議
各地域密着型サービス事業所が、利用者、利用者の家族、市町村職員、地域住
民の代表者などに対し、提供しているサービス内容などを明らかにすることに
より、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービス
とすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として自ら設置するもの
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褥瘡（床ずれ）もできなかった。
「家で看取りますか」と
尋ねると、不安だから泊めてもらいたいとご家族。常駐
ではないが、看護職員もおり連絡が取れる体制になっ
ている。代わる代わるご家族に来てもらい、見守りのな
か午前３時ごろ亡くなった。最初は怖かった職員たちも、
少しずつ度胸が据わっていったという。看取りをしたお
かげで、医師や訪問看護師との絆が強まり、職員のス
キルが上がったと大久保所長。宮崎県のホームホスピス
「かあさんの家」注 10）などの視察を行いつつ、看取り専
用施設造りも検討している。

ドゥ・ファミーユあらき 24 外観

らいやすい。しかし、
「こんなボロイ家ではやってら

ＪＡくるめでは、たびたび、大久保所長が見つけてき

れん」と言う職員もおり、職員に対し民家の空間の意

た他事業所の介護現場に、数人の職員を連れて行く。

味について理解を促すことが求められる。ＪＡの支所

「職員の心に火を付けるには、面白い現場に触れるのが

を利用したとりかい 24 もオープンキッチンとしたり、畳

一番」
と大久保所長。前出の大谷氏は、
奈良県にある
「あ

の部屋を設け、こぢんまりとした住まいの雰囲気に近

注 11）

すなら苑」

に連れて行ってもらい、後日、他の同僚

付ける努力がなされている。

１人とあらためて現地研修（１泊２日）に参加した。
「男

また、民家を使うメリットは、設備投資が抑えられ

性（職員・利用者）だけのお出掛けツアー。職員の頭が

るという側面も大きい。ひかり 24 の家賃は 11 万円、

柔らかく、意識が違う」と大谷さん。
「これならウチらで

あらき 24 は５万 5000 円。賃貸のため、固定資産税も

もできるけん」と月１回、夕方、デイサービスひかりで行っ

掛からない。移設や撤退も容易である。
「ＪＡはすぐ立

ている研修会（20 人程度・１〜２時間）で報告した。

派な建物を建てる」と言う大久保所長。コストが過大
な建物を造ることで、償却費が運営収支を圧迫するだ

５

小規模な「住まい」の雰囲気を持つ拠点施設

けでなく、認知症高齢者が落ち着けない「施設型」の

づくり

空間となっている例も少なくない。

．

ＪＡくるめの小規模多機能型の３事業所（１カ所はサ
テライト）のうち、２カ所は既存民家を、１カ所は元ＪＡ
支所の建物を活用した。自宅の雰囲気に近い民家を利

注10）
「かあさんの家」
（特非）ホームホスピス宮崎（2000年〜）が2004年６月に、終末期にある患
者とその家族が安心して自分らしく尊厳を持って生をまっとうできるようにと

用した施設は、大半を占める認知症高齢者のリロケー

開設。医療依存度が高くて施設にもなかなか受け入れてもらえない人や、終末

ションダメージ注 12）が回避でき、落ち着いて過ごしても

期に家に帰りたくても１人暮らしだったり、老老介護などで帰宅ができない人
などを受け入れる、自宅ではないもう１つの家
（参考：ホームホスピス宮崎ホームページ＝http://www.npo-hhm.jp/past/
mother-h/index.html）
注11）
「あすなら苑」
「子どもからお年寄りまで住みなれた町でいつまでも安心して暮らし続けた
い」をモットーに、ならコープが母体の（福）協同福祉会（奈良県大和郡山市）
が1999年に設置した特別養護老人ホーム（定員54人）。この他、デイサービ
ス・ショートステイ・グループホーム・小規模多機能型ケアホーム・サービス
付き高齢者住宅・保育園などを運営。独自の地域包括ケアシステム(あすなら
安心システム)を構築し展開、その定着を目指している（参考：あすなら苑ホー
ムページ＝http://www.asunaraen.or.jp/）
注12）リロケーションダメージ
別名トランスファーショック。認知症高齢者が子どもの家に引き取られたり、
病院や施設に入院（入所）し、症状が急に進行するケースなど、環境が大きく
変化することで、適応能力が低下した高齢者が精神的に落ち込む現象。同じ場

ドゥ・ファミーユあらき 24 外観

所で最後まで暮らし続けられるよう促すことが重要

【農業問題と地域社会】現地レポート／ＪＡくるめによる民家を活用した小規模多機能型居宅介護の取り組み
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ドゥ・ファミーユあらき 24

周囲の景観

梅ジュースづくり

ひかり 24 では、壁面の塗り直しなどで、約 500 万

「住宅」から「児童福祉施設等」へ、建築基準法に基

円の改修費を要したが、当時は市の補助（約 450 万

づく用途変更の届け出が、原則必要となる（都道府県

円）があったため自己負担は 50 万円程度で済んだ。

により解釈が異なる場合があり、法的に多くの項目の

あらき 24 はキッチン、トイレなどの水回りの改修、畳

検討が必 要）
など、ハードルも発生する。ＪＡくるめは、

を板張りにし、土間の上の床やエアコン設置費などで

久留米市役所（建築課）に相談、このままでは開設は

約 300 万円の経費が掛かった。ＪＡ支所を改修したと

難しいが、用途に供する部分の床面積の合計を 100㎡

りかい 24 は、約 3600 万円の費用が掛かった。

以内に抑えれば、確認申請は不要で、開設が可能と
の助言をもらった。
ひかり 24 は国の補助金を利用し自己資金ゼロで、
とりかい 24、あらき 24 も国の補助金を利用したが、
こちらはそれぞれ自己資金約 200 万円を負担しスプリ
ンクラー設備を設置した。また、これら３事業所は久
留米市（国）の補助金を利用し、警察への通報システ
ムを設置した。
さらに、あらき 24 については、耐震診断基準検査
が必要となったが（ひかり 24 の開設時は求められな

ドゥ・ファミーユあらき 24 居間

かった）、元町長さんのお宅で、土壁でしっかり造られ
ていたため、無事、パスできた。

ドゥ・ファミーユあらき 24

一般家庭用浴槽

このように民家を使い開設するメリットは大きい一
方、延べ床面積 100㎡を超える民家を利用する場合、
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スプリンクラーの貯水装置
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加えて、民家を使う場合は、市区町村による定員認

となるものである。

定にも気が抜けない。小規模多機能型では基準上「泊

この際、ＪＡくるめは介護・看護の一体的提供にお

まり」の定員１人当たり 7.43㎡（４畳半程度）以上の個

いて、地域の他の訪問看護事業所と連携してサービス

室を用意することが求められているが、小さな民家だ

を提供する「連携型」を選択（この他、１つの事業所

と十分に定員が確保できない場合がある（個室化は行

で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」

政により解釈が異なる。久留米市は寛容であった）。

がある）。オペレーターを小規模多機能型の夜勤と兼

また、あらき 24 を開設する際、100㎡の範囲指定に

務させ、ＪＡくるめの看護師をアセスメントナースに位

当たり、どの部屋を範囲とし、かつ泊まりのスペースと

置付け、2016 年４月、事業に着手した。施設としては、

するかでもめた。他の利用者の「泊まり」の居室を通過

ひかり 24 の敷地内に約 30 万円の改修費（利用者に貸

しなければ、別の「泊まり」の居室に行けないことが判

し出す携帯端末やパソコンを含めると約 80 万円）を

明したり、それによってトイレの位置が変わったり、判

掛け、簡素な事務所を設置した。

定する職員によって結果が左右されるなど、ＪＡ側は

サービス提供範囲は、片道 15 分程度でアクセスで

肝を冷やしたが、なんとか登録の定員は 18 人、泊ま

きる範囲とし、利用が増えれば範囲を拡大する予定だ

りの定員は５人にしてもらうことができた。2017 年３月

が、在宅の中重度の高齢者が少ないせいか、制度の

現在、３施設の平均登録者数は 17 人。収支は黒字と

認知度が低いためか、2017 年３月現在、利用者はまだ

なっている。

３人にとどまっている。
また、元気な高齢者の生きがいや仲間づくりの場が
欲しいと考えていた大久保所長（福祉課の前は女性部
の担当）。介護保険外としても、地域の元気な高齢者
の力を借り、要介護には至らない高齢者を対象とした
「元気高齢者教室」
（ワンデイサービス）や有償の家事
援助（支援ヘルプサービス）といった生活支援事業「遊
さいさい」に取り組んでいる。
とりかい 24 内の別スペースで実施する元気な方のワ
ンデイサービス（参加費 500 〜 1000 円／回）をお世

子どもたちと一緒に流しそうめん（ケアマネの大谷氏によれば、あ
らき 24 の行事に幼いころから参加していた甥 と姪 は、学校で問
題を持つ子とも自然に接することができる優しい性格に育ったそう
だ）

話するのは、ＪＡくるめ福祉課が組織するボランティ
ア「元気隊」
（隊員はカードのスタンプが 60 個になると
5000 円分の農産物が購入できる）。お世話される側よ
り、お世話する側の年齢が高い場合も珍しくない。
支援ヘルプサービスは、ＪＡくるめ女性部の助け

６

．さらなる展開〜新たな地域ニーズの発掘

ヘルパーの高齢化もあり、
最盛期には 5000 時間だっ
たがサービス提供が 500 時間にまで減ったＪＡくるめ

合い組織「つつじの会」に属する「支援サポート隊」が
提供。90 分当たり 2300 円の費用でゴミ出しなどの家
事援助を行い、お小遣い稼ぎ（90 分 1150 円 JA 口座
に振り込 み）を兼ねた活動を行っている。

の訪問介護事業。撤退という言葉が現実味を帯び始

加えて、ひかり 24 の運営推進会議の席で、マンショ

めた 2012 年、介護保険法改正（施行）で地域密着型

ンなどに住み、要介護には至らない高齢者の方が地区

サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が

に大勢おり、集まる場所がなく困っているという情報

創設された。365 日、24 時間体制で訪問介護と訪問

が民生委員さんから寄せられた。ＪＡくるめでは、日

看護をニーズに応じて提供、緊急時の随時対応が可能

曜日が休みのデイサービスひかりを活用、大久保所長

【農業問題と地域社会】現地レポート／ＪＡくるめによる民家を活用した小規模多機能型居宅介護の取り組み
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が以前から温めていた企画「オレンジ（認知症）カフェ」

かく楽しく過ごすという通所介護に慣れ親しんだ目で

注 13）

とドッキングさせ、月１〜２回、ケーキやコーヒー

見ると、小規模多機能型の通所の日常風景は、かな

を出す「たまり場」を提供することにした。第２号は調

り性格が異なる。訪問にしても、利用者宅に長く滞在

理室や活動スペースがあるとりかい 24 でカレーライス

し掃除や料理をするという感じではなくなり、安否確

や団子汁を昼食として振る舞う「オレンジカフェ」を予

認や服薬管理などよりピンポイントで在宅の暮らしに

定している（「元気隊」に支援要請を予定）。

不可欠な支援にシフトしつつある印象が強い。
大久保所長は、どんな小規模多機能型になるかは、

７

おわりに〜今後、主流となる認知症ケアを
．
標準とした地域密着型サービス

今回、ＪＡくるめによる小規模多機能型の現場を訪

管理者次第だという。確かに、小規模多機能型は、
制度上の制約はあるものの、やり方いかんで、利用者
本位のサービスに近付けることができそうだと、ＪＡく

ね、あらためて感じたのは、小規模多機能型は利用

るめの前向きな取り組みを見て感じた。しかしながら、

者の大半が（通所介護＜デイサービス＞でも利用者の

事業者によって質に差が出てしまう懸念も当然ながら、

おおむね半数）
、認知症高齢者の方で占められている

発生する。

ことであった。

今回、ＪＡくるめによる民家を活用した小規模多機

小規模多機能型の基本は「生活」だと言う大久保

能型の取り組みを取材し、認知症高齢者が介護現場

所長。小規模多機能型は、地域密着・小規模・多機

に増えるなか、その対応を標準とした、小規模多機能

能と表される「宅老所」をモデルに、身体ケアのみで

型をはじめとする地域密着型サービスが、今後、介護

なく、認知症高齢者に対応したケアを標準としてい

サービスの主流になっていくことを実感した。

る。そして、環境の変化を避け、生活の継続性を尊
重、高齢者のペースでゆったりと安心して、心身の力

※最後になりましたが、本稿執筆に当たり、ＪＡくるめの大

を最大限に発揮した充実した暮らしなど、生活そのも

久保明美福祉事業所長、とりかい 24・あらき 24 管理者河

のがケアとして組み立てられるよう、小規模な居住空
間、家庭的な雰囲気、なじみの人間関係、住み慣れ
た地域での生活の継続を重視し、日常の生活圏域を

原徳幸氏、とりかい 24・あらき 24 ケアマネジャー大谷幸枝
氏、ひかり 24 ケアマネジャー川島妙子氏、あらき 24 職員
尾形アヤ子氏にご協力いただきました。心より感謝いたしま
す。

基本とする地域密着型の介護サービスとして制度化さ
れた。
小規模多機能型には、専属のケアマネがおり、利
用者たちの日々の「生活」を見守り、変化に随 時、
対応する。このようにケアマネジメントが一体化され
ることで、認知症の方をはじめすべての利用者に小回
りが利く仕組みとなっている。
ＪＡくるめは、
「通い」や「泊まり」を行う「生活」
の場を、民家を活用することで、小規模な居住空間、
家庭的な雰囲気を実現している。民家以外を使う場
合でも施設を住宅の雰囲気に近付けるべく改修し、
落ち着いて過ごせる「生活」の場づくりの工夫がな
されていた。
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厚労省が進める「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」で定められた
7つの目標の１つ ｢地域での日常生活・家族の支援の強化｣ で普及するとされて
いる認知症の人や家族、支援する人たちが参加して話し合い、情報交換などを

従来型ともいえる、レクリエーションを実施してとに
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注13）オレンジ（認知症）カフェ

行う場。経験者の話を聞いたり、悩みを打ち明けたりできる機会を設け支援す
る
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ＪＣ総研では、研究成果を広く発信することを目的に、農業書を中心に幅広いテーマを扱う「筑波書房
ブックレット」の一環として、
『ＪＣ総研ブックレット』シリーズを刊行しています。

企業の農業参入

No.1

地域と結ぶ様々なかたち

大仲 克俊・安藤 光義 著 安藤 光義 監修

No.2

再生可能エネルギー
農村における生産・活用の可能性をさぐる
榊田 みどり・和泉 真理 著 鈴木 宣弘 監修

地域サポート人材による農山村再生

No.3

図司 直也 著 小田切 徳美 監修

大学・大学生と農山村再生

No.4

中塚 雅也・内平 隆之 著 小田切 徳美 監修

移住者の地域起業による農山村再生

No.5

筒井 一伸・嵩 和雄・佐久間 康富 著 小田切 徳美 監修

「食」と「農」を結ぶ

No.6

心を育む食農教育

森 久美子 著

我が国の水田農業を考える（上巻）

No.7

ＥＵの直接支払制度と日本への示唆

星 勉・石井 圭一・安藤 光義 著 星 勉 監修

我が国の水田農業を考える（下巻）

No.8

構造展望と大規模経営体の実証分析

鈴木 宣弘・姜 薈・大仲 克俊・竹島 久美子・星 勉・
曲木 若葉・安藤 光義 著 星 勉 監修

廃校利活用による農山村再生

No.9

岸上 光克 著 小田切 徳美 監修

農村女性と再生可能エネルギー

No.10

榊田 みどり・和泉 真理 著 岸 康彦 監修

農業収入保険を巡る議論

No.11

我が国の水田農業を考える

星 勉・吉井 邦恒・鈴木 宣弘・姜 薈・石井 圭一・安藤 光義 著

ダイナミックに展開する
ヨーロッパの農業協同組合

No.12

和泉 真理 著 石田 正昭 監修

農村と都市を結ぶ
ソーシャルビジネスによる農山村再生

No.13

西山 未真 著 小田切 徳美 監修

水田利用の実態

No.14

我が国の水田農業を考える

星 勉・小沢 亙・吉仲 怜・大仲 克俊・安藤 光義 著

ヨーロッパ農業の多角化

No.15

それを支える地域と制度

和泉 真理 著 市田 知子 監修

ご注文はお近くの書店、または筑波書房へ

株式会社 筑波書房

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 2-19 銀鈴会館内 TEL.03-3267-8599 FAX.03-3235-5949

食育ソムリエＮＯＷ

食育ソムリエ養成講座
消費者モニター・協力飲食店による
ニーズ調査について
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

宮澤 奈津子

旬の食材が所狭しと並ぶ農産物直売所では、 消費

今まで実施した消費者ニーズ調査では、 地元の野

者の目に留まり買い物かごに入れてもらえるような「キ

菜だけで作った福神漬け、米粉スイーツなどの加工品

ラッ」と光る何かが必要です。先日訪れた大型農産物

や、 繁殖肥育一貫経営で育てられた黒毛和牛、 イタ

直売所では、20人近い出荷者が持ち込んだ旬のオク

リアン野菜を中心とした食材ボックス、 ３Ｌ以上のサ

ラが販売台を埋め尽くしていました。 生産の特徴や品

イズのアスパラガスなどが出品されました。
「不揃いの

種、味の特徴を書いたＰＯＰ、おいしい食べ方の提案

地元野菜を使ったところをもっとアピールして」
「食材

が書かれたレシピ、目立つシールが貼られた包装資材

ボックスを開けたときに南天が入っていてわくわく感が

など、さまざまな工夫が実践されていました。こうした

あった」
「珍しい野菜には食べ方の提案が必要 」
「贈

消費者ニーズを意識した取り組みは、農産物の魅力を

答用にしたいのでパッケージに工夫を」
「価格や鮮度

高め、新たな価値を生み出しています。
一昨年（2015年）からスタートした「食育ソムリエ生
産者コース」の受講者は、作る品種にこだわっている
方、 安心安全を前面に押し出して生産されている方、
自家製の加工品に取り組む方などが多くいます。 ご自
身の作る農産物や加工品のどこが強みでどう消費者に
伝えていったらよいのかを半年間かけて学んでいただ
きます。
この講座の一環で、 消費者・飲食店ニーズ調査を
行っています。 生産者が作る加工品や、 産地直送の
「食材ボックス」などの商品力を評価し、商品づくりに
役立てていただくための調査です。
消費者ニーズ調査では、加工品やこだわりの農産物、
または食材ボックスなどを消費者モニターが評価しま
す。 現在販売している商品をより良くするにはどうした
らよいのか、
「食材の質 」
「品質と価格のバランス 」
「容量」
「食材の提案力」
「情報量やパッケージ・ネーミ
ング」
「使いたい用途」などのポイントから、一般消費
者としての感性で商品の指摘事項および良いところの
洗い出しを行います。
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「食材ボックス」の場合は、料理研究家により調理されたメニューを
試食します。プロによって素材の魅力を存分に引き出されたメニュー
は、新しい食べ方の提案にも利用できます

【食育ソムリエNOW】食育ソムリエ養成講座

消費者モニター・協力飲食店によるニーズ調査について

食育ソムリエＮＯＷ

にビックリした」など消費者の生の声から新たな発見が
多くあります。
試食会という消費者ニーズ調査から、ご自身の作る
農産物や加工品の強みは何か、どういった用途（贈答
用、 家庭用、 イベント用、 日常使い用など）に向いて
いるのかが分かり、消費者モニターから高評価を頂く
ことは、 生産者としての気概や誇りの醸成につながり
ます。
パッケージを開けるところからモニター全員で意見を出します

消費者が食材にわくわく感やドキドキ感を求めるの
に対し、飲食店は食材重視。箱を開けたときの見た目
はさほど重要ではなく、 入っている食材の力強い魅力
が大切です。
「３Ｌ以上の大きさのアスパラガスなら主
役の一皿が作れる」
「輸入野菜の品質が向上している
から、 昔ながらの くせ のある野菜も欲しい」
「一皿
で感動を与えられるものを求めている」という意見など、
消費者と異なるニーズが分かります。 食材から最高の
おいしさを引き出すプロの料理人をうならせるには、
希少性などの個性や季節感、こだわりなどが求められ
ます。
消費者モニター・協力飲食店によるニーズ調査は、
食育ソムリエ生産者コース期間中の４月、10月の年２回
を予定しています。 詳しい内容については基礎研究部
食農チームまでご相談ください。

お問い合わせは：（一社）
ＪＣ総研 基礎研究部 食農チーム
担 当：基礎研究部 宮澤・加藤
（メールアドレス：somurie@jc-so-ken.or.jp）
電 話：03-628 0-7274
ＦＡＸ：03-326 8-8761
加工品の場合は、
材料の配合のアドバイスなども。梱包やパッケージ、
こだわりを伝えるリーフレットも評価します

一方、 飲食店ニーズ調査では、 協力飲食店に依頼
し、商品自体のインパクト、味、量、使い勝手、価格、
情報などの質問項目に回答していただきます。 飲食店
との直接取引に踏み出す際に何をすればよいのかが分
かります。

【食育ソムリエNOW】食育ソムリエ養成講座

消費者モニター・協力飲食店によるニーズ調査について
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『協同組合研究誌 にじ』
2017年夏号の概要紹介
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌

●堀越芳昭氏プロフィール

にじ』2017年夏号では、通常

1944 年愛知県生まれ。商

の特集に加え、ミニ特集も組むこととした。

学博士（早稲田大学）。山
梨学院大学元教授・同大学

特集「協同組合における職員の地位と役割Ⅱ」で

院元教授。現日本大学経済

は、 山梨学院大学の堀越芳昭元教授より、 次のと

学部 非常勤講師。現（一社）
ＪＣ総研特別研究員。日本

おり特集解題を寄せていただいた（一部省略）。 各

協同組合学会元会長。

論題テーマと執筆者は表１のとおりである。

〔 主 著 〕『 協 同 組 合 資 本 学
説の研究』日本経済評論

特集 協同組合における職員の地位と役割Ⅱ
特集解題

社、1989 年。『近代日本の経済官僚』同社、2000 年。『協同組
合の社会経済制度』同社、2011 年。『協同組合研究の成果と課題
1980-2012』家の光協会、2014 年。『協同組合の独禁法適用
除外の今日的意義』ＪＣ総研、2015 年。

山梨学院大学 元教授 堀 越芳昭
組合における職員の地位と役割を明確にし、協同組
今回の特集「協同組合における職員の地位と役割

合の理念と日常業務をつなげ、組合員と職員との関

Ⅱ」は、先の2016年『協同組合研究誌 にじ』夏号に

係性を高めていくための「協同組合職員論」につい

おける特集「協同組合における職員の地位と役割」

て理論的かつ実態に即した研究を行うことにあった。

に次いで組まれたものである。2015年に本研究のた

48

めのＪＣ総研「協同組合における職員の地位と役割

論考編１：杉本貴志「協同組合職員についての予

研究会」が設立された。同研究会の研究課題は協同

備的考察 ― いわゆる『日本型生協』を中心に」
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【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2017年夏号の概要紹介

杉本氏は本論文で、協同組合の「労働」と「職員」

これまで、協同組合への主体的参加者は組合員で

のあり方について、 生協運動を中心に、 その問題と

あり、雇用労働者たる職員は、協同組合の構成者と

その背景を整理することを課題とする。 まず歴史的

しては二次的な存在であるとの見方が採られ、協同

検討として、イギリス協同組合運動・ロッチデール公

組合職員労働の独自的な位置付けが欠落し、職員労

正先駆者組合の経験から「協同組合運動における２

働の独自的機能への関心が希薄であったとして、田

つの転換」
（１つは「組合員と職員との分離」、２つは

中氏は、 先行研究として、 協同組合職員を組合員と

「協同組合における組合員主権の確立 」）によって、

ともに事業に主体的に関わる者となす藤田教氏、 お

組合員と職員の関係が、 株式会社形態の小売業の

よび組合員のさまざまなくらしの労働と協同組合職員

株主や顧客、 労働者との関係に接近していくことと

労働を統一的に捉える田中秀樹氏の研究をフォロー

なったとする。このようにしてヨーロッパでは、協同

し、
「協同組合の職員労働の特質」の解明に向かう。

組合における「労働 」は協同組合からは忘れられた

そこでは次の４つの役割が提起される。①事業を

問題となってしまったという。イギリス・ヨーロッパの

通じた組合員ニーズ（くらし・仕事の支援）の把握・

歴史研究を踏まえた所論として受け止めたい。

充足。②職員自身・および組合員自身の自己組織化、

かつての無店舗・班別共同購入を中心とした「日

民主的な運営への参画。 ③社会的課題の把握と対

本型生協 」においては、 組合員の事業活動への積

応を、 協同組合の理念に立って展開することで、 組

極的参画とともに職員の役割が大きくなったが、 女

織の「社会化」をはかる。④協同組合、職員、組合

性の社会進出・ 専業主婦の消滅などから班別共同

員が、 市民として現代社会の積極的な構成者として

購入が困難となり、 それに代わって「個配 」が主力

機能していく。

業態になり、配送が大きな問題となった。個配の配

そして「各協同組合における施策・ 取り組みと職

送要員を「外部雇用 」の人材利用に託し、
「外部委

員の役割の醸成」として、ＪＡあつぎ、ＪＡ京都にの

託」や「非正規労働者の雇用」が進み、生協による

くに、ＪＡ兵庫六甲、以上３つのＪＡの施策・取り組

子会社の設立、 他方で直接雇用の試みや組合員に

みと、職員の役割の醸成との対応関係を解明する。

よって組織されたワーカーズコレクティブに業務を委
託するといった動きがある。

実践編１：毛利敬典「組合員のつながりと共感を

最後に生協の職員労働は複雑多様となっており、

生み出す職員の意識と行動」

消費生活だけでなく、
「労働」にも正面から向き合う

本論文は、多くの単位生協において長年にわたり

こと、生協の現場を正確に把握して評価することが

相談役などの仕事に従事してきた経験から、生活協

求められていると結ぶ。 新しい切り口による、 生協

同組合の共同購入事業における優れた職員の世界を

を中心とした「職員論」として最新の生協に切り込み

探り当て、そこから見えてきたものは何かを明らかに

問題の所在を明らかにしている。

する。そこには報告者の核心的立論が提示されてお
り、当研究会の「協同組合職員の地位と役割」研究

論考編２：田中夏子「協同組合職員労働の可能性
と課題―暮らしを支える事業の創出・継続・展開

にも大きな示唆を提示するものと思われる。
まず氏は、共同購入事業において「担当者の姿勢
が業績と直結していた」ことを突き止めた。
「担当者

の担い手としての『役割』とは」
本論文は筆者によれば、雇用労働者でありつつ、

の姿勢」とは何か。 氏は共同購入における組合員と

同時に協同組合運動の担い手ともされる、いわば二

の関係が担当者の受け持っているコース全体の供給

重性を備える協同組合職員労働のあり方をめぐり、

高に影響をもたらしているといった仮説に立っていた

その特質を「職員の役割」として検討することを目的

が、 それは次のような確信になったとする。 すなわ

としている。

ち、ある担当者の振り返り交流における記述文章の

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』2017年夏号の概要紹介
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「担当者の思いを組合員に向けることで、組合員と思
いが共感できてくる、 それが組合員の満足となって、
供給に結びつく」の言葉に確信したのである。
また氏は次のようないくつかの事例を取り上げる。

中心の運営となっており、 正規職員の負荷軽減と非
正規職員の主体的参画が課題です」と整理される。
「全国生協職員意識調査 」
（2013年）の結果によ
れば、 一般小売業と比較した生協職員の職場満足

「組合員をつなぐ担当者」では、組合員のくらしの知

度が低いことに衝撃を受けるが、その主因は「労働

恵を担当者が聞き、それを伝えることで、組合員の

時間・休日」に関わることであるという。基本的な人

くらしへの関心が呼び覚まされ、 自らもその知恵・

事労務上の問題ということもできる。 また従業員満

工夫を担当者に投げ掛け、こうして、ニュースを介し

足度と因果関係が強いものとして、 経営伝達機能

て組合員がつながって自らのくらしづくりを行って、

（理念、ビジョン、方針を含む）との関係に強い正の

ネットスーパーや食材配達の世界にはない、生協の

相関が見て取れ、 経営伝達機能を強化することで

共同購入ならではの世界が生み出されていった事例

従業員満足度を高める可能性があることを意味して

が紹介されている。

いると評している。

「聞くという行為の大事さ」の項において、 その１

「全国生協職員意識調査 」
（2015年）の結果によ

つに「組合員が自らをお客さんという位置に引き下げ

れば、ハーツバーグの理論から、生協職員は「動機

てしまうことを防いでいる」という位置付け、２つに

づけ要因」において満足度が高く、
「衛生要因」にお

「その人が、自分のくらしについて、何を考え、何を

いて小売業よりも低いといった特徴を検出している。

感じているのか、 そして、 生協事業に何を期待して

また同理論に基づいた分析からいくつかの特徴を引

いるのかを感じとる感度が大切なんだ」との言説は

き出して、５つの課題を提示する。①組織への連帯

深い問題が含意されている。

感、キャリア形成と自律、②高い知的好奇心に応え、

「優れた担当者を育てるマネジャーの特徴」の項で

理念共感や自律した働き方を促進、③管理職の役割

は、基本的なリーダー像が示される。最も重要なの

（連結機能）、 ④生協間・部署間との連携推進への

は氏が示した優れた担当者の特徴を促進することで

「適切なアプローチ」、⑤衛生要因の改善。この５つ

あるかもしれない。 全体として、 本論文では「担当

はこれらの調査から導き出されたものであり、 全体

者の姿勢」
「組合員との関係」
「思いの共感」
「つな

として検討に値する課題である。

がっているという実感」などの言葉が散りばめられて
いるが、 こうした協同組合に関わって「思い」
「実

実践編３：田嶋康利「労働者協同組合（ワーカー

感」など「心意」の領域の重要性に目を向けることが

ズコープ）における組合員の意識の変化と社会的

求められているといえよう。

役割―運動・ 事業の歴史とセンタ ー事業団組合
員アンケート調査結果より―」

実践編２：村田二三男「生協職員の意識実態と人
材育成」

役割の調査研究の一環として、
「協同労働の組合員」

本論文は、日本生協連において実施されてきた人
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本論文は、 各種協同組合における職員の地位と
について検討する。

事労務に関する調査（①人事労務実態調査と②職員

センタ ー事業団の全組合員を対象に、2001年以

意識調査）の結果に基づいて論じられている。人事

降過去５回にわたって「仕事と暮らしに関するアン

労務実態調査（2015年）の概要として、 日生協加盟

ケート」を実施してきた。 ①2001年、 ②2004年、

生協の職員の基本的な事項の調査が、 上場小売業

③2007年、④2010年、⑤2012年の５回である。長

における状況との比較の上で論じられている。 そこ

期にわたって継続してきた調査であるので、 特徴的

では、生協の人事労務上の問題点が概括的に示され

な時系列的な変化を看取することができるかもしれ

る。その結論部分では、
「生協の店舗事業が非正規

ない。 アンケートでは、
「経営の参加意識 」、
「事業
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計画づくり」への参加、
「よい仕事の意識」、
「２カ月

を提示した。各論題テーマと執筆者は表２のとおり

出資の関係」の４項について特に分析しているが、

である。

「経営の参加意識」の推移は〔28.2％― 32.6 ― 53.4
―21.0―45.1〕
、
「事業計画づくり」への参加の推移
は〔24.8 ％ ―31.0―58.0―38.0―45.1〕
、
「よい仕事
の意識」の推移は〔34.2％―35.6―？―63.5―49.5〕
、
「２カ月出資の関係」の推移は〔43.5％―42.5―38.0
―39.4―52.0〕であった。 こうした動向の変化要因

特集解題：ＪＣ総研 協同組合研究部長・主任研
究員 前田健喜
2016年11月30日に「協同組合において共通の利
益を形にするという思想と実践」
（以下「協同組合の
思想と実践 」
）がユネスコの無形文化遺産に登録さ
れた。

は何に求められるのであろうか。研究者による分析

「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表 」
（以下

が紹介されているが、その上で本論文では、組合員

「代表一覧表 」
）への記載は、 無形文化遺産条約を

アンケート結果に見る「よい仕事・経営参加・協同

批准した国（締約国 ）からの提案に基づきなされる

労働」として、
「よい仕事と協同労働」の意識が半数

が、 本案件を提案したのはドイツであった。 同じ日

から半数以上を超えており、30％程度の「経営への

の政府間委員会で、日本が提案した「山・鉾 ・屋台

参加意識と仕事おこし」
、
「事業計画づくり」より高く

行事」の代表一覧表への記載も決定された。
「山・

なっているとする。このアンケート結果の分析は、さ

鉾・屋台行事」については、広く報道がなされたが、

らに豊富な内容を提示することになるかもしれない。

ドイツからの提案による「協同組合の思想と実践 」
については日本での報道はなかった。 国際ライファ

ミニ特集：無形文化遺産に登録された「協同組合の思想と実践」

イゼン連盟からのメールでこのことを知った会員団体

ミニ特集は、
「無形文化遺産に登録された『協同

からＪＣ総研へ情報が寄せられ、これを受けて日本

組合の思想と実践 』」をテーマとした。 当総研協同

協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）が12月14日にプレスリ

組合研究部長の前田健喜が、 次のとおり特集解題

リースを発表したのが、 日本語で広く発信された初
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めての情報であったと思う。

ツェ＝デーリチュ（1803 〜 83年）と農村信用組合の

今回の特集は、 日本の協同組合の関係者からの

創始者ライファイゼン（1818 〜 88年）の業績や彼ら

本件に関する詳しい内容や背景についての情報を求

の遺した知的財産の維持・普及を目的とする団体の

める声に応えるため、

立場から、 これらのプロセスを紹介するとともに、

①今回の登録の内容・プロセス・背景などについて

この登録が協同組合の仲間を大いに元気づけたこと、

できるだけ正確に伝えること

ドイツのメディアでも好意的に広く取り上げられたこ

②それを踏まえて、 日本の協同組合としてどのよう

とを述べ、この登録を受けて協同組合の思想をさら

に受け止めるべきかを提起すること

に発展させていくことが重要としている。 なお、 来

を目的としている。

年2018年はライファイゼン生誕200年に当たり、 今
回の登録が「ライファイゼン・イヤー 2018」の口火を

各論文・対談・資料はいずれも、目的①②の両方
に資するものではあるが、以下ではあえて、それぞれ

二神論文については、登録を規定している無形文

を両目的に振り分けながら、解題を進めていきたい。

化遺産保護条約に関して、 条約採択の背景、 条約

上記の目的①に資する最初の論文として、 まずヴ

の概要、 無形文化遺産とは何か、 締約国の役割、

ルフ論文が、ドイツのユネスコ委員会副委員長、無

代表一覧表の趣旨、 登録（inscription。 二神論文

形文化遺産専門家委員会委員長の立場から、
「協同

にあるように「記載 」と訳されることも多い）に至る

組合の思想と実践」の現代社会における重要性につ

プロセスなどについて詳細に解説するとともに、
「協

いて多くの論者を引きながらさまざまな観点から評

同組合の思想と実践」が登録されるに至る協議過程

価している。 人々が参加し連帯して共通の社会的・

についても紹介し、 今回の登録をどのように受け止

文化的・経済的利益のために働く組織であること、

めるべきかを提起している。 本特集の目的として上

民主主義の原則に基づくこと、 誰にでも開かれてい

述した２点に関していうと、 二神論文は、 背景を含

ること、柔軟性・創造性を持つこと、コミュニティー

めた内容豊かな解説として目的①に資するとともに、

に根差していること、社会的課題の解決に有効であ

目的②に向けた提起ともなっている。

ること、持続可能性に貢献すること、新たな環境へ
の適応力があること、などなど。ドイツ社会に根差
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切ることになったとのことである。

以上を踏まえ、以降の対談・論文を主に目的②に
資するものとして収録している。

しつつもドイツに限定された実践ではないことも述べ

まず関・大高・吉森による対談は、今回の登録を

られている。また、他国の国内目録や代表一覧表に

機に、どのように協同組合の価値を日本で広めてい

これまで登録された協同組合に類似する社会的な協

けばよいのか、をテーマに実施された。登録の背景

同の形態を持つ案件も紹介している。 ドイツのユネ

となったドイツの協同組合の状況、とりわけ2006年

スコ委員会が、
「協同組合の思想と実践 」をいかに

の改正協同組合法により小さな協同組合が自由に設

高く評価して、ドイツ最初の代表一覧表への記載案

立できるようになり、市民が「つくるところから、自

件として提案したかを読み取っていただけると思う。

分が参加する」という協同組合活動により容易に関

ヴィルデ・ツォルク論文もまた、目的①に資するも

われるようになったこと 、ユネスコなどへの提案プ

のとして、
「協同組合の思想と実践 」のドイツ国内目

ロセスでの組合員の参加の状況などを踏まえ、協同

録への提案・ 登録、 さらに人類の無形文化遺産の

組合の価値や魅力は協同組合の日々の活動のなかで

代表一覧表への提案・登録を主導した２団体である

こそ形成され伝えられていく、ということが３者から

ドイツ・ヘルマン・シュルツェ・デーリチュ協会およ

語られている。

びドイツ・フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ライファイ

続くグールド論文は、国際協同組合同盟（ＩＣＡ）

ゼン協会（それぞれ都市信用組合の創始者シュ ル

事務局長チャールズ・グールド氏のブログからの転
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載で、ＩＣＡ事務局長の立場から今回の登録を評価

世界中の「協同組合の思想と実践 」を代表するもの

している。

として今回の登録がある。

これらを受けて、 ＪＪＣ委員長・ＩＹＣ記念全国

（イ）の疑問に対しては、ヴルフ論文をはじめ、さ

協議会代表であるＪＡ全中奥野会長から、日本の協

まざまな面から語られた協同組合の現代的な有効性

同組合として今回の登録をどのように受け止めるか、

が、
「無形文化遺産 」とは過去のものではなく、 現

語っていただいた。

在も生き日々実践されているものだと伝えている。な

さらに、 主に特集の目的①に資するものとして、

お、 この点については、 無形文化遺産保護条約が

資料１〜３を収録した。資料１の提案書は、申請の

「無形文化遺産は、世代から世代へと伝承され、社

内容・背景について理解するための包括的な資料で

会及び集団が自己の環境、自然との相互作用及び歴

ある。資料２のユネスコ政府間委員会の決定からは、

史に対応して絶えず再現」するものとしていることも

「協同組合の思想と実践」の何を同委員会が評価し
たのかを読み取ることができる。 資料３はドイツが

付記したい。 この「再現 」は英語ではrecreate、 す
なわち「再創造」という意味も含んでいる。

無形文化遺産保護条約の批准を前に、 国民にその

（ウ ）の疑問に対しては、 関・大高・吉森対談に

意義を伝え、参加を呼び掛ける文書であり、ドイツ

おいて、
「協同組合の思想と実践」を日々の協同組合

の無形文化遺産に対する考え方を知ることができる。

の活動のなかで形成し伝えていくことが重要と提起
されていること、 奥野論文での「協同組合に参加し、

今回の登録の意味について、あり得る疑問として

協同組合で働く私たち一人ひとりの日々の取り組み

次の３つがあるように思う：
（ア）ドイツの提案による

が協同組合の思想と実践を形づくっていると思いま

ものであり日本の協同組合とは関係ないのではない

す。だからこそ、協同組合原則にあらわされるような

か。
（イ）
「無形文化遺産 」というものは過去のもの

『協同組合の思想 』を大切にしながら、 協同組合が

で抛っておくとなくなってしまうものではないか、 協

社会の変化とともに変わっていくことが必要です」と

同組合をそのように扱われたとすれば、 われわれ日

の指摘、 さらに二神論文での「無形文化代表一覧

本の協同組合関係者として喜ぶ筋合いのものではな

表に記載された『協同組合』を実践することは、 ど

いのではないか。
（ウ）
「保護」というのはそういった

この誰であってもできる。それぞれの担い手が協同

過去のものを後生大事に保存しておくことで、 日々

組合に関する活動の振興や継続を図ることが、無形

現場で組合員・地域の課題に取り組むわれわれ日本

文化遺産の保護であり、そのことで、代表一覧表に

の協同組合関係者にとって、 あまり意味がないので

記載された案件に自分たちも実質的に加わることが

はないか。

可能である」との端的な記述をはじめ、本特集全体

これらの疑問に対して、本特集全体を通じて答え

を通じて、無形文化遺産が現在も生きたものである

られていると思うが、筆者として特に答えを示してい

こと、
「協同組合の思想と実践」に日々新たに取り組

ると考えている部分を書いておきたい。

み、発展させていくことこそが「保護」なのだという

（ア ）の疑問については、 ヴルフ論文で協同組合

ことが、明らかになったと思う。

が「ドイツに限定された実践ではないこと」が述べら

業務ご多忙のなかご執筆いただいた皆さまに感謝

れ、 また、 二神論文は明快に「代表一覧表に記載

申し上げるとともに、本特集が日本の協同組合の皆

された個々の案件は、
『代表として』一覧表に示され

さまの本件に対する理解、 皆さまの日々の取り組み

た無形文化遺産であることから、数多くの類似の活

の意義の再確認や取り組みの発展に資することがで

動（の担い手）も、記載された案件は同様の無形文

きれば幸いである。

化遺産の代表として、 その存在を世界に示している、
と考えるのが適切であろう」と述べている。つまり、

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

どの時代にも常にその時代に適

鈴木 丈織

活動です！

これらのポイントを意識しながら
グローバルリーダーとして実践的な

したリーダーが求められます。その
時代特有のリーダーにふさわしい必

グローバルリーダーの資質要因を
意味を感じて創り

には、
「ＪＡ綱領 」が決め手になり

それは、必ず前の時代よりもステッ

ながら生きる！」という実存心理の

ます。 グローバル化への先駆けの

プアップしていなくては認められに

立場から今回もそのポイントを提案

理念です。

くいものです。そして、その時代特

したいと思います。

要不可欠な資質や要件があります。

「共に生きる！

「ＪＡ綱領 」の理念を踏まえた職
場での職務実行は、 世界に通じる

有のリーダーなら自社や人材のパワ
ーアップ、レベルアップを実現して

●「自立の 強 靭さ」を 持って、 積

グローバルリーダーとしての資質と

くれるはずだ、という安易な期待を

極的に何事にも率先して「自主的な

なるものです。

抱かれてしまうのです。

関わり」を求めること。

人の「幸せづくり」を目指し奉仕
する「ＪＡ活動」は、水と食べ物の
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行動の資質を磨き、 発揮するため

●得意不得意や難易度により自分

グローバルリーダーとして持つべ

の取り組み方を変えるのではなく

き最小限の気概６ポイントは以下の

「最善の自分で参加する」こと。

とおりです。 英語によるビジネスで
は意外に必要なポイントです。

安定化で人の命を養います。 周辺

●枠にかかわらず遠慮のない調和

環境の緑化で人の心の健やかさを

の姿勢で「平等で対等な機会均等

育みます。 その安定的維持と発展

のやりとり」をさまざまに実践するこ

を推進するための組織力は、 柔軟

と。

で強固な柳のように弾力性に富んで

●場面を共にし、協調する方々の努

に賛成と反対の立場の両方からの

います。 地域の環境や文化と密着

力や結果に「価値や意味を認める

視点を持つことです。意見やデータ

した人を優先する創造主体の組織

視点 」を持って達成行動の一歩を

の読み方、１つの事実や根拠から是

活動です。

踏み出すこと。

と非の結論を導き出しておくことで

そのＪＡ精神はそのまま、今のグ

●もちろん「評価、 分析、 把握、

す。そしてそれを克服して意見を正

ローバル時代に求められるグローバ

検証、 仮説 」の習慣化もグローバ

すようにしておくことです！

ルリーダーの姿そのものです。
「農」

ルビジネスには不可欠だと認識する

を核にした日本が世界に誇る組織

こと。
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①「正義」の気概
考え方や準備をするには、 同時

討論や討議（debate）、言い換え
ると「言い負かし合い」です。これ

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（22）】
グローバル時代を生きる職員の資質―Ⅲ

が、 誰もが納得できる主張となり

④「初陣」の気概

哀の心理です。シルバーでも満足で

ビジネスは常にプラスの結果を生

きません。常に相手に支援しアドバ

ているか」と問い掛けてみましょう。

み出していかねばなりません。
「勝

イスする気持ちを示すことです。 相

グローバルリーダーのリーダーた

利の連続」への挑戦です。しかし、

手の欲して求めることに手を貸す

る所以は「正義 」の主張の可否な

人の意欲は浮き沈みがあるのが自

姿勢は、 どんな相手も打ち負かせ

のです。

然です。だから、少しうまくいけば

るゴールドの実力を培います。

「正義」となります。
「道理にかなっ

それに甘んじて安心したい気持ち
が出てきます。

②「挑戦」の気概

グローバルリーダーの輝きを秘め
たオーラの源です。

人が目的達成を目指してワンラン

世界ビジネスは、生易しいもので

クアップに「挑み、挑ませる勇気」

はありません。 一時的な新鮮さ、

を培うための深い愛の実践です。

意欲であってはいけません。 常態

あなたは、相づちを打ってはいけ

世界ビジネスは、常に一歩も二歩

的にさらに次の勝利を目指す意欲

ません。ただじっと相手を見つめて

も先行するリードの認識で展開を求

がなくてはならないのです。信頼性

話し終わるまで待つ忍耐を示しなさ

めています。
「このくらいでよしにし

への疑問を持たれてはならないから

い。 不用意なうなずきや相づちは、

よう！」などと悠長な妥協はありま

です。

あなたが同意したものと誤解される

せん。自分との闘い以上の、ライバ

「初陣に惰性も敗退もなく、 勝利
のみぞある！」の一念です。

ルとの闘いが実情です。
グローバルリーダーの基本姿勢

グローバルリーダーにマンネリは、
似つかわしくありません。

の認識です。

⑥「洞察」の気概

からです。それでも日本人は、チラ
ホラついつい首を縦に動かしてしま
います。トラブル誘発です。
「YES or NO and What ？」
の意思表示を明確に自分自身が持

⑤「 凌 駕」の気概

③「好奇心」の気概

たなくてはなりません。

人の幸福のゴールは果てしなく先

相手より秀でる決意です。今より

コミュニケーションの促進より内

にあります。 今は、 ただの中間点

一段ずつ上り詰めていく決意です。

容理解を優先することも、あえて真

です。 ほどほどの満足は、 敗退と

ブロンズコレクターでは、 屈辱と悲

のグローバルリーダーの責務です。

従属を意味するだけです。さらによ
り良くしていく追究の気迫を求めま
す。
「 どうしたらこんなに良く仕上が
るのだろう？」
「何でこんなに人気が高いのだろ
うか？」
「もっと他にはないのか？

メカ

ニズムはどうなっているのか？」
中傷合戦ではなく、原因や方法、
発見を追究したり探求する決意あ
る行動が必要です。
グローバルリーダーは、穿孔を開
けて切り開く追究心に価値を置きま
す。

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（22）】
グローバル時代を生きる職員の資質―Ⅲ
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協同組合間連携の強化に向けて
〜事業再編を踏まえた新たな事業展開〜
ＪＣ総研 企画総務部

前号（VOL.41）でもご案内いたしましたとおり、
当総研は、平成 29（2017）年度から、これまでＪ
Ａ全中が担ってきた日本協同組合連絡協議会（Ｊ

＜「中期三か年計画（平成 28 〜 30 年度）」の一
部変更＞

事業再編に至った情勢認識を加筆した上で、

ＪＣ）などの事務局機能を引き受けるなど、協同

事業分野の変更に伴う基本的使命、三か年の重

組合間連携に関する分野を事業の重点の１つとす

点実施事項の変更を行うとともに、事業再編や情

るとともに、連携強化に向けた取り組みを一層強

勢変化を踏まえた部門別の事業計画の見直しなど

化するための検討を始めました。一方、当総研が

を行いました。

平成 28（2016）年度まで実施してきたＪＡなどに

特に、重点実施事項として、
「ＪＪＣの要請を受

対する経営相談機能（人事コンサル、労働法務、

けた協同組合間連携を促進する新たな組織を担う

調査・セミナー、ファーマーズマーケット）を、Ｊ

ことの検討」を追加するなど、新たな事業展開の

Ａ全中へ移管しました。

方向性を示しました。

定款の組織目的や中期計画の一部変更
今次の事業再編に伴い、当総研では、
「定款」
を一部変更するとともに、
「中期三か年計画（平成
28 〜 30 年度）
」の一部変更を行うなど、組織の目

なお、見直し後の定款および中期三か年計画
については、当総研ウェブサイト内「ＪＣ総研につ
いて」のページに掲載しています。
http://www.jc-so-ken.or.jp/about/

的や事業範囲および事業重点などの見直しを行い
ました。

平成 29 年度事業の重点
新たな中期三か年計画に基づき、平成 29 年度

＜「定款」の一部変更＞

は、ＪＡグループの自己改革や日本の協同組合間

事業分野の変更に伴い、目的や事業範囲を見
直すとともに、第３号会員の要件を明確化しまし

連携を一層推進していくための調査・研究・発信
に、重点的に取り組んでいます。
特に、ＪＪＣからの要請を受けてその事務局機

た。
具体的には、第３条（目的）から「人事管理等

能を担うとともに、協同組合が自らその可能性を

に関する調査研究」を削除する一方、同条および

広げていくための協同組合間連携の一層の強化に

第４条（事業）に「協同組合間の連携強化等に関

向け、情報発信などを含めて取り組んでいます。

する調査研究」を追加しました。また、第５条（総
研の構成員）において、第３号会員の要件として、
「農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産
業協同組合法又は森林組合法等に基づき設立さ

事業再編を踏まえ、新たな事業展開を進めてい
る今年度においても、引き続き、会員および関係
各位のご支援とご協力を心からお願い申し上げま
す。

れた協同組合」と明示しました。
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【企画総務】協同組合間連携の強化に向けて

務

編 集 後 記

事業再編に伴って経営相談機能がＪＡ全中に移管されたため、本誌から人事管理、労働法務、ＦＭ（ファーマー
ズマーケット）の３企画がなくなった。人事管理、労働法務といった記事の制作に携わったことがなかった編集子
は、人材開発、モチベーション、ハラスメント、雇用機会均等・促進、雇用保険、賃金……など、毎号その内容に新
鮮な刺激を受けていたページだった。働く者にとってとても大切な内容が書かれているにもかかわらず、制作という
関わりがなかったら読まずに飛ばしていただろうなと思うと、冷や汗が出てくる。
また、わが家からそう遠くないところにＦＭが新規オープンしたこともあって、ポイントカード会員になってＦＭの
利用を始めた。スーパーマーケット銀座とも呼べる地域で、彼らがどんな価値を提供し、どう地域の消費者に受け入
れられて輝いていくのか、楽しみに見ている。
季節は梅雨。音もなく降る雨を見ていると、この歌を思い出す。1983 年、イタリアの男性歌手ガゼボ（Gazebo）
が歌った『 I Like Chopin』
。日本ではユーミンこと松任谷由実が日本語詞を付けて、小林麻美がカバーして 1984 年
ヒットした『雨音はショパンの調べ』
。
知っている方も少なくないと思うが、
「雨の日は、ショパンとともに僕とのことを思い出してほしい」といった内容の
男性が主役の詞が原曲。しかし、日本語詞は「やめて

そのショパン

想い出ならいらないわ」という女性側からの

返歌になっている。
この仕掛けを知ったときのショックは大雨に打たれたように大きかった。ユーミンの「才」にただただ驚き感動する
ばかりだった。
（編集スタッフ 加藤文英）

女性は「占い」が好きだ。星占い、血液型占い、姓名判断、手相など、種類を挙げれば切りがないのだが、たい
がいの場合、どんな占いであれ「当たってる！」と盛り上がる。
・・・

私はというと、実は占いにまったくといっていいほど興味がなく、信じてもいなかった……ある経験をするまでは。
まだ独身だったころのことだ。仕事に行き詰まりを感じ、友人に相談したが堂々巡りで答えが出ない。すると友人
が「銀座にとてもよく当たる占い師さんがいるらしいから、気分転換に行ってみようよ！」と提案してくれた。普段な
ら絶対に乗らないところだが、何かにすがりたい気分だった私は、友人に手を引かれるがままに、銀座の路地裏をく
ねくね進んだ先にひっそりとたたずむ、小さな館を訪ねた。
怪しげな占い師が登場するのかと思いきや、椅子に座っているのは普通の「おばさん」。疑心暗鬼ではあったもの
の、仕事上の悩みを打ち明けると、彼女は私にこう告げた。
「あなたには常に強い味方が付いている。これは運命
だから、これから先、何も心配しなくていいよ」
「占いは信じない」なんてウソ八百、私は彼女の言葉にほっと胸をなで下ろした。占いとはカウンセリングのようなも
ふっしょく

の、重苦しい気分を払 拭 してくれた占い師に感謝しつつ、能天気に銀座の街に繰り出した私たちであった。
面白いのはその後のお話。その占いは、１回につき２つの悩みまで相談に乗ってくれるシステムだった。当時すで
い

に「嫁き遅れ」ていた私は、恋愛についてもとっくに興味を失っていたのだが、せっかくなのでと、仕事の悩みの「つ
いで」に結婚運をみてもらった。すると「来年の秋に素晴らしい出会いがある。あなたさえその気になれば、大きな
たくせん

幸せが待っている」とのご託 宣が！

ま〜たまた。今さらそんな劇的なこと起こるわけないじゃん。でも気分いいか

らお言葉だけ頂いておこう、と聞き流した。
そして時がたち、占いに行ったことすら忘れていた翌年の秋。出会ったのである、現在の夫に……！
はっ け

さて皆さん、当たるも八卦、当たらぬも？……（笑）。
（基礎研究部 主席研究員 小川理恵〈編集総括〉）

ご意見・ご感想をおよせください
『Ｊ C 総研レポート』は、一般社団法人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頂き、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：0

3-3268-8761

〒 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

一般社団法人Ｊ C 総研『Ｊ C 総研レポート』編集部

宛
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好 評 発 売 中 ！
！

ＪＣ総研ブックレット （Ａ５判・並製／各 750 円 + 税）

ＪＣ総研では、研究成果を広く発信することを目的に、農業書を中心に幅広いテーマを扱う「筑波書房
ブックレット」の一環として、
『ＪＣ総研ブックレット』シリーズを刊行しています。

No.16

No.17

No.18

中山間直接支払制度と
農山村再生

ヨーロッパの先進農業経営

農業を守る英国の市民

経営・環境・エネルギーの持続性に挑む

和泉 真理 著

橋口 卓也 著 小田切 徳美 監修

和泉 真理 著

「中山間直接支払制度」が開始された当時、この制
度がいろいろな画期的な仕組みを持っていたことも
あり、注目され期待が集まった。同制度の実施に至
る経過を振り返りつつ、実績の推移について確認す
る。その上で、制度実施を機に活性化活動に本格的
に取り組んできた３つの地区を事例として紹介し、
いかなる教訓が得られるのかを検討する。

図司 直也 監修

村田 武 監修

先進的農業経営というと「規模の経済」の発揮にばかり
目が向きがちだが、ヨーロッパの先進的農業経営は、家
族農場だけではなく企業的農場でさえも、経営・環境・
エネルギーの持続性を目指して経営を多角化し、地域に
も貢献するような農業を営んでいる。イギリスとドイツに
おける先進的農業経営の事例は、多様で資源の限られた
日本で農業経営が発展するための方向を示唆している。

英国の市民は、ファーマーズ・マーケットの運営、環
境保全団体への支援、出資による農場の所有を通じ
て、地元の中小規模の農業、環境に優しい農業など、
多様な農業を支えている。食品の購買行動からさら
に踏み込み、さまざまな関わり方で農業を支援する
英国の市民の姿や、日ごろは農業に接する機会の少
ない市民に農業を知ってもらう
「オープン・ファーム・
サンデー」の取り組みを紹介する。

最 新 刊

No.19
よそ者と創る新しい農山村

No.20
地域運営組織の課題と模索

田中 輝美 著

山浦 陽一 著

小田切 徳美 監修

小田切 徳美 監修

日本で今、
「田園回帰」
と呼ば

本書は農山村再生のプラッ

れる新しいうねりが起きてい

トフォームとしての役割が期

る。都市に暮らす人々の農山

待されている地域運営組織

村への関心が高まり、移住す

を取り上げる。コンセプトは、

る人が増えているのだ。本書

優良事例、サクセスストーリ

では、移住者という
「よそ者」

ーの紹介というよりも、行政

と力を合わせて再生を実現

の関与の下で設立、運営され

した、島根県の江津市と海士

ている組織において、
どのよ

町の事例を紹介。２つの現

うな課題が生じ、原因がどこ

場を踏まえ、
どんなよそ者が

にあり、課題克服のためにど

農山村に移住しているのか、

のような取り組みが始まって

そしてどうやって住民と農山

いるのかの検討である。現場

村再生にチャレンジしている

の模索、試行錯誤のリアルな

のか、その実相に迫り、新し

姿を明らかにし、地域運営組

い農山村の姿を展望する。

織のあるべき姿と必要な支
援策について考える。
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