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秀則

戦略的１県１ＪＡ構想

最近、１県１ＪＡ構想を打ち出し、検

生かしたものでなければならず、積極的

討する県が、西日本を中心に増加してい

な事業展開と組合と組合員との意思疎

る。

通は担保され、信頼厚いＪＡでなければ

安倍政権による、現場実態やＪＡの主
体性を無視する「農協改革」が推し進め

信用事業はＪＡバンクシステム、共済

られているが、ＪＡの総合事業体の解

事業はＪＡ共済システムとして全国均一

体、すなわち、信用事業を農林中金に

な事務取り扱い体制が確立しており、１

譲渡し、代理店となるべきとする改悪案

県１ＪＡにおいても合理的な絵姿は容易

に対し、現場ＪＡの反発、危機感は極め

に具体化できる。

て大きい。

大きな課題は購買事業と販売事業で

こうした「農協改革」のＪＡの総合事

あり、組合と多様な組合員とのアクティ

業の解体、株式会社への転換論に対す

ブ・メンバーシップとガバナンスの確立で

る対抗軸として、戦略的な１県１ＪＡ構

ある。

想を掲げ、検討する県が増加していると
考えられる。

前代表理事理事長
ふ

じ

し げ

お

冨士 重夫

購買事業は地区本部などに分散では
なく、合理的効率的な県統一システムを

このなかでも県域の広さ、人口の多さ、

ＪＣ総研

ならない。

構築することが必要である。

多種多様な農業生産、地域の特性から

販売事業は、まさに地域性、作目特

考えて、福岡県の検討の取り組みは注目

性を踏まえた事業展開ができる体制と、

すべきである。平成 29（2017）年度から

正組合員の意思反映を担保できる、き

県内 20ＪＡから県の中央会へ人材を出

め細かな地域体制をどう構築できるか。

向させて本格的検討に入っており、今後、

販売事業戦略と正組合員の積極的な組

福岡の絵姿や具体策がモデルとなる可

合への運営参画とが融合した新たなシ

能性が大きい。

ステムづくりが必要である。

戦略的１県１ＪＡ構想の根底にあるも

そして、こうした地域密着型の販売シ

のは、信用事業を地域において主体とし

ステムと、信用・共済・購買を合わせた

て引き続き展開し、総合事業体としての

総合事業体としてのガバナンスをどう折

協同組合を発展させ、地域農業の振興

り合わせて構築できるか、具体的な答

と地域社会の活性化を実現する強い農

えを出す必要がある。

業協同組合であり続けたいとの思いがあ

中央会制度が廃止され、会員ＪＡの

る。経営難や赤字、不良債権克服のた

意思により設立される連合会県中、一

めではなく、また将来の経営困難を予測

般社団法人の全中になる時期が迫るな

し先取りした形での１県１ＪＡとは違う、

かで、県中・全中が一体となって、この

まさに「農協改革」を踏まえ、その対抗

戦略的１県１ＪＡ構想の実現に向けて答

軸として攻めの事業展開や執行体制の

えを検討すべきであり、来年のＪＡ全国

強化といった観点から構想が提起されて

大会議案に盛り込むよう取り組みを進め

いると思う。

る必要があると思う。

戦略的１県１ＪＡ構想は、単なる形で
はなく総合事業体と協同組合の特性を

【巻頭言】戦略的１県１ＪＡ構想
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巻 頭 論 説 １

肉用牛産地振興と
土地利用型農業の
新展開をめぐる論点整理

１．問題の焦点をあらためて確認する
和牛子牛価格の高騰に歯止めが掛からない状態であるに
もかかわらず、和牛繁殖経営が減少して繁殖用雌牛の増頭
が進まず、肥育用素牛（子牛）の供給が一層後退するという
異常な事態が 2012 年から続いている（図）。

確かに、2015 年くらいから繁殖用雌牛の飼養頭数がやや
上向きに転じてはいるものの、それが子牛供給の増加に結
実するには 25 カ月程度は掛かるから、子牛の取引頭数の減
少には依然として歯止めが掛かっていない。また、繁殖用
雌牛の頭数に対する子牛取引頭数の比率（図中のＢ／Ａ）は
2014 年からは急激に低下しており、これまで肉用牛経営を

た に ぐ ち

谷口 信和

担ってきた昭和戦前生まれ世代の継続的なリタイアに伴って、
高齢雌牛の淘汰（廃用牛化 ）が同時進行しているものとみ
られる。現地調査でしばしば聞かれる「高い価格での子牛
販売収入は長年の繁殖経営に対する退職金だから、この際、

の ぶ か ず

繁殖用雌牛も一緒に売って、経営をたたむ」という事態が各
地で進行していることを十分に裏付けるデータだといってよ
い。

東京農業大学
農学部 教授

表１のとおり、肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マル
キン）の申請書類から農林水産省によって推計された、17 カ
月齢時点での雌牛頭数中の繁殖仕向け割合は 2014 年上期
には 28.1％にとどまっていたが、2014 年下期からは傾向的
に上昇して、2016 年下期には 35.8％にまで到達しており、先
の繁殖用雌牛頭数の反転増加傾向を裏付けるものとなってい

2
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このような問題意識のもと、ＪＣ総研を事務局として「肉牛
産地振興と土地利用型農業の新展開に関する研究会」を立ち
上げ、現在の肉用牛をめぐる状況をあらためて概観し、繁殖
経営や一貫経営の姿を描き直すとともに、それらの再構築の
課題がどこにあるかを検討した。さらに個別現地調査も実施
し、それらの結果の整理を通じて、課題の実現に向けた提言
を示すことを目指して調査報告書を作成した。本稿はその総
論の抜粋である。詳細な統計分析の部分は結論だけを示す
ことにしたので、関心がある向きはそちらを参照されたい。

２．統計分析の要約
る。しかし、油断してはならないのは同じ表で繁殖仕向け割

統計分析の結果は次のように要約される。

合が高まったとはいえ、17 カ月齢の雌牛頭数自体は 2014 年
上期以降減少から停滞気味にしか推移していないことであ

①国内牛肉生産は、一方で赤身肉や熟成肉といった新た

る。

な消費動向（ヘルシー志向 ）に対応しつつ、 他方では高

これまで農業就業人口の大量の供給層であった昭和戦前

品質でありながらも低価格で安定した供給構造を目指し

世代によって担われてきた和牛繁殖経営は、一方で零細性

て、Ｆ１にも光を当てながら和牛を重視した輸入代替的な

（技術的困難）
・兼業的（専業的たり得ない）
・複合的（稲作

方向で進められるべき状況にある。

との結合）という特徴を持つとともに、他方では１年１産とい

②肉用牛総飼養頭数の減少は肥育用乳用種頭数の減少よ

う肉牛の生理的な制約から肥育牛部門での多頭飼育に対応

りは和牛頭数の減少に、 より強く牽引されており、 生産

した多頭飼育を繁殖部門において実現すること、すなわち

基盤の脆弱化は酪農（乳雄＋Ｆ１の供給）よりも和牛生産

繁殖用雌牛頭数と肥育牛頭数がパラレルな大規模一貫経営

（肉用種経営）において一層激しく進行している。

（肥育用子牛の全頭経営内調達）の実現を阻んできた。従っ

③肉用種経営では表２に整理したように、 雌牛を飼養す

て、表１で示された雌牛頭数そのものの減少・停滞傾向はボ

る繁殖経営と一貫経営の合計は家族経営体や販売農家の

ディーブローのように肉用牛肥育経営にダメージを与え続ける

経営数シェアや総飼養頭数シェアとほとんど重なり合って

可能性が高いシグナルとして受け止めるべきものであろう。

いる。すなわち、販売農家とほぼ重なり合う家族経営体

しかも、黒毛和種子牛価格の高騰はＦ１（ホルスタイン種

が肉用種生産の中核を担い、そこに繁殖用雌牛の85％が

と黒毛和種の一代交雑種）や乳雄の子牛価格高騰に連動し

集積されている（2015年の数字）。 販売農家の動向が肉

ており、肥育牛経営全体の採算割れに直結する可能性があ

用種経営の動向を規定していると見なければならない。

るばかりでなく、乳牛への和牛精液交配を通じたＦ１生産へ

④肉用種経営では繁殖＞肥育＞一貫の序列で経営数の減

の傾斜を引き起こして（Ｆ１バブル）、酪農経営における後継
雌牛確保の後退をもたらすなど、和牛繁殖用雌牛頭数の減
少を伴う和牛子牛供給の後退が、肉用牛・酪農全体の円滑
な経営展開を攪乱する重要な要因になっていることに注意を
払う必要がある。
以上のような問題意識を踏まえれば、全体として繁殖用雌
牛頭数を増加できるような繁殖経営や一貫経営の再構築が
喫緊の課題であることが明らかであろう。

【巻頭論説１】肉用牛産地振興と土地利用型農業の新展開をめぐる論点整理
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３．個別調査結果のまとめ

少が著しく、繁殖経営は2003 〜 2016年で経営数がほぼ
半減した。一貫経営は飼養頭数が増大し、規模拡大が最
も進んではいるが、 繁殖・ 肥育経営における総飼養頭
数・雌牛飼養頭数の減少をカバーすることはできず、自ら
の経営数自体も減少を余儀なくされている。 すなわち、
販売農家を中心とする家族繁殖経営の後退＝危機は一貫
経営化によって克服されているとはいえないのである。
⑤繁殖・一貫経営のうちでは2010年以降は雌牛飼養頭数
50頭以上層だけが経営数・総飼養頭数・雌牛頭数の増加
を実現しているのみで、 それ以下の階層はいずれも後退
を余儀なくされている。すなわち、雌牛飼養頭数の規模
拡大は50頭が分岐点となる大変に高いハードルが待ち受
けており、家族経営の少々の規模拡大は経営の安定性を
担保するものではないという厳しい現実が存在している。
⑥家族繁殖経営のうちの法人経営割合は１％にも満たず、
法人化は繁殖経営としての規模拡大の方向よりも肥育経
営化の方向で進んでおり、多数の小規模繁殖経営の撤退
に伴う繁殖雌牛頭数の後退を食い止める決定的な武器と
はなり得ていない。
⑦こうしたなかで、法人組織経営体の雌牛飼養頭数50頭
以上層は175 〜 250頭という卓越した雌牛飼養頭数を有
しており、特に一貫経営で有力な地位（雌牛飼養頭数シェ
アが9.6％に達する）を占めており、 通常の企業経営とは
異なる性格の経営体の存在（ＪＡの直営や出資型法人な
どを含んだ繁殖センター・キャトルステーション）を予感
させるところである。
⑧販売農家で見れば、繁殖・一貫とも雌牛頭数20頭以上
で基幹的従事者数が２人を超えて、農業後継者確保率が
50％以上となり、専従者の平均年齢が60歳を下回る構造
が実現している。この階層以上では繁殖部門の農業所得
だけで推計家計費を超えていることから、現実の階層分
岐線は雌牛飼養頭数20頭あたりに存在していると見るこ
とができるが、 それはこの間の高騰した子牛価格という
特別の条件下で成立したものにすぎないといえる。 逆に
言えば、 こうした繁殖経営の収益性の「良さ」
（10 〜 19
頭でも農業所得が推計家計費を超えている）にもかかわ
らず、 リタイアが進行するような高齢化と後継者不在の
問題が繁殖経営の最大の課題だということができる。

4

以上の統計分析のまとめを踏まえて、 個別調査結果の整
理を行うことにしよう。表３に一覧の形で整理した。
ここでは、 現場の肉用牛経営が抱えている諸課題を克服
する上で、 ＪＡを中心とした諸組織がどのような支援を行っ
ているかという視点から、 主として①繁殖支援、 ②肥育支
援、③飼料生産支援、④新規就農支援、を取り上げて整理
した。 地域の事情により、 支援の重点や広がりが大きく異
なっていることが明らかではあるが、 ＪＡや地域における肉
用牛生産の水準に大きく規定されており、128億円に達する
肉用牛販売額を誇る、宮崎県・ＪＡこばやしの支援は、幅と
深度において群を抜いていることが明らかであろう。
そこで、ＪＡこばやしの取り組みを１つの物差しとしながら
他の事例を位置付けて検討することが有益であると判断さ
れる。
（１）繁殖支援
ＪＡこばやしでは、 農協が直営で繁殖センターを運営して
おり、 ①妊娠牛の供給（常時100頭飼養 ）、 ②雌子牛の放
牧・販売50頭、③繁殖預託、④市営牧場管理（預託飼育・
ドナー牛飼育）、に加えて、併設する肥育センターで肥育事
業（350頭）も実施している。
妊娠牛の供給→繁殖の預託→雌子牛の放牧・販売→市営
牧場管理（ドナー牛飼育）の流れで、分娩の前後に関わるほ
ぼすべての過程についてＪＡの事業と施設（市営牧場管理を
含め）で対応していることが明らかである。内容的には生産
過程に関わる支援（ＥＴ＜受精卵移植＞から雌子牛の放牧）、
子牛出荷に関わる家畜市場の維持管理（雌子牛の買い取り
による価格維持と雄子牛の買い支えと肥育）の２つが重要で
あろう。
大規模な繁殖牛地帯であるため、 繁殖農家のレベルや支
援の要求の幅が広いことから、多くの課題に対応することは
決して容易ではないが、切れ目ないサポート体制の存在（い
わば「揺りかご」から「墓場」まで）が昨今の厳しい飼養環
境下でも繁殖牛飼養頭数の反転増加を支えている重要な基
礎であろう。
ＪＡこばやしの繁殖センターに相当するのは、 ①ＪＡの直
営型経営として、 長野・ＪＡ木曽和牛繁殖センター（人工授
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精〜哺育）と直営の繁殖事業、②ＪＡ出資型法人による北海

うべきである。

道・ＪＡひだか東のグリーンサポートひだか東（繁殖牛預託・

また、 地域に存在する個別繁殖経営の姿からすると、 Ｊ

子牛販売）、③自治体による北海道・ＪＡみついしの新ひだ

Ａ三次とＪＡ山口中央では個別農家への支援が中心ではなく、

か町和牛センター（繁殖牛貸し付け）、 ④ＪＡ全農長野県本

地域の水田農業における担い手としての法人化した集落営農

部による三岳牧場（ＥＴと子牛の哺育・育成・販売 ）、 ＪＡ

への支援を、放牧を軸とした耕畜連携で実施し、耕作放棄

全農広島県本部によるＪＡ繁殖実験牧場（県下一円の広島牛

地の解消と結び付けているところが重要であろう。その際、

振興システム構築＝個別経営との連携を含む）、⑤ＪＡ・市・

地域に繁殖に関わる技術や経験がどのように存在しているか

県の共同組織による広島・ＪＡ三次のチーム広島牛の取り組

によって、ＪＡ山口中央のようにレンタカウ制度の利用が必要

み（集落営農への水田放牧を通じた繁殖牛導入 ）、 ⑥ＪＡ・

な場合も出てくるであろうし、ＪＡ三次のように経営中止した

県・市町村の支援のもとに設立された地域管理ステーション

酪農家の登用といった地域の人材活用と結合する必要性が

による山口・ＪＡ山口中央の集落営農を通じた山口型放牧シ

ある場合も存在するものと考えられる。

ステム（集落営農間連携）などとなっている。
わずか、 ６地域の事例ではあるが実に多様性に富んでお
り、 地域の事情を無視して一律の支援組織を創設すること

（２）肥育支援
今回の調査では、繁殖経営へのサポートのあり方が研究

がいかに困難かということを物語って余りあるところであろう。

テーマの中心に置かれていたが、集落営農の放牧に取り組ん

また、 こうした多様な支援組織を設けることなくしては肉用

だＪＡ三次とＪＡ山口中央の事例以外では、 ＪＡこばやしの

牛生産の維持は無論のこと、振興を図ることはできないとい

繁殖センターに該当する支援組織は、いずれも肥育牛の出荷
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やそれと密接不可分な市場調整に取り組んでいたといってよ

事情に基づいている。 しかし、 すでに見たように繁殖牛50

い。換言すれば、繁殖支援組織は繁殖に連続する肥育過程

頭以上の規模になると、畑地利用面積が急激に拡大し、牧

にも積極的に関与することが求められていることになる。

草やデントコーンなどの栽培が充実してくるなかで、これらの

ＪＡこばやしでは上述のように、 繁殖センターが大規模な
肥育センターを併設しているだけでなく、繁殖・肥育一貫経

作業の委託要求が拡大する可能性が高まるといってよい。そ
うした事態の予兆はすでに各地に発生しつつある。

営の直接的な創出を目指して、施設リース事業による肉用牛

山口型放牧では、繁殖牛の冬季預託を行う集落営農法人

生産団地が３カ所設置され、９戸で繁殖牛450頭という大規

志農生の里（放牧組合）は、自らが繁殖牛を所有するととも

模な経営体が誕生している。 上述したように、 繁殖牛50頭

に、他の繁殖経営から繁殖牛を借り入れ、耕作放棄地など

規模は経営体としての安定的で持続的な発展を担保する上

に放牧して省力的な土地利用を実現し、 鳥獣被害の軽減を

での重要な分岐点に対応するものであり、個々の経営は団地

通じて地域の耕作放棄地の解消と農業生産の維持を実現す

に隣接する放牧地などで育成牛を飼育しており、一貫経営化

る形で、飼料生産支援組織の機能を果たしているといってよ

による経営の収益性の向上につなげているものと判断される。

い。また、地域管理ステーションの役割を担う集落営農法人

地域で子牛を中心とした家畜市場が開設されている場合、

杵崎の里も水田放牧を通じて冬季の妊娠牛預託・分娩の過

子牛価格の安定を実現する上では子牛の買い支えと肥育事

程を担当することで同じく耕作放棄地の復旧・利用という形

業の実施は不可欠のセットであると思われる。

での飼料生産支援組織の機能を果たしている。

なお、ＪＡこばやしの肉用牛生産団地は新規就農研修事
業の一種と考えることができるだろう。

他の地域ではまだあまり展開していない飼料生産支援組
織は、 規模拡大とともにその意義が急速に拡大してくるもの
と思われ、早急な検討と準備が必要であろう。

（３）飼料生産支援
この点ではＪＡこばやしが突出している。2009年の農地法
改正でＪＡによる直営型経営が認められた折に、全国一早く、

ＪＡこばやしでは、上述のように肉用牛生産団地がこの役

直営型経営であるＪＡファームこばやしを2010年に立ち上げ、

割を果たしているのだが、 恒常的な新規就農支援事業が実

2011年から経営を始めたからである。 その事業内容は、 ①

施されているわけではない。 その意味ではＪＡこばやしでも

借り入れ農地によるコーンロールの生産・販売、 ②コーン

飼料生産支援組織たるＪＡファームこばやしが出資型法人に

ロールの作業受託（収獲調製）、③ＷＣＳ（発酵粗飼料）用

移行して機動性を高めるのに対応して、 新規就農支援事業

稲の作業受託（収獲調製 ）によって繁殖経営などの圃場作

を専門的に担当するＪＡ出資型法人などの経営の位置付けが

業を代替・軽減して、 それらが繁殖牛の飼養管理に特化す

課題として登場してくるのではないか。 その場合は新たな経

るとともに、増頭などを可能にする、というものである。

営体の立ち上げというよりは、繁殖センターのＪＡ出資法人化

酪農地帯ではコントラクター（農作業受託組織 ）と呼ばれ
ているものの肉用牛版ということになる。飼養頭数10頭未満

6

（４）新規就農支援

と新規就農支援事業の導入という方向が最もスムーズな再編
ではないかと判断される。

の小規模・高齢農家の支援から始まり、 次第に規模拡大農

確かに、 他の地域でも繁殖支援組織が新規就農支援事

家や重労働を敬遠しがちな若手農家、 兼業農家などへと支

業に取り組んではいるが、①新ひだか町和牛センターではさ

援の範囲が広がっており、2019年には出資型法人に移行す

ほど熱心に取り組まれているとはいえず、②グリーンサポート

ることが計画され、一層機動性を高めることが企図されてい

ひだか東ではイチゴ、ＪＡアグリ三次では施設・露地野菜が

る。

対象であって、繁殖牛に取り組んでいるわけでない。③これ

酪農に比べてコントラクターの展開が肉用牛生産では遅れ

に対して、 集落営農法人杵崎の里では研修生が積極的に受

ているが、 それは肉用牛生産が酪農ほどには耕地利用と結

け入れられ、 地域定住を通じて法人の次の担い手確保に向

び付いておらず、濃厚飼料（穀類・油 粕類・糠類など、繊維

けた取り組みに着手していることは注目されるところであろう。

が少なく可消化栄養分の多い飼料）への依存が高いという

この表を整理する過程であらためて気付いたことがある。
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それは今回の現地調査が、地域における和牛繁殖経営の担

地域農業の再生・活性化の有力な手段として繁殖和牛の導

い手問題をどのように解決しているかということを問題意識と

入を図る。 そのためにはレンタカウ制度などの研究・普及方

して行ったにもかかわらず、調査報告の末尾で提示された課

針の確立が不可欠である。

題はどこも「後継者」「新規就農者」確保だったことである。

③酪農では、雌雄判別精液の一層の普及を通じて後継雌牛

各事例で後継者・新規就農者確保に関連するさまざまな事

の安定的な確保を図るとともに、 積極的な和牛精液の交配

業や施策が実施されていながらも、 最後のど真ん中の直球

やＥＴなどを活用して、Ｆ１の供給数を増大させる。

がこの課題の直接の解決策ということだったのではないかと

第２は、繁殖和牛頭数の少なくない部分を占める10頭ない

判断される。 その点では最先進地のＪＡこばやしも含めて、

し20頭未満の家族経営を主体とした小規模・高齢農家の繁

新規就農支援事業への取り組みはスタートラインについたと

殖経営を、さまざまな支援組織によって支える仕組みを構築

ころであるといえよう。

し、繁殖和牛頭数の増大と安定的な確保を図ることである。

なお、 補助金や金融支援を含むＪＡによるその他の多様
な支援については表中に整理したとおりである。
ＪＡこばやしの事例で的確に指摘されていたように、以上

その際、古い畜舎や施設の利活用によって、極力コストダウ
ンを図る方策が追求されるべきである。また、実態調査のま
とめを通じて指摘したような繁殖支援組織（繁殖センター・

のような支援組織を多数設置すれば、 どれもが採算が取れ

キャトルステーション）、繁殖・肥育支援組織（肉用牛団地）、

る事業というわけではなく、赤字が必至な事業・期間が存在

肥育支援組織（肥育センター）、飼料生産支援組織（ＪＡ直

せざるを得ない。 だとすれば、 赤字克服のための丁寧な年

営型経営や出資型経営）の設置が有意義である。

次計画を策定するとともに、明確な黒字部門を含めて総合的

第３は、 繁殖和牛経営の単純な大規模化・法人化・一貫

に黒字になる仕組みの構築が不可欠であろう。単に赤字をＪ

経営化は、必ずしも繁殖和牛頭数の増大には結合せず、肥

Ａからの持ち出しで糊塗するだけでは、 事業の持続性・安

育和牛の増加によって実現されているのが現実であるから、

定性は確保されないからである。

大規模化・法人化・一貫経営化が繁殖和牛の増頭を軸とし
て達成されるように、 これらの大規模経営を支える支援組

４．政策提言

織の構築を急ぐべきである。 とりわけ、 アウトソーシング可
能な作業を外部化し、これを集中的に受託する経営体として、

以上の検討を踏まえて、 以下に繁殖牛経営振興に関わる
政策提言を行うことにしたい。

ＪＡ出資型法人を軸として構築することが最も現実的な方途
となる。

第１は、肉用牛生産の方向付けに関して和牛とＦ１に重点

第４は、これまでに十分には取り組まれていない新規就農

を置くことを明確にすることである。 その狙いは決して高級

支援事業について、ＪＡ出資型法人などを軸として構築する

和牛の輸出に置かれるのではなく、輸入牛肉の国産牛肉によ

ことが喫緊の課題である。その際、長期的には大規模経営

る代替の方向を目指すことにある。2017年８月１日から2018

のモデルとなるような水準の規模（繁殖牛頭数で150 〜 250

年３月31日まで冷凍牛肉では1996年以来21年ぶりにスペシャ

頭 ）を目安にして、 週休２日制を実現できるような経営体の

ルセーフガード（ＳＳＧ／特別緊急輸入制限）が発動される

実現に挑戦せねばならない。 こうした大規模経営の飼養管

ような状況下で、国産牛肉の輸出に活路を見出すのは決して

理方式にあらためて放牧・粗飼料生産を積極的に導入するこ

分かりやすい政策選択ではない。

とが求められよう。そうして初めて、若い新規就農者や雇用

その上で、３つの政策方向が求められる。

者の継続的な確保が可能になると思われる。 この点では酪

①ＥＴや双子生産（追い移植）といった最新の技術の確立を

農ではあるがＪＡ浜中町の３つのＪＡ出資型法人が参考になる

通じて、 繁殖牛頭数の増大に依存しない方法での和牛子牛

（ＪＡ全中『新時代への扉を開くＪＡによる農業経営 』2015

の増頭を図る生産・技術体系の普及を目指すことである。

年３月、73 〜 101ページ）。

②集落営農の最大限の組織化・法人化の追求のなかで、耕
作放棄地解消と放牧の活用を通じた鳥獣被害の縮小による
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巻 頭 論 説 ２

女性たちの
主体的な活動を目指して

〜 ＪＡ東びわこの果敢な挑戦 〜

１．ＪＡ女性組織に未来はあるか!?
筆者は今からちょうど２年前、本誌 2015 年秋号（ＶＯ
Ｌ .35）に「ＪＡ女性組織が再び輝くために〜歴史・現状・
課題、そして今後の方向性〜」と題し、小論文を執筆さ
せていただいた。
その際にも触れたことだが、ＪＡ女性組織の最大の課
題は歯止めがかからないメンバー数の減少である。メン
バーが最も多かった 1958 年以降、残念ながら減少の一
途をたどり、現在に至っている。それでは、どのくらいの
減少率なのだろうか。
＜女性組織メンバー数＞
1958 年＝約 344 万人→ 2015 年＝約 60 万人（17.4％）

実に、全盛期（ピーク時）の約６分の１にまで落ち込ん
だことになる。しかし一方、1958 年当時に比べれば、農
家数が大幅に減少していることも、また事実である。
＜総農家数＞
1958 年＝約 600 万戸→2015 年＝約 215 万戸（35.8％）

両者を見比べていただきたい。女性組織メンバーの減
少率は、農家の減少率の２倍を超えているのである。
「こうした減少傾向が続けば、ＪＡ女性組織に未来は
ない」という強い危機感を抱き、今多くのＪＡでは女性組
織メンバーの維持・拡大に向けて、さまざまな取り組みが
なされている。
もちろん、メンバー拡大運動は女性組織を活性化する
ための重要な取り組みである。しかし一方、しっかりした

い た

板野 光雄

目的意識や期待感を持って女性組織に参加する、いわば
「アクティブ・メンバーシップ」を有した女性たちをいかに
増やしていくか……このことも同時に、極めて大切な側面

の

である。

み つ

本稿では、そうした取り組みの一例として、滋賀県・Ｊ
Ａ東びわこの果敢な挑戦を紹介していきたい。

お

家の光講師・
農協問題
研究者

２．ＪＡ女性部改革の軌跡
ＪＡ東びわこにおいて、強烈な危機意識が芽生えたの
は2002年、今から15年前のことである。1998年に5200
人を数えたＪＡ女性部員数が、 わずか４年間でほぼ半数
の2650人まで激減したのがきっかけだった。
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その背景には、 下記のような女性部に対する多くの批

さらに３つめは、この年から「家の光小グループ」を立

判的な意見があった。

ち上げたことにより、総部員数は減少しているものの新規

・勤めに出ている人は、役員を引き受けられないから脱退

の女性部員が増加したことである。
当時を振り返りながら、ＪＡ女性部事務局は、
「おつき

する。
・部費（年間500円）を徴収されるが、 活動に頻繁には参

合い、義理だけで入部していた女性たちが、高齢化する

加できないため支払った分を回収できない。

ことによって少しずつ脱退していくのはやむを得ない。 で

・私たちはＪＡの「物売り」
「小間使い」じゃない。

も逆に、 女性部活動に目的や期待感を持って参加してく

その結果、女性部が支部レベルで脱退するケースが激
増し、いわば女性部支部の「虫食い状態」が急速に進ん
でいった。

れる人が増えたことがうれしかった」と述懐する。
当初は、 女性部員の減少に歯止めをかけることを目指
して始まった改革だが、徐々に目的意識を持つ女性部員、

ここで注目したいのが、 地域婦人会との関係である。

すなわち「アクティブ・メンバーシップ」を持つ女性たちを

ＪＡ東びわこ管内でも「地域婦人会＝ＪＡ女性部」という

増やしていこうという路線に変化していったのではないか

関係性が、ほぼ定着していた。しかし、ご多分に漏れず、

と、筆者は推察する。

地域婦人会の活動は停滞し、解散を余儀なくされる事例

しかし、 大胆な改革には「痛み」も伴う。 本部役員会

が多くなり、
「地域婦人会が解散するのなら、いっそのこ

がなくなったため、支部や目的別グループなど、メンバー

とＪＡ女性部も脱退しよう」という流れに拍車を掛けたの

の要望を事務局がくみ取りにくくなり、事務局主導の女性

である。

部になりがちになった。また、女性部の一体感が薄れて

こうした経緯のなかで、ＪＡ東びわこは動き出す。その
思いは「今なんとかしなければ、 女性部もＪＡも大変なこ

いったことも悩みの１つだった。
（２）第２期＝女性協議会の設立
「支部長の負担を軽減したままで、女性部員の声をＪＡ

とになる！」という一念であった。
（１）第１期＝本部役員・部費の廃止

に反映させるにはどうしたらいいか？」。ＪＡ東びわこでは

まず、改革前年の2001年に「女性部組織改革プロジェ

この問題を乗り越えようと、2007年度から「女性協議会」

クト」を結成し、基本的な方向性を検討。そして2002年

設立を目指した。この協議会の特徴を一言でいえば、多

からは、①本部役員制度の廃止、②部費の廃止、という

様な女性部員たちの連立組織という点にある。

大胆な改革に着手した。

一方、多くのＪＡ女性組織では、本部・支部という伝統

同時に、女性部が企画するイベント（ＪＡ家の光大会・

的・地縁的な組織構成が基本となっている。その上で、

女性のつどいなど）は、その都度有志を募り、実行委員

目的別グループやフレッシュミズなどの世代別組織が加わ

会制度を採用。いわば「この指止まれ！」方式への転換で

るというのが一般的である。

ある。 部費を廃止したため、 経費の一部は参加者から
「負担金」として徴収。女性部員からは「受益者負担は仕
方ない」という声が多く、批判的な意見はあまりなかった
という。

では、 なぜＪＡ東びわこでは「協議会 」を採用したの
か、あるいは採用せざるを得なかったのか。
その理由は支部の衰退である。前述したように、残念
ながら支部の脱退・ 減少には歯止めがかからず、 伝統

こうした改革内容は、 年度初めに女性部員に報告し、

的・ 地縁的な組織だけでは女性部自体の存続が危ぶま

了承された。その結果、最初に表れた効果は、女性部員

れたからである。ちなみに、2002年には85を数えた支部

の減少に歯止めがかかったことである。 また、11の拠点

が、現在（2017年）では13支部まで落ち込んだ。実に、

支店のなかには、生活担当次長と担当者の努力によって、

15年間で72支部が徐々に、しかし確実に消滅していった

新規に女性部を結成する地区も出てきた。

のである。

２つめは、本部役員制度の廃止によって、支部長の負
担が軽減されたことである。

そこで、 女性部活動に目的や期待感を強く持っている
近代的・自律的な組織を、協議会のメンバーとして同等に

【巻頭論説２】女性たちの主体的な活動を目指して
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位置付けることにした。
ここで注目すべきことは、 伝統的・地縁的組織と近代
的・自律的組織を共存させたことである。

く知ってもらいたい」という思いからだった。
続いて、
「女性部10周年記念冊子」の発行に着手する。
合言葉は「がんばっ 10（てん）ねん ＪＡ女性部」 とし、

「支部は減少し、 活動がマンネリ化しているという声も

女性協議会の設立と女性部活動の内容を紹介した。 編

多く聞きました。でも、ＪＡにとっては地域を代表する組

集委員会を立ち上げ、原稿執筆〜編集〜印刷打ち合わせ

織は重要です。 そこで、 ＪＡの支店単位の代表を協議会

まで、すべての作業を女性部だけでやり遂げた。

に出してもらうことにしました」

さらに、2008年度には「食のつどい」を開催。 第１回

前年度末までに拠点支店から２人のキーパーソン（うち

のテーマは「食の安全と地産地消を考える」とし、滋賀県

１人は30 〜 40代の若い女性）を選出し、目的別グルー

立大学と同生協、ＪＡ東びわことＪＡ女性部のコラボ企画

プや助け合い組織の代表者とともに「女性協議会 」の役

が実現した。企画内容は、安部司さんによる「食品の裏

員となり、 女性経営管理委員が相談役として加わった。

側」と題した記念講演、
「地産地消の意味を考える」パネ

また、
「家の光小グループ」「フレッシュミズ」「支部」も、

ルディスカッションなどである。この「食のつどい」は好

協議会のメンバーとして正式に位置付けられたのである。

評で、現在まで継続されている。

図は、 直近の「ＪＡ東びわこ女性部組織図」である。
女性協議会の現状については後述する。

こうした活動を実現した女性部員たちは、 今まで経験
したことのない達成感を味わうことができた。目的を持っ
た女性は企画力が抜群で、 行動が素早く、 そして強い！
そう実感した事務局は次のステップを目指して動きだす。
その対象は若い女性だった。
若い女性は、ＪＡに対する思いも依存度も低い。また、
女性の願いがＪＡを通じてかなえられることを知らないし、
ＪＡへの期待感も薄い。そうした女性たちは、どんなこと
に関心があるのだろうか？ 女性部事務局は悩み、 答え
を模索した。その結果、
「食の安全・健康・医療・福祉」
への取り組みこそ、女性部員の関心事だと結論づけた。
そして、誕生したのが「知って得する女性講座」と「知っ
て得する介護講座 」である。 関心のあることを研修で学
ぶことにより、 問題意識を共有し、 活動目標が明確にな
る……と事務局は考えたのである。
同時に女性協議会は、 ＪＡとの対話活動において、
「女性起業グループの育成・高齢者福祉事業としての配食
サービス等」の要望と「ＪＡが女性部に期待すること」の
質問を提出した。

３．動き始めた女性協議会

ＪＡからの回答は以下のとおりである。

新組織に生まれ変わったＪＡ東びわこ女性部は、水を
得た魚のように泳ぎだす。2007年度には「ＪＡフェスタ」
に参画。女性部まるかじりクイズ大会、地産地消横丁、リ
サイクル活動（粉石けん活用法）、ベトナムコーナー（アオ
ザイ基金）などを企画。
「私たちの活動を地域の方々に広

10
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上に目を向け始める。
そうした意識変化を確認するかのように、 ＪＡ女性部
総会「活動指針」には、次のような記述がある。
この対話活動の成果により、農産物直売所の一角に女
性部の「地産地消お惣菜コーナー」が新設されることに
なった。ところが、お惣菜の出荷者が現れない。
女性部に質問すると「出荷の仕方や裏ラベルの作り方
が分からない。営業許可が取れていないとお惣菜は作れ
ない。なんか、いろいろ難しそう……」と不安げな答えが

さらに、2012年度には「ＪＡ女性大学」を開講した。

返ってきた。せっかく要望をかなえてもらったのに、この

スローガンは「本気のリーダーを作る！」。これまでＪＡと

ままでは「女性部は口だけか！」と言われてしまうではな

関係の薄かった地域住民の活動参加を目指すとともに、

いか。

将来のリーダー発掘・育成の場として位置付けた。

そこで、2009年度から「女性起業家育成講座」を開講
した。 サブタイトルは「あいた時間でこづかい加工〜あな

４．ＪＡ食農教育の力強い応援団

たのその技術生かさないなんてもったいない！」 として、
この「活動指針 」 にあるとおり、 ＪＡ東びわこでは

踏み出す勇気を鼓舞した。
起業についてのノウハウを年間８回の講義で学び、 要

1998年度から「ちゃぐりんキッズクラブ」を開講し、積極

望により特別編・番外編も実施した。受講したのは計50

的に食農教育に取り組んできた。20年間という歴史は、

人。 このなかから１年後には、 個人出荷・出荷グループ

全国のなかでも草分け的な存在である。

が誕生した。 その後、 この講座は2010・2012年度にも
開催されている。

その軌跡を大まかに振り返ってみよう。
①本店を会場とした年２回の「ちゃぐりんフェスタ」の開催

2011年３月11日、東日本大震災が発生した。

（1998年〜）

「私たちに何ができるのか」をテーマに、女性部員・目
的別グループ・女性協議会が真剣に話し合い、助け合い
の精神を結集して募金活動や支援活動を企画していくこ
とを決定した。

②拠点支店を会場とした年４回の「スクール形式」へ
（2002年〜）
③『ちゃぐりん』をテキストにして年11回の開催へ
（2007年〜）

その１つとして「女性部チャリティー軽トラ市」を開催す
ることになった。軽トラックで野菜や加工品を販売し、そ

④「第４回あぐりスクール全国サミット inＪＡ東びわこ」を
開催（2008年）

の売り上げの一部を被災地へ贈ろうという試みである。と

⑤「食の勉強会」(保護者対象)を併催（2010年〜）

ころが、 いざ準備に取り掛かってみると、 野菜の生産・

⑥スクール形式の講座を小学３年生に限定し、本店集中開

販売、 ＰＲなどの基礎知識が不足していることに気付い
た。そこで「女性部あぐり講座」を開講。講座には約60

催へ（2011年〜）
⑦「ちゃぐりんキッズクラブ」の卒業生３人がＪＡの新規採

人が参加し、
「地産地商（消 ）」を合言葉にノウハウの習

用職員に！（2015年）

得に努めた。 この活動内容は『家の光 』2012年６月号の

ＪＡ東びわこが、 食農教育をレベルアップするために

「まんがルポ みんなでできた！ ＪＡ女性組織」にも紹介

試行錯誤を繰り返してきたことがよく分かる。
ここで、最近の活動対象と活動内容を紹介しよう。

され、大きな反響を呼んだ。
また、 この時期に日本政府のＴＰＰ（環太平洋パート

「ちゃぐりんキッズクラブ」には３グループがある。

ナーシップ協定）参加表明が重なったこともあり、女性部

①本体のスクール形式は３年生が対象。年間約10回開催

は「食と農の大切さ」を再認識し、 地域農業生産力の向

され、 農業体験を中心に調理や環境問題・地産地消な

【巻頭論説２】女性たちの主体的な活動を目指して
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どについても学ぶ。 受講料は年間5000円ほどだが、

どもと買い物に行くと、
『お母さん、 地産地消！』と言わ

『ちゃぐりん』年間購読者は免除される。毎年、100人ほ

れるようになりました」とか「子どもに注意されて、ラベル

どが参加している。
②４年生（ちゃぐりんキッズクラブ卒業生）を対象に、年間
３回の料理教室・食の勉強会を開催。 内容は、 子ども
たちが自分でお弁当を作れるようになる、 というもの。
30 〜 40人が参加している。
③２年生（ちゃぐりんキッズクラブの予備軍）の親子を対象

を見ながら買っています」などの感想が寄せられたという。
「食の研究会」が子どもたちに発信したメッセージが、回
り回って大人（親）たちの意識を大きく変えたのである。
2008年の「第４回あぐりスクール全国サミット」でも、
こうした取り組みは参加者に大きな感銘と刺激を与え、女
性部の底力を印象付けた。

に、 年間２回の開催。 内容は、
「まこもたけの植えつけ
（どろりんピック）」
「まこもたけの収穫・調理体験」で、

５．ＪＡファンを増やす「さんさん講座」

毎年100人ほどの親子が参加している。

「ちゃぐりんキッズクラブ」で大活躍するのが、実は女

もう１つ、ＪＡ東びわこの文化活動で忘れてはならない

性協議会のなかの目的別グループの１つ「食の研究会」で

のが「さんさん講座」と命名された生活文化教室である。

ある。３年生の活動のメインイベントは夏休みの合宿だが、

「さんさん講座 」は2005年度に始まり、 今年度で13年目

例年のように「地産地消カレーコンテスト」が実施される。

を迎える。 驚くべきことは、 講座数・開催回数・受講生

その際、事前に「フードマイレージ」や「旬」「地産地消」

の多さである。

について先生役を務めてくれるのが「食の研究会」のメン
バーなのである。

表１をご覧いただきたい。直近の５年間のデータを示し
たものだが、この数字の大きさには圧倒される。

また、４年生の料理教室でも「食の研究会」が根気強
く子どもたちを指導してくれる。さらに、新入職員の配属
前研修でも「食の研究会」 のメンバーが講師になり、 ４
年生と同じメニューの調理実習を開催している。
なぜ、 こんなにも熱く「食の研究会 」は食農教育を応
援してくれるのか？ その理由は「食の研究会」が発足し
たときの経緯に隠されているという。
かつて、 ＪＡは「新予約共同購入運動」を積極的に進

「さんさん講座」の目的は、次のとおりである。

めてきた。この運動の土台には、家族の健康を気遣うお
母さんたちの「安全で安心できる食べ物が欲しい」という
切実な思いがあり、 それ故に全国の女性たちは「食の学
習会」に懸命に取り組んだ。ＪＡ東びわこの中核となった
のが、
「食の研究会」である。
しかし残念なことに、ＪＡ東びわこでは2001年ごろに、
この事業からの撤退を余儀なくされた。
「本当にこれでよいのか！
？ 新予約運動は終わってし
まったけれど、食の大切さは次代を担う子どもたちにしっ
かり伝えていかなくてはならない」
そう決意したメンバーたちが、2006年に再結成したの
が現在の「食の研究会」なのである。
「ちゃぐりんキッズクラブ」の保護者アンケートでは、
「子

12

この講座は、例えば「テーブルフラワー」「ヨガ」「社交
ダンス」など、単一テーマの教室である。ＪＡの拠点支店
や本店などで、ほぼ毎日のように開催されている。
受講生の内訳は、農家３対非農家７の割合であり、地
域住民の参加が目立つ。
「さんさん講座 」は今までＪＡと
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の関係性が薄かった人たちが、 ＪＡを認知し、 活動に参
加する大きなきっかけになっており、
「ＪＡファン」を拡大

確認し、その特徴を考察していきたい。
表２「ＪＡ女性部員数の推移」をご覧いただきたい。

するという機能を十分に果たしているといえるだろう。
「さんさん講座」には３つの特徴がある。
①10分間の「家の光記事活用」

講座の冒頭10分間は「家の光記事活用」の時間とし、
生活担当者がそれぞれの手法・工夫で『家の光』の記事
を紹介する。 こうした講座は受講生と講師のつながりだ
けで終わりがちだが、 受講生と担当者が仲良くなり、 受
講生にＪＡ事業を理解してもらうためにも「家の光記事活
冒頭で指摘したように、1998年度の女性部員数が４年

用」は有効な手段だという。
「生活担当１年生でも共通の話題があれば、 受講生の

後の2002年度には半減したが、2010年度までは横ばい

前でも対等に話すことができる！」
（事務局）

状態が続いている。しかし、その後は再び部員数が減少

②受講料の割引制度

し、最近は1000人を維持するのが精いっぱいという状態

「さんさん講座」では、それぞれの加入メリットを目に

が続いている。 最大の原因は、 前述したように支部の解

見える形で実感してもらうために、 受講料の割引制度を

散・脱退である。現在、支部の部員は340人、女性部員

採用している。

全体の約３分の１に当たる。

・組合員（正・准）…………1000円割引

これだけ見ると、ＪＡ東びわこは苦戦を強いられている

・女性部員……………………500円割引

ように見えるが、 一方では主体的・能動的に活動に参加

・年金受給者…………………500円割引

する女性たちは確実に増加している。

・家の光４誌の購読者………500円割引

その要因は、次の３点である。

（『家の光』
『地上』
『ちゃぐりん』
『やさい畑』
）

①若い女性リーダーの育成

・日本農業新聞の購読者……500円割引

前出の図「ＪＡ東びわこ女性部組織図」を今一度確認

この割引制度は重複可である。 つまり、 ５項目のすべ

してほしい。女性協議会の役員は、支店代表の13人と目

てに該当する人は計3000円割引となる。受講生のなかに

的別グループ・助け合い組織代表の５人で構成し、 女性

は割引制度に誘発されて（無論それがすべてではないが）、

経営管理委員の４人が相談役として加わる（なお、 支店

准組合員や女性部に加入する人もいるという。

代表の任期は１期２年。 前代表と支店長の推薦により選

③「いきいき農業塾」の新設

出されるため、比較的若い女性たちが役員になり、世代

2009年度からは「さんさん講座」の１つの講座として「い

交代はスムーズに進んでいるという）。

きいき農業塾」がスタートした。受講対象は農業に挑戦し

役員会のなかで、 リーダー的な役割を果たしているの

たいという地域住民。定員30人、年間16回というハード

が、 目的別グル ープと助け合い組織のメンバーである。

スケジュールだ。講師はＪＡ営農指導員などが担当し、将

「食の研究会」をはじめ、５つのグループのメンバーは、

来は直売所の出荷者や組合員になってもらうことを期待す

いずれも女性部の活動や歴史を熟知するベテランが多く、

る。なお、現在は「さんさん講座」から独立して活動して

いわば女性部の草分け的な存在である。支店代表の役員

いる。

は若い人が多く経験も浅いので、グループ代表のアドバイ
スにより、将来のリーダーを目指して着実にレベルアップ

６．女性の主体的な参加を目指して

しているのである。
②活発化する「家の光小グループ」

ここで、あらためてＪＡ東びわこ女性部の現状について

現在「家の光小グループ」は49結成され、参加者は延

【巻頭論説２】女性たちの主体的な活動を目指して
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べ504人に上る（重複あり）。
「小グループ」は気の合った

「農村女性に関する調査・研究」を継続しているが、その

仲間が少人数で活動する組織。全国的に見ても、その数

一環としてＪＡ東びわこの女性たちを対象にアンケート調

は増え続けている。

査を実施した。

ＪＡ合併などにより組織が巨大化すればするほど、 小
さな単位の活動＝ささやかな活動を大切にしていかなけ

調査対象は計309人。 加入している組織によって、 以
下の６つのグループに分類した。

れば組織は硬直化してしまう。 そうした流れを女性たち

（１）：女性部支部のみ…………………………（46人）

は敏感に感じとっているのだろう。

（２）：小グループのみ…………………………（63人）

「小グループ」に対してＪＡは、１人1000円の助成金を

（３）：目的別グループ・助け合い組織のみ…（50人）

出し、その活動を支援している。

（４）：（１）＋（２）または（３）………………（21人）

③大人気の「さんさん講座」

（５）：（２）＋（３）……………………………（12人）

「さんさん講座 」 の実態についてはすでに述べた。 講
座数・開催回数共に年々増加し、受講者数も安定してい
る。同じ人が複数の講座を受講する例も多いが、実受講
者数は1000人を超えている。
「さんさん講座」は、まさに地域住民（非農家）とＪＡ
とを結ぶ架け橋の役割を果たしている。
ここまでの報告を整理すると、ＪＡ東びわこを拠点にし
て活動する女性たちの概数は、支部の女性部員＝340人、

（６）：加入なし…………………………………（117人）
※（６）の多くは「さんさん講座」受講生と推定する

以下の集計表は、
（１）
〜
（６）のグループを縦軸に置き、
それぞれの回答数とパーセンテージを横軸に示した。
ここではアンケート結果の抜粋をいくつか紹介する。
〇あなたご自身は、 正組合員・准組合員・非組合員の
いずれに該当しますか？（表４）

ここで強調したいのは、 正組合員の比率が高いことで

目的別グループ・助け合い組織＝150人、家の光小グルー

ある。 さらに驚いたのは、 女性部に加入していない人の

プ＝500人（延べ人数・実人数は不明）、 さんさん講座＝

約４割が、 自身は正組合員だという点である。 逆にいえ

1000人（実受講者数）となり、合計約2000人に及ぶ。

ば、 正組合員の女性が女性部に加入せず、 おそらく「さ

もちろん、 複数の立場を重複する人も多く、 単純に結
論付けることは危険だが、 少なくとも1000人の女性部員

んさん講座」だけに参加するというケースが少なくないと
いうことである。

を超える女性たちが生き生きと活動している様子は容易
に想像することができる。
なお参考までに、 ＪＡ東びわこの「ＪＡ運営への女性
の参画状況」
（正組合員・准組合員・総代・経営管理委
員における女性の人数と割合）は表３のとおりである。

〇ＪＡは親近感がある（表５）

最も高く評価しているのは、（５）＝目的別グループ・助

７．アンケートに見る女性たちの意識

け合い組織＋家の光小グル ープに加入する人たちである
＝支部のみに加入する人たちは「ど
（50.0％）。逆に、（１）

14

最後に、興味深いデータを紹介する。

ちらともいえない＝30.4 ％」と相対的に評価は低くなって

ＪＣ総研では、 龍谷大学の石田正昭教授を中心に、

いる。
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筆者だけだろうか。

〇ＪＡ女性組織活動はどんな点が有意義ですか？
（表６）

全体の回答は、①女性同士の親睦、仲間づくりができ
る、②趣味が生かせる、③学習や知識を深めることがで

８．むすびに

きる、 ④健康づくりができる、 の順になっている。 特徴
的なのは「安全・安心な共同購入を利用できる」の項目で、
（５）のグループが突出した数字（50.0％）を残しているこ
とである。

ＪＡ東びわこの果敢な挑戦は、私たちに重要な課題提
起をしているのではないか。 それは、 ＪＡ女性組織の立
て直しとはメンバーの減少を食い止めるという「組織防衛
論」
（守りの姿勢 ）に終始するのではなく、 目的意識を
持った主体的・能動的な女性組織をいかに再構築するこ
とができるのか、という一点に尽きる。
前回のＪＡ全国大会では「組合員のアクテ ィ ブ・ メン
バーシップの強化」が決議されたが、女性組織にも同じ
ことが当てはまるのではないだろうか。
誤解を恐れずにいえば、仮に女性組織が衰退したとし
ても、 元気な女性たちがＪＡを拠点にして主体的に活躍
できる機会と場面をどう提供できるのか ……そのことを、
ＪＡは真剣に考える必要があるといえるだろう。

〇ＪＡ女性組織活動のどんな点が不満ですか？（表７）

なぜならば「女性に見放されたＪＡに未来はない」から

前問とは逆の質問である。無回答が多いのは、ＪＡに

であり、
「農協改革 」という名の「農協つぶし」の荒波に

やや遠慮しているか？ 回答数は少ないが、①活動がマ

対峙していくためには、女性たちの力（怒り）が不可欠だ

ンネリ化している、②役員を押し付けられる、③ＪＡ事業

からである。

を押し付けられる、 ④組織でしばられて参加を強要され

ＪＡ女性組織改革を成功させる完璧な「処方箋 」はな

る、の順になっている。特に（５）のグループは「活動の

い。 しかし、 ＪＡ東びわこの前向きで粘り強い実践の

マンネリ化」に41.7％という高い数字を残している。女性

数々は、全国のＪＡに多くのヒントを与えてくれるのではな

部リーダーたちの評価は、思いのほか辛口である。

いだろうか。その挑戦魂を少しでも伝えることができたな

紹介したアンケート結果は数少ないが、 女性たちの潜

ら、これに勝る喜びはない。

在意識を垣間見ることができる。同時に「このＪＡにして、
この結果か！
？」という印象を拭い去れないと感じるのは、

【巻頭論説２】女性たちの主体的な活動を目指して
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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〜④
日本大学 生物資源科学部 准教授

１

国庫補助事業による配食サービス補助の後
．
退 ――食材費の自己負担

前号（ＶＯＬ.42）では、1992年ごろ以降の消費停滞

とも

だ

しげ

お

友田 滋夫

サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、食材料費等
の実費等を定め、 利用者がこれを負担する」とされて
おり、利用者は調理費用の負担を要しなかった注１）。

のなかで、食料消費の停滞が大きな位置を占めている

さらに2003年には、
「介護予防・生活支援事業」が

こと、食料消費のうち外食費の占める割合は多いが、

「介護予防・地域支え合い事業」へと改称された。実

それは必ずしも「ぜいたく」なものではなく、
「強制」さ

施要綱によると、 その目的は「要援護高齢者及びひと

れた必要不可欠の支出という性格が強いこと、食に関

り暮らし高齢者並びにその家族等に対し、 要介護状

心が高いはずの子育て世代で食費の総抑制傾向が見

態にならないための介護予防サービス、生活支援サー

られること、高齢者における肉類消費の増加や外食の

ビス又は家族介護支援サービスを提供することにより、

増加も「ぜいたく」なものではなく、特に外食について

これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、

は配食サービスなどの福祉政策の変遷に翻弄されて強

在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び

制されている側面があることを指摘した。

寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健や

ほんろう

本号では、 介護保険法施行以降の配食サービスが

かで活力ある地域づくりを推進し、 もって、 要援護高

「弁当代は全額自己負担で配食（配送 ）費用のみ介護

齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等の総合

保険の横出しサービスとして一部負担」に行きついてし

的な保健福祉の向上に資する」こととされており、 介

まう展開をやや具体的に検討し、高齢者に対する配食

護予防が前面に押し出されている。

の意義と、 高齢者世帯の家計における配食支出の負
担について検討する。

また、内容構成としても、全体で11の市町村事業の
うちの１つである「介護予防・生きがい活動支援事業」

前号で述べたように、介護保険法施行に併せて導入

のなかの７つの事業のうちの１つとして「
『食』の自立

された国庫補助事業「介護予防・生活支援事業」では、

支援事業」があり、さらにそのうちの「食関連サービス

同事業のなかに「高齢者等の生活支援事業 」が位置

の利用調整 」によって「必要と認められた者に対し、

付けられ、 そのなかに「配食サービス」が含まれてい

配食サービスを実施する」ということになっている。ま

たが、それは「要介護状態に陥らないため」の配食に

た、
「食関連サービスの利用調整」は「定期的（おおむ

限定されていた。さらに、2002年には「介護予防・生

ね３か月～６か月程度）にサービスの実施状況、利用

活支援事業」のなかに「『食 』の自立支援事業」が創

者の状態等を確認し、 必要に応じ、 サ ービスの再調

設され、配食サービスは「食の自立」の観点から十分

整を行う」こととされている。 さらに、
「事業実施に当

なアセスメントを行った上で実施することが原則とされ、

たっての留意点」として「食関連サービスの利用調整に

「安易な動機」で配食サービスを利用することを補助対
象から排除する姿勢が鮮明となった。とはいえ、まだ
この時点では、食材費などについて「介護保険の対象
16
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注１）2000年5月1日付老発第475号「介護予防・生活支援事業
の実施について」による
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ついては、 その記録を独立したプランとして作成する

その上、
「食関連サ ー ビスの利用調整 」の記録が

のではなく、既存の居宅介護サービス計画（ケアプラ

「既存の居宅介護サービス計画（ケアプラン）又は介護

ン）又は介護予防プランに反映させる形で作成するもの

予防プランに反映させる形で作成」されるという点も、

とする」とされると同時に、
「市町村は、常にインフォー

本事業における「配食サービス」が「介護予防」として

マルサービスを含めた地域の社会資源を把握し、サー

のものであることを示している。 加えて、
「インフォー

ビスの利用調整等に適切に反映できるよう努める」こと

マルサ ー ビスを含めた地域の社会資源を把握し、
サービスの利用調整等に適切に反映」ということは、

注２）

とされている

。

2000年の「介護予防・ 生活支援事業 」では「配食

「インフォーマルサービス」
（法律や制度によらないサー

サービス」が「高齢者等の生活支援事業」のなかに位

ビス）を利用できる者は本事業からできるだけ除外し、

置付けられていたことは前述のとおりだが、2003年か

公的支援の枠の外で営利企業も含む諸主体から提供

ら始まった「介護予防・地域支え合い事業」でも、全

される「インフォーマルサービス」に誘導するよう求め

11事業のなかに「高齢者等の生活支援事業 」が従来

ているということである。しかも、こうした「インフォー

どおり含まれている。にもかかわらず、
「配食サービス」

マルサービス」を利用できるかどうかのチェックとして

をあえて「高齢者等の生活支援事業 」から外し、
「介

「食関連サービスの利用調整」が３～６カ月ごとに行わ

護予防・生きがい活動支援事業」のなかに移したこと

れ、
「インフォーマルサービス」に誘導するよう「利用調

は、
「『食』の自立支援事業」を創設した当初から予定

整」がされることになる。

されていたことであろう。 老発第0609002号「介護予

以上のように、
「介護予防・地域支え合い事業 」は

防・地域支え合い事業の実施について」で「配食サー

総じて、
「配食サービス」に対する国庫補助をできる限

ビス」の項が置かれている位置の変化は、
「配食サービ

り縮小しようというものであるといってよい。

ス」が「生活支援 」としての位置付けではなく、
「介護
予防」としての位置付けであることを明確に示したもの
といえる。とはいえこの時点でもまだ、利用者の負担は

２

国庫補助事業による配食サービス補助の後

．

退――調理費用の自己負担化

2005年の介護保険法改正（2006年施行 ）により、

「食材料費等」にとどめられていた。
なお、2002年の「『食』の自立支援事業」では「食関

「介護予防・地域支え合い事業」に代わって導入された

連サービスの利用調整」が前提とされたが、引き続き、

「地域支援事業」は、
「配食サービス」に対する補助外

2003年度までは「食関連サービスの利用調整」のため

しの流れをさらに進めることになる。
「地域支援事業

の体制整備期間とされ、経過措置として「配食サービ

実施要綱」によると、その目的は「被保険者が要介護

ス」だけの単独実施が可能とされた。

状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）

厚生労働省「介護保険事務調査結果 」によれば、

となることを予防するとともに、要介護状態となった場

2003年４月１日時点で「『食』の自立支援事業」として

合においても、 可能な限り、 地域において自立した日

「食関連サービス利用調整を実施 」している市町村は

常生活を営むことができるよう支援すること」であり、

226市町村にすぎず、
「配食サービスのみを実施」して

引き続き「予防」が前面に出されている。 また、
「イン

いる市町村は2224市町村であったから、
「食関連サー

フォーマルな活動を含めた、地域における様々な社会

ビスの利用調整」のための体制整備はほとんど進捗し

資源の有効活用」を図ることが推奨されている。事業

ていない状況にあった。

は「介護予防事業」
「包括的支援事業」
「任意事業」

しんちょく

にもかかわらず、この経過措置は2003年度をもって
終了し、
「配食サ ー ビス」は2004年度から全面的に
「『食』の自立支援事業」に移行することとなり、
「配食
注３）

サービス」のみの単独実施が不可能となった

。

注２）2003年6月9日付最終改正老発第0609002号「介護予
防・地域支え合い事業の実施について」による
注３）2003年9月8日付「全国介護保険担当課長会議資料 」連絡
事項「『食』の自立支援事業について」による

【農業問題と地域社会】研究ノート／増加する低所得層と日本農業
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の３つからなるが、
「介護予防事業」はさらに特定高齢

食サービスでは「食材料費及び調理費相当分」とされ、

者向けの「介護予防特定高齢者施策 」と一般高齢者

利用者負担が拡大されたことで、配食サービスにかか

向けの「介護予防一般高齢者施策」に分かれている。

る利用者負担は一般の弁当宅配業者の宅配弁当とほ

特定高齢者とは、
「主として要介護状態等となるおそ

とんど変わりないものとなった注７）。

れの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の

このように、
「地域支援事業」においては「配食サー

者」のことであり、
「介護予防特定高齢者施策は、 当

ビス」は「国庫補助から外れその運営は実施主体に任

該市町村に居住地を有する特定高齢者を対象に実施

せられ配食サービスのあり方は自治体ごとに異なる」こ

するもの」とされた。

とになった注８）。

「介護予防特定高齢者施策 」はさらに、
「特定高齢

さらに、2011年の介護保険法改正（2012年施行 ）

者把握事業」
「通所型介護予防事業」
「訪問型介護予

に併せて、2012年４月には、
「地域支援事業 」のなか

防事業」
「介護予防特定高齢者施策評価事業」の４つ

に「介護予防・日常生活支援総合事業」が導入された。

に分かれている。 そして「特定高齢者であって、 心身

同事業は「市町村の判断により、要支援者・介護予防

の状況等により通所形態による事業への参加が困難な

事業対象者向けの介護予防・日常生活支援のための

もの」を対象とした「訪問型介護予防事業」のなかで、

サービスを総合的に実施できる制度 」であり「利用者

「訪問型介護予防事業の対象者であって、低栄養状態

の状態像や意向に応じて、介護予防、生活支援（配食、

を改善するために特に必要と認められるものに対して
は、 栄養改善プログラムの一環として配食の支援を実

注４）介護保険による施設通所あるいは入所によって施設からの食

施する」こととされている。

事提供が想定されるためである。ただしこの場合も材料費および調

なお、
「介護予防特定高齢者施策」は、
「介護予防」
のためであり、
「現に要介護状態等にある者に対して
は原則として事業を実施しない」とされているが 注４）、
「心身の状況等により通所形態による事業への参加が
困難な者であって、低栄養状態を改善するために必要
と認められるものに対しては、介護予防特定高齢者施
策において配食の支援を実施して差し支えない」とされ
ている。

注５）2006年６月９日付老発第0609001号「地域支援事業の
実施について」による
注６）「介護予防特定高齢者施策」の対象者は「高齢者人口の概ね5
パーセント」とされているが、これは上限キャップをはめたという
よりも、参加率の向上目標を定めたものである。厚労省老健局「平
成26年度介護予防事業及び介護予防・ 日常生活支援総合事業（地
域支援事業）の実施状況に関する調査結果（概要）」によると、
「介護
予防特定高齢者施策」（2010年以降は「二次予防事業」に改称）の
参加率は2006年度で0.2 ％、 以後徐々に高まるが2014年度に
おいても0.8％にすぎない
注７）栗木黛子は、2005年10月の介護保険見直しに伴い施設利

また、利用者負担については「訪問型介護予防事業

用者の食費関連費が負担増となったことに連動して、「配食サービス

において、低栄養状態の改善のため特に必要であると

でも利用者負担額は、 食材料費相当額＋調理人件費となり、 一般的

判断し配食の支援を実施する場合は、 食材料費及び

理済み食品の価格にかなり近似することになり、 受益者負担にとも

調理費相当分については利用者負担とすることを基本
とする」とされた注５）。
配食の対象は「通所形態による事業への参加が困難
なもの」に絞られ、 そのなかでも「低栄養状態を改善
するために特に必要と認められるもの」に限定されてい
る注６）。

なう市場価格化がすすめられた。この結果、利用者にとって自分で
調理するよりも高額な食費が必要になる」
（栗木黛子「一つの福祉サー
――」
『田園調布学園大学紀要』第1号、2007年3月、25 〜 26ペー
ジ）と述べている。なお、介護保険見直しと地域支援事業の「連動」
については、介護保険における「施設給付の見直しにより『食材費＋
調理費相当分 』が利用者負担とされ、 通所介護に係る食事提供加算
が廃止されたことを踏まえれば、地域支援事業の中で配食サービス
を実施する場合も、『食材費＋調理費相当分』は利用者負担とするこ
とが基本となる」という厚労省の見解が示されている（2005年８

また、 利用者負担も、
「介護予防・地域支え合い事
業」以前の事業における配食サービスでは「食材料費
等の実費等」であったものが、
「地域支援事業 」の配
ＪＣ総研レポート／2017年 秋／VOL.43

な家計における食費を上回る金額となった。このため、店頭での調

ビスの終焉と再生への模索――食事サービスのこれまでとこれから

このように、本事業は「予防」を前面に出すとともに、

18

理費は自己負担である

月５日付「全国介護保険担当課長会議資料」、153ページ）
注８）新宅賀洋・下口愛未・春木敏「地域在住女性高齢者を対象と
する食事サービスの現状と課題」
『栄養学雑誌』
（72巻５号）日本栄
養改善学会、2014年12月、31ページ
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見守り等）、権利擁護、社会参加も含めて、市町村が
主体となって総合的で多様なサービスを提供」するも
のである注９）。

「訪問型介護予防事業 」については「事前アセスメン
ト」と「事後アセスメント」の実施が必須となっている。
「配食の支援を実施する場合は、食材料費及び調理費

「介護予防・日常生活支援総合事業 」を導入するか
どうかは市町村の判断に任されており、
「地域支援事
業」の内容も「介護予防・日常生活支援総合事業」を
導入しているかどうかによって異なることになった。
「介護予防・日常生活支援総合事業」導入市町村に

相当分については利用者負担とする」のは従来と同様
である注13）。

３

．インフォーマルサービスへの依存の深化

おいては、
「地域支援事業」のなかに「介護予防・日常

さらに、2014年の介護保険法改正（以降2018年ま

生活支援総合事業」を含む３つの事業が位置付けられ

でに順次施行）に基づき、2015年に地域支援事業に

ており、
「介護予防・日常生活支援総合事業」のうちの

関する改正部分が施行された。 新制度では、 旧介護

１事業として「要支援・二次予防事業」と「一次予防事

保険の介護予防給付のうち訪問介護と通所介護を介

注10）

。そして「要支援・二次予防事業」のな

護保険の給付対象から外し、 これら２つの旧保険給

かの５つの事業のうちの１つとして「生活支援サービス

付を地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事

事業」があり、
「栄養の改善を目的として、配食を行う

業のなかに移し、 新たな介護予防・日常生活支援総

事業 」を実施することが可能である。 ただし、
「生活

合事業＝新「総合事業」として実施されることとなった。

支援サービス事業」の対象者は、原則として「指定介

すべての市町村は2017年度までに新「総合事業」を導

護予防支援若しくは特例介護予防サービス計画費に係

入することが義務付けられている。

業」がある

る介護予防支援又はケアマネジメント事業の対象者で

新制度による地域支 援事業の特 徴をその要綱に

ある要支援者及び二次予防事業対象者」に限られ注11）、

沿って見ると、 まず目的および趣旨のなかに「多様な

そのうち要支援者については「心身の状況、その置か

主体の参画による日常生活の支援体制」という文言が

れている環境に応じて、適切なケアマネジメントを行う

入ったことが注目される。これは従来の「インフォーマ

ことにより」対象者とするかどうかを決定するとされて
おり、事業対象が絞り込まれている。また、利用者負

注９）2011年７月11日「第５期介護保険事業（支援）計画の策定

担については従来どおり、
「食材料費及び調理費相当

に係る全国会議」資料１「介護サービスの基盤強化のための介護保

分については利用者負担とすることを基本とする」とさ
れている注12）。

険法等の一部を改正する法律の概要」、６ページ
注10）
「二次予防事業」とは、2010年８月６日付老発0806第1
号「地域支援事業の実施について」において、 従来の「介護予防特

また、
「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施
しない市町村については、
「地域支援事業 」のなかの
３つの事業のうちの１つとして「介護予防事業」があり、
さらにそのなかの２つの事業のなかの１つとして「二次
予防事業」があり、 さらにそのなかの４つの事業のな
かの１つとして、
「心身の状況等により通所形態による
事業への参加が困難なものであり、 市町村が訪問型

定高齢者施策」（要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあ
ると認められる65歳以上の者を対象とした施策）から改称された
ものであり、
「一次予防事業」とは同様に「介護予防一般高齢者施策」
から改称されたもので、高齢者全体（介護保険の第１号被保険者の
すべての者及びその支援のための活動に関わる者）を対象とした予
防施策のことである
注11）「指定介護予防支援」とは、市町村長が指定する「指定介護
予防支援事業者」が行う介護予防事業のことであり、
「特例介護予防
サービス計画費」とは、指定介護予防支援以外の介護予防サービス
のうち一定の基準を満たすものに対する介護保険給付である

介護予防事業の実施が必要と認められるもの」を対象

注12）2012年４月６日付老発0406第２号「『地域支援事業の実

とした「訪問型介護予防事業」があり、この事業の対

うち通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業の参加者数は、高

象者のうち「低栄養状態を改善するために特に必要と
認められるもの」に対しては、
「栄養改善プログラムの
一環として配食の支援を実施する」こととなっている。

施について』の一部改正について」による。なお、「二次予防事業の
齢者人口の概ね５パーセント」という目標は引き続き設定されたが、
2014年８月18日付老発0818第１号 ｢『地域支援事業の実施に
ついて』の一部改正について｣ で2014年度に撤廃された
注13）注12に同じ
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ルサービス」への依存をより強めることを表明したもの

る注14）。配食の配送費については介護保険給付がされ

といえ、 要綱の目的規定以外の部分でも、 民間事業

るとはいえ、介護保険法で給付が定められているもの

者やボランティアなど地域住民のインフォーマルな活動

ではなく、市町村が独自に行う「市町村特別給付」
（い

の活用に何回か言及している。

わゆる「横出しサービス」）によるものである。

地域支援事業における配食の位置付けを事業の構

以上のように2006年度に配食サービスについての国

成から見ると、 地域支援事業は「総合事業」
「包括的

庫補助が廃止された後、配食サービスは市町村補助と

支援事業」
「任意事業」の３つからなり、
「総合事業」

利用者一部負担による配食サービスに移行することと

のなかに「介護予防・生活支援サービス事業 」
（旧事

なったが、 市町村の財政難や、 介護保険制度改正に

業における二次予防事業と介護保険の訪問介護、 通

よって入所サービスにおける入所者の給食費自己負担

所介護を統合したものに相当し、介護保険の居宅要支

の導入に合わせる形で、市町村の補助が後退していく

援被保険者などを対象として実施されるもの）と「一般

なか、民間ベースによる「受益者負担 」が拡大してい

介護予防事業」
（旧事業における一次予防事業に相当

く形で、給食への支払額が増加しているのである注15）。

し、 介護保険第１号被保険者の全ての者及びその支

国庫補助のもとで表１のように拡大してきた配食

援のための活動に関わる者が対象）の２つがある。

サ ー ビスは、 補助のはしごを外されたからといって

そして「介護予防・生活支援サービス事業」のなか
の４つの事業（第１号訪問事業＝訪問型サービス、 第
１号通所事業＝通所型サービス、第１号生活支援事業
＝その他の生活支援サ ービス、 第１号介護予防支援
事業＝介護予防ケアマネジメント）のうちの第１号生活
支援事業の例として、
「栄養改善を目的とした配食や一
人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等」が
位置付けられている。

介護予防の見直し」、2014年６月25日法律第83号「地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律」附則、および2016年１月15日付老発0115第１
号「『地域支援事業の実施について』の一部改正について」による
注15）病院給食は家計調査上は「食料」には含まれておらず、
「保健
医療」に含まれているので、本稿の検討対象外となるが、配食サー
ビスと同様の問題を内包している。すなわち、配食サービスの補助
外しと同様、 病院給食における自己負担増も進められ、1994年

なお、 第１号生活支援事業は「要支援者等の地域
における自立した日常生活の支援のための事業であっ
て、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行わ
れる場合に効果があると認められるもの」に限定され
ているので、単なる配食は認められない。なお、総合

の健保法等改正により、 在宅と入院の費用負担の公平化という理
由で入院時食事療養費制度が創設され、患者食事一部負担（食材料
費相当額を自己負担化）が導入された。自己負担額も入院時食事療
養費制度の導入当初、一般病床の自己負担額は１日（３食）当たり
600円であったが、1996年には760円、2001年には780円
となり、2006年には１食260円（１日３食で780円）と、徐々
に引き上げられてきた。 さらに2016年には食材料費の他、 調理

事業の具体的内容は、 市町村において「その地域の

費（調理に要する水光熱費）として１食当たり100円の自己負担が

実情に応じて、サービスの内容を定めるもの」とされて

自己負担額はさらに100円増加する予定となっている。 高齢者が

おり、上述の配食も、あくまでも事業の「例」として記
載されているだけである。 従って、 配食を実施するか
どうかは市町村の裁量に任されているが、 実施する場
合は「訪問型サービスや通所型サービスと一体的に」
行わねばならないという枠がはめられているのである。

加わり、一般病床の自己負担額は360円となった。2018年には
入院することの多い療養病床の食事療養費はさらに高く、現時点で
1食460円（管理栄養士または栄養士による適時・ 適温の食事の
提供などの基準を満たす場合）または420円（上記基準を満たさな
い場合 ）となっている。1日3食に直すと、 一般病床でも月30日
換算で3万2400円となり、 入院給食費は高額療養費の対象には
ならないので、これが全額自己負担となる。国産・高品質・高価格
の食材調達とは別の論理で病院給食費への家計支出増が進んでいく

また、
「食材料費及び調理費相当分については、介

ことになる。ただし、病院給食市場全体は縮小傾向にあり、矢野経

護給付と同様に利用者負担とすること」とされている。

で、 病院給食の減少分を高齢者施設給食と在宅配食サ ー ビ スがカ

このように、事業の枠内に収まらない配食需要は完全
に民間ベースの配食であり、 事業の枠内に入ったとし
ても食材費と調理費は全額自己負担、 ということにな
20

注14）2014年４月25日付厚労省老健局「地域支援事業の充実と
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済研究所によると末端売上高ベース（給食サービス最終価格ベース）
バーし、これらを合わせると微増であった（矢野経済研究所『メディ
カル給食・在宅配食サービス市場に関する調査結果 2015』）。こ
れは「医療から介護へ」「施設介護から在宅介護へ」といった政策誘
導を反映したものと考えられる
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配食サービスに対する国庫補助の当初の意図はとも
かくとして、 結果として見れば、 高齢者の食は補助金
によって「外部化」が促進されたのち、補助対象から
除外されることで「外部化 」した食を民間ベースに明
け渡すことで、高齢者の負担が増したのである。

４

．配食サービス「市場」の拡大余地

このように、確かに高齢者の外食市場は活況を呈し
ているが、必ずしも経済的余裕のない高齢者の「食」
を強引に「外部化」したという側面もあることから、価
格志向の強さを排除できないものとなっており、
「国
産・高品質・高価格」の食材の市場としては極めて限
定的と言わざるを得ない。
なお、 今後の厚生年金受給者割合の上昇により高
齢者世代の購買力が向上するという説もあるが、 こう
した説には疑問がある。例えば、三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング（株）は、
「団塊の世代が後期高齢
者となる2025年頃になると、高齢者に占める厚生年金
受給者割合は増加し、 厚生年金受給者の高齢期にお
ける一定水準の可処分所得が期待できる。このため、
購買力を背景とした生活サービスに対するニーズが多
様化し、高齢者に対する食品・食事提供サービスの市
場は高付加価値化・ 拡大すると期待される」と配食
「内食 」 に戻ることは困難であり、 むしろ配食の利用

サービスにおける高付加価値化の予想をしている注16）。

が高齢者世帯の標準的行動となっていく。 市町村特

確かに、2025年に65歳で定年し、 厚生年金を受給

別給付（横出しサービス）における配食の推移を見ると、

する者の大卒就職年次は1982年ごろであり、以後バブ

表２のように、配食サービス費用は2004年まで対前年

ル期にかけては、一時期の「円高不況」期を除き、正

で大きな伸びを見せた。 これは要支援・ 要介護認定

社員への学卒就職状況は非常に恵まれていた。しかし

者数の増加と、 認定者の配食利用の拡大の両方の要

その後のバブル崩壊、90年代不況を経て現在に至る

因によるものである。 認定者１人当たり配食サ ービス

まで、 基本的には正社員の減少と非正規化が進み、

費用は、2008年以降はそれほど大きくは伸びておらず、

従って厚生年金に加入できなかったり、加入できたとし

2010年以降はほぼ停滞している。従って、配食利用は、

ても標準報酬月額の低い層が増えている。1990年に

2004 ～ 2008年ごろまでにおおむね拡大を終えたとい

大学を卒業した世代からそのような状況が強まるとす

うことができる。これは2006年に調理費が自己負担と

れば、 彼らが65歳に達する2033年ごろからは、 逆に

なるとともに配食に対する給付率がおおむね８割に引

低年金者が増えていくことになる。1990年代以降の大

き下げられたこととほぼ対応している。しかしながらこ
うした負担増にもかかわらず、2008年以降も配食利用
が減っていないことに留意すべきである。

注16）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）2013年度農
林水産省委託調査『高齢者向け食品・食事提供サービス等実態調査
事業報告書』2014年３月、１ページ
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卒者は2015年で47歳以下の人々であるが、前号の表４

かにして男性にも国産素材を買ってもらえるようにする

（21ページ）で示したとおり、世帯人員１人当たり食料

か、その上で高齢化による身体的な衰えによって調理

支出名目額は世帯主年齢40 ～ 49歳と30 ～ 39歳の世

能力が低下した男性に（もちろん女性にも）どのような

帯で大きく減少している。生活者の実感は調査研究者

食（配食など）をいかにして提供するかが課題となって

の予想よりもはるかに正確であるとさえいえる。

くるはずである。

なお、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの報告

上記報告書では、 アンケート結果として「元気高齢

書では、食品・食事提供サービス市場が拡大していく

者はほとんどサービスを利用していない。自身もしくは

とみるもう１つの要因として、
「男性の単身生活者等を

食事に関する行為を担う者に介護が必要になるまでは、

はじめとする調理経験の少ない高齢者や、身体的な衰

高齢者向け食品・食事提供サービスの利用は検討した

えや介護の必要性等から調理・食事に困難を抱える高

くないと考えている者が多い」注20）ということも指摘さ

齢者の増加が見込まれる」ことを挙げている注17）。 こ

れている。この事実を、高齢者の食における自立自助

のうち前段の「調理経験の少ない高齢者」については、

のあるべき姿として肯定的に捉える必要があるだろう。

現在の男性高齢者のイメージをそのまま将来に当ては

他方で、 同報告書は食事提供サ ービスを行う事業者

めたものと言わざるを得ない。男性の調理経験は今後

に対するアンケート結果として、配食サービス事業者は

趨勢としては豊富化していくと考えられる。例えば、日

「サービス向上による元気高齢者獲得を目指す志向あ

清オイリオグループ（株）の2014年12月調査によれば、

り」と分析しているが 注21）、 元気高齢者の「獲得」は

平日の朝食、平日の夕食ともに、週１日以上作る男性の

「元気高齢者」の食を外部化し、 その自立を奪う側面

すうせい

割合は、特に20 ～ 30歳代において、５年前の調査と比

があることに留意すべきである。

注18）

「高齢者の多様なニーズ」に即して多様な弁当を用意

また、象印マホービン（株）の調査によっても、表３の

して配食をすれば高齢者の食に関するニーズを満たす

ように、20代男性の調理頻度は同年代の女性とほとん

ことができると考えるのは、 弁当を売る側の論理であ

ど差がなくなっている注19）。

る。徐々に低下していく高齢者の買い物・調理能力の

べて上昇している（ただし40歳代においては低下）

。

状況に寄り添いつつ、その程度に応じて、高齢者と一
緒に買い物をし、一緒にメニューを考え、調理を手伝
あんばい

い、 片付けを手伝う、 こうした「手伝いの塩梅 」を高
齢者の能力に即して調整していくということこそ、高齢
者の自立力の低下をできるだけ避けつつ、それぞれの
高齢者のニーズに寄り添うことになるはずである。 元
気高齢者はできる限り自分で買い物に行き、メニュー
を考え、 調理し、 後片付けをするという能力を活かし
てもらうことこそ大切なのであって、 これを「新たな顧
そもそも、 高齢無職となったときに、 料理も掃除も

客として取り込む」ことは、 高齢者の家事能力を奪っ

洗濯も近所付き合いもまったくできないという事態は、

て市場に強引に引き出して収益を得ようという「売り

その男性自身にとって幸せなことではないだろう。男性
も元気なうちは配食に頼らず自分で調理できることが

注17）注16に同じ

理想であり、
「調理できない男性の増加」を前提として

レポート」NO.32、
「男も料理の時代2015」

配食市場の拡大を期待するのは、不幸な男性を増やす
ことに市場拡大のチャンスを見出そうとするものであろ
う。いかに男性の調理能力を向上させるか、そこでい
22
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注18）日清オイリオグループ（株）
「日清オイリオ『生活科学研究』
注19）象印マホービン（株）「象印調査シリーズ『ひとり暮らし20
代

自炊と調理に関する実態調査』」
（2012年10月調査）

注20）注16に同じ、8ページ
注21）注16に同じ、34ページ
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手」の一方的な立場に立ったものであり、 高齢者福祉
に逆行するものだと言わざるを得ない注22）。

注22）徐々に低下していく高齢者の能力に即した支援について、久保美由紀は「一般
に高齢期は、老化に伴う心身機能の低下等により、食事、掃除、洗濯などをはじめ、
基本的な日常生活行為に対する負担が増加する時期である。しかしながら、そのこと

５

は日常的な生活行為が突然に、そして、まったく行えないという状態になることでも
なく、地域での生活が維持・継続できなくなるということを示しているわけではない」

．配食と生存権

として、「この生活の自立・自律度の低下に応じ、生活課題を的確にとらえ支援をする

配食は、
「食べる」という命にかかわることの支援で
あり、憲法25条に規定された「健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利」そのものにかかわることである。
25条２項では「国は、すべての生活部面について、社
会福祉、 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努
めなければならない」とされている。 憲法25条につい
て、仮に「国民の生存を確保すべき政治的・道徳的義
務を国に課した」にすぎないものとする「プログラム規
定説」に立つとしても注23）、国には「立法・予算を通じ
て生存権を実現すべき法的義務」はなくても「国民の

ことができれば、または高齢者の生活の自立・自律度の低下をできるだけ小さなもの
とすることが実現できれば、高齢者の地域生活の維持・継続が可能なものとすること
ができるのではないだろうか」と述べている（久保美由紀「高齢者の生活継続を支える
生活支援のあり方に関する一考察」
『会津大学短期大学部研究紀要』第69号、2012
年、179ペ ー ジ ）。 また一番ケ瀬康子も、 障害者となった場合の「調理機能の回復
は、役割への復帰にもつながり、生きる意欲回復にもつながる場合がある。その場合
には、作業療法による機能回復とともに、調理用具や設備などをどう改良するかが、
ケースバイケースで関連してくる」とし、
「“食事サービス”の普及とともに、調理台の高
低や水道栓の工夫とりわけガス台の使用の工夫や、自助具たとえば固定した“まない
た”や握りやすい“包丁”などの情報交換や、その容易な入手の方法などを考えていく
必要がある」と述べている（一番ケ瀬康子社会福祉著作集第４巻『高齢社会と地域福
祉』労働旬報社、1994年、61ページ。原著は「高齢時の障害－生活過程からとらえ
た問題を中心に」
『ジュリスト』
（増刊、総合特集22 〜 24号）有斐閣、1981年）。こ
うした取り組みに対して、コストを理由にして向き合うことを避け、市場による多様

生存を確保すべき政治的・道徳的義務」があるのだか

な配食サービスにできるだけ多くの高齢者を取り込むことこそ高齢者の福祉ニーズを

ら、所得水準が低く身体能力も低いために調理能力を

注23）憲法25条の解釈については、憲法学者の間でも差異があるところであり、
「プ

欠く者に対する「配食」はあくまでも「公助」で実施す
ることが望ましいとする立場を堅持する義務がある。
「公助」に限界があるからといって安易に「共助」や
「自助」に移行すべきものではないだろう。命にかかわ
る配食についても「公助」よりも「共助」や「自助」の

満たすことであるかのような幻想に陥らないよう注意すべきだろう
ログラム規定説」「抽象的権利説」「具体的権利説」の３つが存在する。衆議院憲法調
査会事務局によれば「プログラム規定説」は、憲法25条に規定された生存権は、「国
の積極的な配慮を求める権利であるが、『具体的な請求権』ではない。そのため、25
条は、国民の生存を確保すべき政治的・道徳的義務を国に課したにとどまり、個々の
国民に対して具体的権利を保障したものではない」とする説である。「抽象的権利説」
は、憲法25条だけを直接の根拠として「具体的請求権を主張することができない」と
はいえ、「25条は、国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課してい

方があるべき姿であるという考え方のもとに「共助」や

る」のであって、生存権を具体化する法律が「存在しない場合にも、国民は本条によっ

「自助」の方向に進めているのであれば、そうした考え

25条は「立法の基準となり、また、法律が存在する場合には、裁判所によるその法

方は「国民の生存を確保すべき政治的・道徳的義務」
を否定するものにほかならない。配食などの社会保障
に関して、
「公」の限界を示して、
「公助」か「共助」か
「自助」なのかという選択論が示されがちであるが、実
は重要なのはこれら３つの選択なのではなく、 従来の
「公助 」をいかにして地域住民との共同を取り入れた
「公助」として再編するか、 ということなのではないだ
ろうか注24）。

律の解釈の基準となり、司法権を拘束する」という説である。「具体的権利説」とは、
生存権保障に関する具体的法律が存在する場合に、憲法25条を根拠として、
「その法
律が違憲であると主張することができるのはもとより、法律が存在しない場合におい
ても、直接に本条を根拠として、訴訟によって、国に対し人たるに値する生存を保障
すべきことを主張することができる」とする説である（基本的人権の保障に関する調査
小委員会「『社会保障と憲法』に関する基礎的資料」
『衆憲資』
（第34号）衆議院憲法調
査会事務局、2003年7月、4 ～ 6ページ）。ただし、この３つの解釈は相互に明確
な分離ができるものではなく、生存権の法的性質についての検討において「従来のよ
うな諸学説の分類による方法はかならずしも適切なものとはいえなくなってきている」
（高野敏樹「生存権の保障と憲法25条の規範性 」『人間福祉研究 』＜第5号、2003
年3月＞田園調布学園大学人間福祉学部、34ページ）という指摘もある

次号では、以上の結果について、配食に対する価格
志向として取りまとめるとともに、 子育て世代を除く世
帯で伸びている調理食品・外食（配食を含む）、 高齢
者世帯で伸びている肉類消費の内実をより詳細に検討
することとする。

て人間に値する生存を保障されるという抽象的な権利」を有しているのだから、憲法

注24）こうした点を考える上で、岩本裕子の以下のような指摘は重要であろう。岩本
によれば「配食は、引きこもりがちになり、自ら孤立しようとする住民とつながること
ができ、参加しやすいため、住民同士の地域組織化、住民活動として取り組む意義は
大きい。ここで留意すべきは、食の社会的保障を命の保障と捉えた場合、本来行政
サービスとして行われるべきものであることも忘れてはならないということである。
しかし、一方で行政サービスの充実は、住民同士の助け合いのつながりを希薄化、
分断させてしまう側面を持っている」（岩本裕子「住民活動による非営利配食サービス
の多様化と実践類型に関する考察－３つの事例の比較から－」
『Human Welfare』
（第
8巻第1号）関西学院大学人間福祉学部、2016年、89 〜 90ページ）
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わが国の農産物輸出の状況と
ＪＡにおける取り組み
ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員

たかはし

よしはる

高橋 良晴

１

．はじめに

わが国では、成長戦略の柱の１つとして、１兆円を目標
とする農林水産物輸出の拡大を掲げている。 海外におけ
る和食文化の人気の高まりもあり、加工食品を含めて輸出
額は順調な増加を示している。ＪＡグループにおいても、
農業者の所得向上に資するべく、農産物の輸出拡大に向
けてさまざまな取り組みを行っている。 当総研においても、
定期的にＪＡグループにおける輸出への取り組みなどにつ
いて現地調査を行い、本レポートにおいて報告していると
ころである注１）。

し こう

含む嗜好食品が775億円（同17 ％）、アルコール飲料が

本稿では、直近の調査も踏まえて、果実、野菜といった
青果物を中心に、農産物の輸出拡大の状況を確認すると

430億円（同９％）、 調味料が396億円（同９％） などと
なっている（図２）。

ともに、ＪＡグループの取り組みと課題について考察する
ものである。

２

．わが国の農林水産物の輸出状況について

農林水産省が公表した、2016年（１～ 12月）の農林
水産物の輸出額を見ると、合計では前年同期比0.7 ％増
加の7502憶円となり、４年連続で過去最高を記録した。
この内訳を見ると、農産物の輸出額は、前年同期比3.7％
増加の4593億円で、全体に占める割合は61％となってお
り、次いで、水産物が前年同期比４％減少の2640億円
（同35％）、林産物が前年同期比２％増加の268億円（同
４％）となっている。農産物は2012年以降、増加が続い
ているが、 水産物は漁獲高の不振により2016年は減少
に転じている。林産物は、輸出額は少ないものの、2012
年の118億円から２倍以上増加している（図１）。

３

．ＪＡグループにおける取り組み

ＪＡグル ープでは、2015年10月に開催した第27回ＪＡ
全国大会で、農業者の所得増大、農業生産の拡大のため、

このうち農産物の内訳を見てみると、 畜産品が510億
円で全体の11％を占めている他、農産品では、穀物・野
菜・果実が755億円（同16％）、 加工食品では、 お茶を
24
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注１）拙稿「農産物輸出の状況と牛肉における取り組み」『ＪＣ総研
レポート』2015年夏VOL.34
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輸出による新たな需要拡大を目指すことを決議し、ＪＡグ

こうした課題に対応するべく、2017年４月より、 全農で

ループが取り扱う米・青果物・牛肉などの年間輸出額を、

は輸出専任部署である「輸出対策部」を新設し、輸出事

2012年の輸出実績を踏まえて10倍超に拡大することとし、

業の統括および産地指導・育成を行うとともに、 輸出実

2020年までに380億円（輸出先国の動植物検疫・衛生基

務は子会社であるＪＡ全農インターナショナル（株）に集約

準の緩和を前提として）にすることを目標に掲げている。

した。 また、 ＪＡグループはこの全農の新たな輸出取組

ＪＡにおける農産物輸出への取り組み状況をＪＡ全中の

体制を中核として、ＪＡ全中・農林中金・ＪＡ共済連がそ

で見てみると、輸出をしているＪＡは、ＪＡ独

れぞれ役割分担のもと連携を強化し、 ＪＡ・経済連など

自の輸出が76ＪＡ、ＪＡグループを通じた輸出が190ＪＡと

の輸出を支援する体制を確立することとしている（図３）。

全国調査

注２）

なっている。この他、実施していないが今後実施する予定
のＪＡは、ＪＡ独自の輸出が92ＪＡ、ＪＡグループを通じた
輸出が148ＪＡとなっている（重複回答あり、以下同じ）。

４

．青果物の輸出状況について

このなかで、 輸出を行う上での課題として最も多く挙げ

以下では、農産物のうち、ＪＡグループが目標対象とす

られたのが、物流コストの低減（471ＪＡ）で、ＪＡ全体の

る果実・ 野菜といった青果物の輸出動向について個別に

７割を占める。 さらに物流につながるものとして、 鮮度維

状況を見てみよう。

持技術（377ＪＡ）が挙げられており、コスト面と品質面か

（１）果実の輸出状況

ら物流が第１の課題と考えられる。次に多く挙げられたの

果実の動向について、貿易統計の第８類（以下「食用果

が、検疫条件（370ＪＡ）と食品衛生基準（355ＪＡ）で、

実等」）注３）を見てみると、2016年（１〜 12月）の輸出実績

それぞれＪＡ全体の５割を超える。輸出に際して現場では、

（累計金額 ）は、 前年対比13億円増加（前年同期比７％

認可施設の整備（投資）や出荷（集荷）時におけるチェック

増）の207億円（保存果実、乾燥果実などを含む）となっ

といった作業負荷が加わることになり、これが第２の課題

ている。

として挙げられる。 次いで多いのが輸出にかかる実務面
での課題で、代金回収リスク（366ＪＡ）や、手続きに関す
る事務（353ＪＡ）などが第３の課題として挙げられる。

内訳を見ると、大半を占めるのがリンゴ注４）の133億円で、
食用果実等の64％を占めており、次いで、ブドウ注５）23億円
（同11％）、モモ注６）12億円（同６％）、イチゴ注７）10億円（同
６％）、ナシ注８）８億円（同４％）などとなっている（図４）。
前年対比で見ると、リンゴは、2016年は不作により１億
円の減少（前年同期比１％減）とほぼ横ばいとなったが、
ブドウは、新品種「シャインマスカット」の導入などにより
人気が上昇しており、前年対比８億円の増加（50％増）と
なった他、イチゴ（同３億円、35％増）、モモ（同１億円、
11％増）、ナシ（同１億円、12％増）など、高い伸びを示し
ている。
注２）2016年度ＪＡ調査（2016年４月１日基準、659ＪＡを
対象に実施）
注３）第８類

食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメ

ロンの皮（輸出統計品目表＜2017年１月版＞以下同じ）
注４）品目コード0808.10 000

りんご

注５）品目コード0806.10 000

ぶどう－生鮮のもの

注６）品目コード0809.30 000

桃（ネクタリンを含む）

注７）品目コ ー ド0810.10 000

その他の果実（生鮮のものに

限る）－ ストロベリー
注８）品目コード0808.30 000
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計金額）は、前年対比６億円増加（前年同期比12％増）の
61億円（保存野菜、乾燥野菜などを含む）となっている。
内訳を見ると、ナガイモ注10）が26億円で食用野菜等の
42 ％を占めており、次いで、タマネギ 注11） が９億円（同
15％）、カンショ注12）９億円（同14％）、などとなっている
（図６）。

輸出先を見ると、ブドウは、香港が59％、台湾が35％を
占めており、モモは、香港が72％、台湾が24％を占めるな
ど、いずれも香港が中心になっている。香港のウエートが
高いのは、規制が厳しい台湾に比べて輸出しやすいこと
が大きい。また、モモよりブドウが伸びているのは、検疫

前年対比で見ると、ナガイモは、2016年は天候不順によ

規制が緩いことと、集荷選果における手間が少ないことな

る不作により、１億円の減少（前年同期比３％減）となっ

どが挙げられる。

たが、タマネギが３億円（同48％増）、カンショが３億円

税関別の通関量から出荷地域を見てみると、ブドウは、
関西空港を中心に大阪税関が全国の40 ％を占めており、

（同47％増）など、高い伸びを示している。
輸出先別に見ると、台湾が食物野菜等の41％（25億円）

次いで、羽田・成田空港を擁する東京税関が37％、神戸

を占めており、以下、 アメリカが19 ％（11億円）、 香港が

税関が12％などとなっている。モモについても、大阪税関

16％（10億円）などとなっている。

が全体の35％を占めており、次いで、東京税関が32％、

税関別の通関量を見てみると、北海道、青森県、岩手

神戸税関が19％などとなっており、近畿圏のウエートが高

県、秋田県を管轄する函館税関が食物野菜等の47％（29

い。なお、2016年は、ブドウ、モモ共に、羽田空港から

億円）を占めており、以下、門司税関が16％（10億円）、神

香港向けの増加が見られる（図５）。

戸税関が15％（９億円）などとなっている（図７）。

（２）野菜の輸出状況

野菜の輸出は、保存の利く根菜類が中心で、北海道、

野菜の動向について、貿易統計の第７類（以下「食用野
2 016年（1〜12月）の輸出実績（累
菜等」）注９）を見てみると、

東北が主要産地となっている。2015 ～ 2016年にかけては、
豊作による国内の出荷調整により、 タマネギの輸出が一
時的に増加したが、中心はナガイモで、こ
の他にカンショの伸びが見られる。

５

．輸出拡大に向けた取り組み

以下ではこうした青果物の輸出にかかる
注９）第7類

食用の野菜、根及び塊茎

注10）品目コード0714.30 000

ヤム芋（ディ

オスコレア属のもの）
注11）品目コード0703.10 000

たまねぎ及

びシャロット
注12）品目コード0714.20 000
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現場の取り組み状況について見てみよう。
（１）青森県の場合～リンゴ
青森県のリンゴ輸出は、わが国の農産物輸出の代表で
あるが、その歴史は明治時代にまでさかのぼる。 青森県

歳代以上に偏っていることから、 高齢化により消費量が

におけるリンゴの出荷の特徴は、生産量が多いだけでなく、

減少するなかで、他の青果物以上に国内市場の需給が悪

そのほとんどを冷蔵保管して、周年供給を可能にしている

化することも懸念される。輸出の促進においては、こうし

ということが挙げられる。こうした出荷体制は、他の国内

た国内事情にも留意しつつ、若い世代の消費拡大にも目を

産地との競合を避けることが狙いといわれるが、輸出にお

向けるなど、内外一体となった視点での取り組みが必要で

いては、中華圏の需要期である春節（旧正月）に対応でき

ある。

る他、冷蔵保管による害虫の死滅など検疫面でも有効に

（２）岡山県の場合～ブドウ、モモ

なっている。 青森県では県を挙げて輸出に取り組む体制

果樹の場合、植えてから収穫までに３～５年かかること

が取られているが、なかでも台湾との結び付きは強く、継

から後継者が育ちにくく、 高齢化のなかで出荷量の低下

続的に関係強化が図られており、輸出先は大半が台湾で

が進んでいる。栽培技術の他将来的な販売先の確保など

占められている。

長期的な経営計画が必要であり、そのためのサポートが

農産物の輸出については、高齢化による国内消費の減

求められる。岡山県では、1993年度から県が新規就農研

少に対応するため、農業生産を維持するべく販売市場の

修事業を実施しており、県下６ＪＡが連携して生産部会な

拡大の一環として輸出に向けた取り組みが不可欠であると

どの生産者の協力を得て、 新規就農者の育成に取り組ん

いわれる。 リンゴの輸出についても、国内取引の延長線

でいる。 こうした取り組みによる農業生産の基盤維持が

上に位置付けられており、国内市場の補完先と見ることが

輸出拡大にもつながっている。
中山間地域に位置するⒶＪＡでは、ブドウの他トマト、

できる。
リンゴの消費動向を見てみると、2016年における１人当
たり平均購入数量

注13）

は年間平均4.3 ㎏で、2000年=100

モモなどの栽培が行われており、地元行政との連携のもと
で着実に生産基盤を拡大している。

とすると2016年＝95となっており、堅調に推移しているよ

ブドウはモモに比べると歴史は浅く、葉タバコの衰退に

うに見える。しかし、これを年齢別に見てみると、平均数

伴いその代替品目として30年前に栽培が始められた。 ス

量（4.3㎏）=100に対して、70歳以上＝205（8.7㎏）、20歳
代＝14.5（0.6㎏）となっており年齢格差が大きい（図８）。
リンゴは、野菜の他生鮮果実と比べても購入数量が60

注13）１世帯当たり年間の品目別購入数量（２人以上の世帯、 世
帯主の年齢階級別）
「家計調査年報」
（総務省統計局）
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タート時は３人の試験的取り組みであったが、2001年ごろ

産園地は2014年の43園地から2016年は70園地に増加し

から栽培規模が拡大し、2016年には86haとなり、販売高

ている。

は10億円に達した。 営農指導員により栽培マニュアルが

Ⓒ組合では100％ⒷＪＡを経由して販売しているが、 こ

作成され、
「ピオーネ」を中心に品質重視の生産が行われ

の理由として、直取引では相手が限定されてしまうが、Ｊ

ている。市場ニーズと合致した出荷態勢により高価格によ

Ａを経由することにより、市場や卸のネットワークを通じて

る販売を実現しており、系統出荷率は８割程度と見られて

販売先や加工先など取引が広がることを挙げている。 輸

いる。

出についても市場を通じたバイヤーの紹介により市場経由

輸出は10年くらい前から台湾向けに始められたが、ＪＡ

で取引を拡大している。 市場を経由すれば手数料も掛か

が直接注文を受けるのではなく、 市場経由で指名買いを

ることになるが、 Ⓒ組合では、 手数料に見合った結果が

受けており、台湾からバイヤーが産地視察に訪れている。

得られているので妥当なコストと判断している。

ブランドの浸透により台湾向けの輸出は順調に拡大してお

（３）北海道の場合～ナガイモ
北海道では食料自給率が200 ％を超えており、 道外に

り、2016年には近隣ＪＡとも連携して、香港へのＰＲ活動

農産物を出荷することが必然となっている。早くから市場

も行われている。
モモの場合、 中心的輸出先である台湾で日本からのリ

に応じた取り組みがなされてきており、特に十勝地域では

ンゴにモモイロシンクイガが発見されたことから、2006年

1960年代初めの大豆輸入自由化のなかで、競争に耐え得

以降、日本からのリンゴ・ナシ・モモなどの青果物を対象

る組織近代化に向けて地域のＪＡが団結して十勝ネット

に検疫が強化された。このため輸出を敬遠するケースも見

ワークを形成している注14）。
ナガイモの生産は、 畑作経営の所得を補完する作物と

られる。
ⒷＪＡの管内にあるⒸモモ生産組合（以下Ⓒ組合）は、

して導入が始まったが、 その後の産地形成のなかで、 機

「日本一の桃づくりと高収益、経営安定」を目的に1968年

械化作業体系が整備されたので、輪作体系の第５の作物

に組織された。組合員戸数は８戸、栽培面積は11haで、

として生産拡大が進められた。 生産組合と共に中心的役

小規模な産地ではあるが１戸当たりの平均栽培面積は約

割を果たしているのがⒹＪＡで、 種イモの確保などの他、

1.37haで本格的な栽培者で形成されている。 平均年齢が

生産・選別・販売の広域体制を整備して、 地域団体商標

39.5歳と若く、市場ニーズに応えるべく、新規就農者の受

の取得や、地理的表示保護制度の認定を進め、産地ブラ

け入れ、育成指導も行いながら、 新たな生産団地の形成

ンドを確立している注15）。

に向けて規模拡大に取り組んでいる。 高品質のモモを栽

生産拡大に伴い建設された国内最大の洗浄選別施設

培することにより、新規就農者でも計画どおりに生産した

（選果場 ）では、2008年にHACCP 注16） を取得した後、

ものが全部販売できれば経営が成り立つという経営指導

2017年にはＳＱＦ注17）を取得して、国際的にも通用する体

を行っており、高級果物専門店などの販売先は自分たちで

制を整えている。

も開拓している。
輸出への取り組みは、 県の呼び掛けに応じたもので、
台湾における検疫の厳しさに、 他の生産者が下りるなか
で、農水省が制定した「台湾向け生果実検疫要領 」に基
づき、生産園地、選果梱包施設（ＪＡ検査場）、選果技術
員（生産者）の登録を行うなど体制を整えて、2012年産か
ら県を代表して台湾向けに輸出を継続実施している。こう
した取り組みに対して、ⒷＪＡにおいても、検疫施設の設
置や現地視察の手配など、 生産者の取り組みに沿って支
援サポートを行っている。台湾における評価は上々で、生
28
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注14）高田啓二「ＪＡネットワーク十勝の取り組み」『ＪＣ総研レ
ポート』2012年春VOL.21
注15）渡部喜智「長いもの産地ブランドづくりと輸出振興」『調査
と情報』2007.11（第３号）、農林中金総合研究所
注16）HACCP（Hazard Analysis and Critical Control
Point）：食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれ
のある危害をあらかじめ分析し、その結果に基づいて重要管理点を
定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛
生管理の手法／総合衛生管理製造過程承認制度
注17）SQF（Safe Quality Food）：HACCPの手法と品質管理
シ ス テ ムのISO9001の要素を組み合わせた、 安全で高品質な食
品を確保するための国際的な認証システム／製造過程・製品認証基
準
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十勝地域におけるナガイモの輸出は、 豊作による価格

場の紹介により取引先の信用が担保される他、市場決裁

暴落を回避する国内市場隔離策として、1999年から台湾

により代金回収のリスクが回避される役割機能は大きい。

輸出が始まった。 当初は試験的な輸出であったが、 その

国際市場では、検疫や衛生基準などへの対応が必須で

後の海外における薬膳ブームにより、2004年ごろから輸

あることは言うまでもないが、 規制の対象になっておらず

出が増加しており、2007年以降はアメリカへの販路拡大

影響していない取引においても、台湾の検疫をクリアして

により、輸出額が大きくなってきている。当初の輸出の目

いるという実績、 国際的に認められているＨＡＣＣＰなど

的は豊作時の国内需給調整であったが、海外においても

の認定取得などは、 直接の成果は見えにくいが間接的に

食材としてのニーズが生じたことにより、 豊作でも暴落が

バイヤーをはじめ相手国市場の信頼につながっている。こ

なくなって、農家所得の向上につながっている。

うした取り組みは、生産者が個別に対応するよりもグルー
プで取り組む方が効果的で、コスト的にも有利である。冷

６

．おわりに

農産物の輸出による所得向上の取り組みでは、 地産地

蔵保管倉庫や検疫の認定を受けた選果施設などの設備の
整備など、さらなる輸出拡大に向けてＪＡ（グループ ）を
はじめとして組織的な対応を進める必要がある。

消による地域活性化や６次産業化による高付加価値化、

ＪＡグループの掲げる輸出拡大の目標を実現するには、

といった取り組みとは異なり、物流、検疫、輸出手続きと

これまで以上に新たな農産物による新たな市場の開拓が

代金回収、といった新たな課題が生じる。 輸出を成功さ

求められる。リンゴやナガイモといった代表的な青果物に

せた事例を見てみると、いずれも、生産―流通―販売の

おいても、検疫基準を満たす出荷から始まりバイヤーとの

各段階において生じるこうした課題がクリアされており、そ

信頼関係の構築に至るまで、 輸出を成功させるまでには

こではＪＡ（グループ）のさまざまな取り組みが見られる。

長い年月がかかっており、 目先の数値に踊らされることな

産地ブランドの形成といった生産基盤の確立はすべて

く着実に実績を積み上げることが肝要である。

の要といえよう。 高品質で安全な農産物を安定的に供給

輸出の一歩は、 例えば現地和食レストランへの食材供

できることが、 内外を問わず市場において求められる。

給であったり、 途上国の富裕層への売り込みといった取

新規就農者の育成や栽培技術の指導、規模拡大に向けた

引が想定される。コストを抑えるには時間はかかるがコン

経営サポートなどは、特に輸出のためということでなく、

テナ輸送ということになる。生産者が単独でコンテナを満

これからの農業の活性化において必要不可欠なもので、

杯にすることは難しく、現地ニーズを収集して、混載に向

生産者・ＪＡ・地域行政が一体となった取り組みが成果を

けて生産者をコーディネートする。こうした取引を地道に

挙げている。

増やして太くしていくことから輸出拡大が始まる。

輸出に際しても、まず国内市場において地域ブランドを

輸出の増加は、国内需給の調整や販売市場の拡大によ

確立することが重要である。 市場との密接な連携により

り所得を向上させるだけでなく、 国際的に消費者の評価

ニーズに即した販売を行うことで、市場の評価は高くなり

を知ることで生産現場における意識も変わり、また、食文

生産者にとって有利な販売価格が獲得できる。 市場にお

化の広がりによるインバウンド効果により地域の活性化に

ける評価の高さは海外のバイヤーの関心にもつながってく

影響を与えるなど、数値以外の効果も期待できる。

る。今回の成功事例を見ても、個別相対の販路開拓だけ

輸出の円滑な拡大に向けて、 新たな市場ニーズの把握

でなく、市場における海外のバイヤーの指名選択が見られ

や販売品種の開拓、生産体制の拡充整備など、今後のＪ

る。

Ａグループの機能発揮が期待される。

販路拡大において、 特にバイヤーとの関係構築は、 リ
スクの大きい海外取引における大きな課題である。 生産
者やＪＡ（グループ）の販売努力だけでなく、市場卸の紹
あっせん

介や斡旋は有効である。 市場を経由する理由として、 市
【農業問題と地域社会】研究ノート／わが国の農産物輸出の状況とＪＡにおける取り組み
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イチゴ流通の特質と
産地再編によるインパクト
〜スーパーによる調達・販売の視点から〜
ＪＣ総研 基礎研究部 副主任研究員

１

いわさき

しん

の

すけ

岩﨑 真之介

インパクトをもたらす状況が生まれている。

．はじめに

以上を踏まえ、本稿では、国産イチゴの流通の実態

わが国のイチゴ作農業の経済規模は産出額ベースで

と特質を統計分析と実態調査から描き出すとともに、

1700億円であり、耕種部門では米、トマトに次いで第

生産段階の脆弱化とそれへの産地レベルの対応（主に

３位、青果物では第２位という主要な地位にある注１）。

選別・包装過程における再編）が流通段階に与えるイ

イチゴ生産を担う農業経営の大部分は、生業的な家

ぜいじゃく か

ンパクトを明らかにする。

族経営であり、また専作的な施設イチゴ作経営（以下

そのため、次の３点の課題に取り組む。第１に、イチ

「イチゴ作経営」）である。イチゴ作経営では、収穫期

ゴ流通を取り巻く外部環境の変化について、統計分析

を中心に発生する過重な労働負担と、多くの場合にそ

により、 生産、 消費および価格の側面から検討する

れと釣り合いの取れない低水準にある収益性から、

（第２節）
。第２に、イチゴ流通の特質を統計分析によ

経営継承者不在のなかで生産者のリタイアが進んだ結

り検討する（第３節）
。第３に、実態調査から、イチゴ

果、生産縮小がとどまる気配を見せず価格は上昇基調

流通の具体的な実態をスーパーのイチゴ調達行動を中

へと転じている。

心に描くとともに、 産地における選別・包装過程の再

イチゴ作経営の家族労働力１人当たりの年間労働時
注２）

間は1866時間に上り

、収穫後に行われる選別、包

編がイチゴ流通に与えるインパクトを検討する（第４節、
第５節）
。

装（パック詰め）などの作業がその４分の１強を占めて

なお、 一般にイチゴは生産段階では野菜、 流通段

いる。およそ半年間にわたる収穫期には、収穫から出

階では果実に分類される。 本稿では流通段階に焦点

荷までの作業をほぼ毎日欠かさずに行う必要があり、

を当てることから、イチゴを果実の１品目として扱う。

とりわけ収穫最盛期の１、２カ月間は早朝から夜間まで
作業に追われる状況にある。 こういった状況を受け、
全国のイチゴ産地では、収穫作業とともに収穫期の労
働時間の多くを占める選別・包装作業について、省力
化や作業受託に取り組むことでイチゴ作経営の労働負

２

．イチゴの生産・消費・価格の長期的動向

（１）生産
図１は、 国内イチゴ生産の動向を示したものである。

担を軽減し、イチゴ生産の縮小に歯止めをかけようとす

イチゴの作付面積は高度経済成長期に急拡大し、図１

る動きが活発化している。

に示した期間の初めである1970年ごろにピークを迎え、

選別、包装などの作業は農産物を流通に乗せる準備

以降は現在に至るまで一貫して縮小を続けている。 作

としての性質が強いため、そのあり方は流通段階から
の要請に強く規定されてきた。 ところが、 前述の取り
組みが進められるなかで、 これまでとは反対に生産段
階における選別・包装過程の再編が流通段階へ大きな
30

ＪＣ総研レポート／2017年 秋／VOL.43

注１）農林水産省「生産農業所得統計」
（2015年）
注２）これはイチゴ作部門のみの労働時間で、実際にはこれに水田
作などの複合部門の労働時間が加わる。数値は農水省「品目別経営
統計」
（2007年）
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ると、 まず1970年から1980年にかけては購入数量が
２割近く増加しており、続く1980年から1990年にかけ
てと、1990年から2000年にかけても、 生鮮果実全体
が減少するなか微減で持ちこたえている。従って、イ
チゴの家計消費は2000年まで相対的に好調を維持し
付面積が縮小するなかでも、出荷量は1990年まで増加

ていたとみてよいだろう。 ところが、2000年以降を見

傾向にあった。これは作付面積の縮小を上回るペース

るとイチゴは２割近い減少が２期続いており、 本格的

で単収が増加したためである注３）。だが、その出荷量も

な落ち込みを迎えている。 特に2010年から2015年に

1990年にピークを迎え、2000年まで停滞してからは明

かけては、わずか５年の間にその前の10年間と同程度

確に減少に転じ、現在まで右肩下がりで推移している。

の減少を見せており、減少のペースは実に２倍に加速

図には示していないが、出荷量のピークである1990

している。 この2010年から2015年にかけては、 後述

年から2014年にかけての変化を見ると、作付面積は減

のようにイチゴ価格が上昇に転じた時期であり、 価格

少率45％と半分近くに縮小しているが、単収が40％増

上昇が家計消費の減退に拍車を掛けた可能性が高い

加したため注４）、出荷量は23％の減少で踏みとどまって

とみられる。

いる。しかし、図１から分かるように2000年以降は単

次に、イチゴの加工・業務用需要を見てみよう。図２

収の伸びが頭打ちとなりつつある。 前述のイチゴ作経

は、国産イチゴ出荷量の需要先別構成を推計したもの

営の現況を踏まえれば作付面積は今後も縮小基調で推

である

移する可能性が高く、これに加えて単収が停滞するよ

代以降に減少傾向で推移しているが、そのなかでも加

うであれば、作付面積の縮小がそのまま反映される形

工・業務用需要量は増加を続けてきた。その結果、加

で出荷量の減少を加速させることになるだろう。

工・業務用比率は徐々に高まり、最近では２割台後半

（２）家計消費と加工・業務用需要
イチゴの需要について、 まず家計消費の動向を見て

注５）

。 イチゴの国内消費量（出荷量 ）は2000年

にまで拡大している。
このように、イチゴ需要のなかで存在感を高めている

みよう。総務省「家計調査年報」によれば、生鮮果実
への１人当たり年間支出金額（2014 ～ 2016年の平均
値 ）は1万1981円である。その品目別構成について割
合の大きい５品目を挙げると、リンゴ（15 ％）、バナナ
（13％）、ミカン（12％）、イチゴ（９％）、ブドウ（７％）
となり、イチゴは第４位で全体の１割弱を占めている。
表は、イチゴを含む生鮮果実の１人当たり年間購入
数量の変化を、前期からの増減率で示したものである
（果実のうち2015年の産出額上位４品目）。イチゴを見

注３）この時期の単収増加は、主として、イチゴ栽培の施設化によ
り収穫期間が従来の露地栽培およびトンネル栽培から大幅に延長さ
れたことで実現された
注４）この時期の単収増加は、品種開発や栽培技術の改良によると
ころが大きい
注５）2015年における国産イチゴの輸出量は408tで過去最高を
記録したが、 それでも同年の出荷量14万5200tに占める割合は
0.3％程度であり、国産イチゴはほぼすべて国内需要向けとして流
通しているとみてよい。そこで図2では出荷量を国産イチゴの国内
消費量とみなしている。輸出量の数値は門司税関「いちごの輸出」
（2016年）１ページ
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物価上昇とともにイチゴの消費者価格も上昇してきたこ
とが分かる。 ところが、この間、イチゴの生産者価格
加工・業務用需要は、他品目のそれと比べ特異な位置

（イチゴ生産者価格指数 ）はおおむね横ばいで推移し

付けにある。すなわち、イチゴの加工・業務用需要では

たのであり、日本経済の物価上昇を考慮すれば実質的

ケーキ用需要がかなりの部分を占めるとみられる。 こ

に大きく低下したことになる。

れは大きく分けて飾り用とサンド用に分けられるが、特

「90前半」 以降は、消費者物価指数（総合）は長期

に前者では果実の外観について生鮮用を上回る高い水

的に見ればほぼ一定であったが、イチゴの生産者価格

準が要求されることもあり、ケーキ用イチゴは一般に生

は「90前半」 以降、 消費者価格は「90後半」 以降に

鮮品より高価格で取引されている。しかも、ケーキ用イ

それぞれ下落に転じ、右肩下がりの推移を見せている。

チゴではＳサイズを中心に小玉の階級への需要が強い。

31ページの表で見たように、2000年代（表では「2000

これらは生鮮品として出荷される場合には大玉の階級

〜 10」）はイチゴの家計消費が大幅に減少（－18％）し

よりも低い価格で取引されるが、 ケーキ用の場合には

た時期であることを踏まえれば、家計消費の減退がこ

生鮮用の大玉を上回る価格で取引されることが珍しく

のような価格低下をもたらしたものと推察される。

注６）

。価格面の条件が良いからといって生産段階に

注目すべきは「00後半」から「10前半」までの期間

とって生鮮用よりも有利な取引であるとは限らないが、

である。この期間、イチゴの生産者価格と消費者価格

後述のような選別・包装過程の再編が進むなかでは、

が共に上昇を見せたのである。ここでの検討からはそ

販路の１つとして重要性が高まっていく可能性が高いと

の要因を断定することはできないが、1990年以降続い

いえるだろう。

てきた供給（出荷量）の減少が需給バランスを逼 迫さ

ない

（３）価格

ひっぱく

せ、価格を上昇基調注７）に押し上げたものとみられる。

図３は、イチゴ価格の推移を生産者価格と消費者価
格という２つの指標で見たものである。 イチゴは短期

いずれにせよ、 イチゴの需給バランスは新たな局面に
入った可能性が高いだろう。

的な価格変動が激しいことから、長期的な動向を読み
取りやすくするため５カ年ずつの平均値を用いている。
例えば、図３の「70後半」は1976年から1980年までの
５カ年の平均値である。

注６）37ページ文献２参照

「70後半」から「90前半」まで、イチゴの消費者価格

注７）図３に示したのは５カ年平均値のみであるが、2010年から

（イチゴ消費者物価指数 ）の動きは消費者物価指数

乱高下（東日本大震災の影響によるものとみられる）を除けば上昇

（総合）とおおむね一致しており、日本経済の総体的な
32

ＪＣ総研レポート／2017年 秋／VOL.43

2015年までの１年ごとの変化を見ても、2012年と2013年の
傾向にある
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３

．イチゴ流通の全体的特質

（１）イチゴの流通経路

つ日々乱高下している。 これは、イチゴの短期的な出
荷量が天候などに左右されやすく非常に不安定なため
に起こる現象であり、従ってイチゴ流通では、卸売市

国産青果物の流通では、現在も卸売市場を経由す

場の仲卸業者が数日程度の在庫保有を行い、需要者

る流通経路（卸売市場流通）が主流である。卸売市場

の日々の必要数量とのギャップを緩和することが一般

を経由しない流通経路（市場外流通）のシェア拡大が

的であった。

たびたび強調されるが、その大部分は輸入青果物であ

第２に、製品アイテムの画一性である。 各小売業者

る。農林水産省が公表する重量ベースの「卸売市場経

は従来から、イチゴの量目や包装に関してさまざまな

由率」を見ると、青果物全体では60％に落ち込んでい

ニーズを有していた。他方、イチゴは果実が著しく軟弱

るが、 国産青果物に限定すれば現在も86 ％に上って

であり、圃場から食卓までの過程で人が果実に触れる

いる注８）。

回数は少ないほど望ましいことから、これまで、生鮮用

ほ じょう

この卸売市場経由率は、残念ながら品目ごとのデー

では生産者が小売店に並ぶ形態まで仕上げて出荷す

タが公表されていない。 そこで、 主な国産果実につい

ることがほとんどであった。 そのため、産地が小売業

て品目別にかなり大雑把な推計を試みると、イチゴは

者のニーズに応えるべく通常と異なる製品アイテムを準

ミカンの87％、
リンゴの66％と比較して高率
94％となり、

備しようとしても、日々の収穫量の変動が激しいなか

注９）

。これは大づかみな数値であるが、

で多数の生産者にそれを割り当てて確保することは困

少なくとも、国産イチゴの流通経路は市場流通が中心で

難を極めた。 結果として、そのような製品アイテムへの

市場外流通は限定的であることは指摘できよう。
あり、

ニーズを契機とする産地と小売業者との直接的取引は

であるといえる

その要因をイチゴの経済的特質と関連付けて検討す

近年までほとんど展開してこなかった。

れば、 次の３点に整理できる。 第１に、 短期的な数

第３に、産地の競争構造と戦略のあり方である。果

量・価格変動の大きさである。図４は、中国地方最大

実では、競争構造によって産地と流通業者との関係性

の卸売市場である広島市中央卸売市場（中央市場）の、

に差異が見られることが指摘されている注10）。例えばミ

イチゴの卸売価格・数量について毎日の変動を見たも

カンでは、生産地が（静岡県以西で）広く分散していて、

のである。 図４の卸売数量を見ると、 シーズンを通し

全体の出荷量に対し圧倒的なシェアを有する産地は見

て日々の変動が大きいことが見て取れる。また卸売価

られない。 卸売市場によって入荷する生産地に大きな

格を見ると、 数量が相対的に少ないシーズン前半（11

違いが見られ、またミカン産地にもそれぞれ得意とする

月～翌年１月）は、 価格水準が著しく高位にあり、 か

卸売市場や出荷先地域がありそこで大きなシェアを獲
得している。このような競争構造から、産地の販売戦
略上の課題は、得意とする卸売市場の卸売業者と関係
を強め、当該市場・地域におけるシェアを維持すること
となる。 特定の小売業者との関係強化を図ることは、
他の小売業者との関係を悪化させ他産地が入り込む隙
を生むリスクがあるため選択されにくい。
他方、リンゴでは、青森県が生産の過半を占めるな

注8）農水省「卸売市場をめぐる情勢について」
（2016年6月）
注9）
「青果物卸売市場調査報告」
（2015年）の「全国」の「卸売数量」
を、
「野菜生産出荷統計」
（2015年）の「出荷量」で除して算出した
注10）37ページ文献３参照。この後のミカン・リンゴの競争構造
や流通業者との関係性に関する記述もこれによっている
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ど上位２産地（青森県、長野県）の市場シェアが他を
圧倒しており、 卸売市場ごとの入荷地域の違いは小さ
く、他産地での代替は困難である。そのため、リンゴ

４

スーパーによるイチゴの調達・販売と産地

．

再編

（１）スーパーによるイチゴ販売の特質 注12）

産地は、特定の小売業者との関係強化に取り組みやす

国産イチゴがスーパーの店頭に並ぶのは一般に11月

く、小売業者との企画商品の共同開発などによって有

から翌年５、６月までである。このうち12月から翌年３、

利な取引を実現しようとする。

４月にかけて、 スーパーではイチゴが果実部門の主力

これらに対しイチゴは、生産地は北部九州、北関東、

商品となる。対象事例のチェーンスーパー２社（以下、

東海を中心としながらも全国的に分散しており、上位

必要に応じて「チェーンスーパーＡ社」
「チェーンスー

産地の市場シェアはミカンよりも一層低く、卸売市場ご

パーＢ社」）の場合、果実部門の売上高に占めるイチゴ

との入荷地域の差異は大きいことから、ミカン型の性

のシェアは年間で１割強を占め、シェアが最も高まる２

質をより極端にした形である。 従って、産地戦略にお

～４月に限れば３割前後に達する。

いては小売業者よりも卸売市場の卸売業者との関係性
が重視されてきたと考えられる。
（２）小売価格に占める流通段階別粗利益の構成

先の12月から３、４月にかけては、 季節感の演出を
狙ってイチゴが店舗の入り口正面の平台に陳列される
ことが多い。

図５は、 国産果実の国内流通における、 小売価格

また、 近年はイチゴ品種の多様化が進んでおり、

に占める流通段階別粗利益（マージン）の構成を示し

スーパーでも１つの店舗で複数の品種が販売されてい

ている。 数値は2003年のもので、 資料の制約からこ

る。ＰＯＰで品種ごとの特徴がアピールされていること

れが最新のデータとなる。なお、
「果実平均」を除く各

も少なくない。チェーンスーパー２社では、北部九州産

品目は「小売業者」
（小売業者の粗利益）の割合が低

地の主力品種である「さがほのか」
「あまおう」および

い順に並んでいる。イチゴは、小売価格に占める生産

「さちのか」のうち２、３の品種を、シーズンを通して販

者受取価格の割合が本統計調査の対象とする品目の

売するメイン品種に据え、時期によってはそれに他の品

注11）

、反対に流通マージン（卸売＋仲卸

種（
「紅ほっぺ」など）を組み合わせて販売している。

＋小売）の割合は最も低い。小売業者の粗利益の割合

また、差別化商品として完熟イチゴや地場産イチゴも取

についても最も低く、これはすなわち小売業者にとって

り扱っている。さらに、量は少ないが、必要に応じてレ

仕入原価率（＝仕入原価／小売価格）が最も高い品目

ギュラー品のイチゴを店舗で別の容器に詰め替えて販

であることを意味しているのであり、イチゴは小売業者

売している。 具体的には、相場が高値で推移する１月

にとって利益を確保しづらい品目であることが分かる。

ごろまでの時期に小型の容器に小分けして値ごろ感を

なかで最も高く

感じられる価格で販売する、複数の品種を詰め合わせ
てアソート商品にする、などである。
イチゴは単価が高く売上高への寄与が大きい品目で
注13）

ある

。 加えて、特筆すべきはその集客力である。

これはイチゴ需要の価格弾力性の高さと関係している。
注11）図には示していないが、野菜の各品目と比較しても最も高い
注12）本節の（１）および（２）は、イチゴ生産地帯の１つである北
部九州の販売先である、 中国地方の流通業者（卸売業者１社、 仲卸
業者２社、チェーンスーパー２社、ケーキ店２社）への聞き取り調
査結果に基づく内容である
注13） 主要都市の卸売市場に お け る国産果実の平均卸売価格が
344円／ kgであるのに対し、イチゴのそれは1130円／ kgであ
る。農水省「青果物卸売市場調査報告」
（2015年）
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例えば、チェーンスーパーＢ社では、11月後半において、

ていては、他の小売業者より安くイチゴを調達・販売し

レギュラー品１パックの販売価格を598円に設定した場

②を発揮させることは難しい。 加えて、このような調達

合の１日の売れ行きは200パック程度であるが、これを

では当然ながら在庫品が一定程度含まれるため、高鮮

498円に下げると約600パックに、398円では約2000

度品を安定して調達することにも不向きである。

パックに増加する。また、チェーンスーパーＡ社では、

以上の視点を踏まえ、小売業者が実際にどのようなイ

２～４月にイチゴの特売を行うと、その日のイチゴの売

チゴ調達行動を取っているかについて検討してみよう注14）。

上高が全商品中第１位となることもある。 それだけ集

まず大手のチェーンスーパーは、レギュラー品の調達

客に結び付くため、スーパーにとってイチゴの特売は魅

において入札取引に似た独特の調達方式を採用してい

力的であるといえる。

る。 １つの卸売市場に入場する仲卸業者のなかから数

他方で、イチゴは利益管理が非常に難しい品目でも

社を取引先として確保し、それら仲卸業者に対し翌１週

ある。その理由には、第１に価格水準が高く、損失が

間分の調達予定数量を示し、次に各業者がスーパーへ

生じる場合にその金額が大きくなりやすい、 第２に仕

希望納入価格を提示する。スーパーはその価格を見て、

入原価率が高い（販売価格に対し粗利益が低い）
、第

より良い条件を提示した仲卸業者に対し重点的に発注を

３に出荷量と価格の短期的変動が激しい、第４に集客

行うのである。特売用の調達についても基本的にこれと

力の高さが特売へのインセンティブとなっている、と

同様である。これらによって①～③を並立させており、

いったことがある。過去には、イチゴを専ら集客商品と

強大なバイイング・パワーを有する大手スーパーであれば

位置付け、 そこで損失が生じても果実部門トータルで

こそ可能な調達方法といえる。

利益を確保すれば良い、といった利益管理がなされた

また、ディスカウントストアは、品揃えをある程度犠牲

時期もあったが、果実全般の販売価格低迷によってそ

にしてでも低価格販売を追求しており、下位の等階級を

れも困難になっており、現在はイチゴ単体で利益を確

中心に調達している。また、イチゴの出荷量が多く相場

保するべく、利益管理が徹底されている。ただ、それ

が低いときにできる限り安値で大量に調達して利益を上

でも出荷量が少なく相場が高位にある冬場のイチゴ調

げ、反対に相場が高騰しているときにはイチゴをほとん

達は困難を極め、品揃えや集客を優先すれば損失が

ど販売しないという行動を取っている。①の優先順位を

発生することも多く、春先に相場が下がってからその

下げ、②と③を実現する戦略である。

損失を取り戻そうと苦慮しているのが実情である。

これらに対し、大手スーパーのように圧倒的なバイイ

このように、イチゴは調達・販売におけるリスクが高

ング・パワーを持たず、また安定した品揃えが重要とな

い品目であるため、チェーンスーパーＢ社では代替商

る地域のチェーンスーパーはどうであろうか。チェーン

品を模索しているが、同一の時期においてイチゴほど

スーパーＡ社は、卸売市場における買参権を取得し、野

高い集客力を有する商品を見出すことは容易でなく、

菜と果実の両方で４～７割を卸売業者から直接調達する

イチゴは今後もスーパーの販売政策において重要度の

ことで、仲卸マージンを節減し利益確保を図っている。

高い品目であり続けるものとみられる。

この場合、イチゴの調達では出荷量と価格の短期的変

（２）スーパーによるイチゴ調達の実態とその戦略性

動への対応が問題となるが、 調達先（生産地および流

イチゴ流通の大部分は卸売市場流通であるから、

通経路 ）を、
【九州産―県内の中央卸売市場の卸売業

小売業者のイチゴ調達先もやはり卸売市場が主である。

者】という経路と、
【四国産―現地の産地商人】という経

また、 ここまでの検討結果が示すように、イチゴは小

路とに分散させることでこれに対応している。仲卸マー

売業者にとって、①安定調達（品揃え）、②集客効果、

ジンを節減することで②と③を追求し、①については調

③利益確保、を並立させることが青果物のなかでも特
に難しい品目である。仲卸業者の在庫機能は、このう
ち①と③に寄与するものであるが、それだけに依存し

注14）これらの視点は調達行動を大づかみに理解する意図から単
純化して整理したもので、実際の行動論理はより複雑である
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の傷みを防ぐことなどにある。 出荷規格を簡素化する

達先の多元化で補う形である。
また、チェーンスーパーＢ社も調達先を分散させて
いるが、Ａ社とは狙いが異なる。 調達先は第１に【九

るイチゴ作経営の労働負担が軽減される。 その結果、

州産―県内の中央卸売市場の卸売業者―仲卸業者】
、

経営の持続性が高まったり、規模拡大が可能になると

第２に【九州産―県内の地方卸売市場の卸売業者】
、

いった効果が期待できる。

第３に県内産地との直接取引である。 第１の調達先で

そこでＡ農協は、希望する部会員を対象に、2012年

は仲卸業者を通しているが、在庫機能による需給調整

度からレギュラー品の規格簡素化に取り組んでいる。

を利用しつつも、産地や卸売業者が供給過多で苦慮し

具体的には、多くのスーパーでは秀品と優品を区別せ

ているときに多めに仕入れたり一定以上の価格で買い

ず販売している実態があることから等級における秀・

支えたりすることで、 意図して需給調整機能の一部を

優の区分をなくし、 階級の区分も緩やかにして、 実質

担っている。 これにより、 反対に出荷が少ないときに

的に６区分だったものを３区分にまで減らしている。簡

も産地や卸売業者が優先的にＢ社分の数量を確保す

素化規格の希望者は、３月初めまでは通常の規格で出

るという関係が築かれ、仲卸業者の在庫機能に頼らず

荷し、出荷量が一気に増える３月初めに簡素化規格へ

とも安定調達が可能となる。 また、第２の調達先の産

と切り替えている。この取り組みは、生産縮小によるイ

地についてはその優れた品質をＢ社は高く評価してお

チゴ調達の困難化に危機感を抱く大手卸売業者数社と

り、差別化商品として位置付けている。取引は産地直

連携して行われている。価格は通常のレギュラー品の

結（卸売業者が帳合い）で、Ｂ社のバイヤーが定期的

９割ほどで取引されている。

に産地を訪問し関係強化を図っている。 このように、

もう１つの取り組みは、パッケージセンター（以下「Ｐ

産地や卸売業者から調達数量を優先的に確保してもら

Ｃ」）による選別・包装作業の受託である。近年、イチ

うことで①が実現されており、それもより高鮮度のもの

ゴ産地では農協がＰＣを導入しイチゴ作経営の労働

（第１の調達先 ）、 高品質のもの（第２の調達先 ）を調

負担軽減を図る動きが活発化している。 ＰＣ導入によ

達可能である反面、特に③が課題であるとみられる。

る影響については、 一方で個々のイチゴ作経営の労働

（３）イチゴ産地における選別・包装過程の再編

負担軽減効果や収益性への影響が重要であるのは言う

（１）と（２）では、短期の視点からイチゴの調達・

までもない注16）。 他方でイチゴ流通に関連してより重要

販売の難しさと小売業者による対応を見た。次に、イ

となるのは、選別・包装作業をＰＣで集約的に行うこと

チゴ流通に大きなインパクトをもたらし得る、生産段階

で、 前述のようにこれまで対応が難しかった小売業者

の脆弱化に対する産地レベルの対応について、北部九

の製品アイテムに対する個別のニーズへの柔軟な対応が

州のイチゴ産地を事業区域とするＡ農協の取り組みを

可能となることである。なぜなら、これら個別のニーズ

事例に検討する。

に基づく製品アイテムの設定は、産地と小売業者との直

取り組みの１つは、出荷規格の簡素化である。イチ
ゴ作経営の選別・ 包装作業が長時間に及ぶことの要

接的な取引を促進するものであるためである。
ここでもＡ農協のケースを見ると注17）、ＰＣ導入を機

因の１つは、 非常に細かく区分された出荷規格にある。

に、ギフト向けのアイテムや、値ごろ感を演出する少量

例えばＡ農協が所在する県の農協系統販売における出

目アイテム、加工・業務用アイテムなど、小売業者など

荷規格は、最も一般的なレギュラー品（２段詰めパッ

との商談を通じて数十の製品アイテムを新たに設定し、

ク）だけで等階級が９区分、出荷がほとんどないもの
注15）

を除いても６区分に分かれており

、上段と下段のそ

れぞれについて果実の数や向きといった詰め方が取り
決められている。その目的は、製品の外観を良好なも
のにすること、 適切なパック詰めにより輸送中の果実
36
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注15）レギュラー品の他、平詰めパックとホールトレイがあり、
等階級がそれぞれ２つずつに区分されている
注16）この点については、37ページ文献１を参照
注17）Ａ農協ではＰＣの利用も希望者制となっている。 ＰＣ利用
者はシーズンを通して選別・包装作業を行わないため、ＰＣ利用者
と簡素化規格利用者との重複はない
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イチゴの直接取引を販売金額ベースで３割強まで拡大

取引向けに出荷されるイチゴがさらに減少するのであ

させている。その一方で注目すべきは、イチゴの直接

るから、長期的にはイチゴ調達が一層困難になる可能

取引における独自アイテムの割合は半分程度であり、

性が高い。

残りの半分はレギュラー品が占めている点である。 こ

しかしながら、流通業者のなかでこのようなイチゴ流

れは、 直接取引のきっかけが独自アイテムの取引で

通を取り巻く環境変化に危機感を抱いているのは、 概

あっても、 それを通じて取引関係が強まり、 あるいは

して、 従来から生産段階と近い関係にあった卸売業者

取引関係者にノウハウが蓄積されることで、 直接取引

に限られており、小売業者の危機感は相対的に低い状

はレギュラー品にも拡大し得ることを示している。

況にあるとみられる。 その表れとして、 産地が規格簡
素化に取り組もうとする場合、 小売業者から否定的な

５

．考察―流通段階へのインパクトと展望―

反応がなされることが多いということが挙げられる。だ
が、生産段階において規格簡素化を本格的に進めてい

ここまで、イチゴ流通の実態および特質と、それと

くには、イチゴを最終的に消費する消費者の理解が不

強く関係する、産地における選別・包装過程の再編の

可欠なのであり、そこでは日常的に消費者と接している

実態を検討してきた。最後に、その再編が今後のイチ

小売業者の協力が重要な意味を持つだろう。また、小

ゴ流通にもたらすインパクトについて考察を行う。

売業者にとっても、イチゴは販売政策上重要な商品で

イチゴ作では、生産段階の脆弱化とそれによる供給

あり、代替し得る商品も乏しいことから、イチゴ生産の

力低下が深刻化するなかで、その要因の１つであるイ

持続性を高める取り組みに協力するインセンティブは小

チゴ作経営の選別・ 包装作業の労働負担軽減の取り

さくないであろう。このように、需給が逼迫し価格が上

組みが活発化していた。これは、表面的には、次の２

昇基調にある現在、 生産段階と小売業者を含む流通

つの流れで流通段階に影響をもたらすだろう。 その１

段階との利害は一致する可能性が高まっているのであ

つは、
【各産地の出荷量の減少⇒流通段階（当面は卸

り、両者の協調が進んでいくことに期待したい。

売業者）におけるイチゴ調達の困難化への危機感の高
まり⇒産地と流通業者との連携による出荷規格の簡素
化】という流れである。もう１つは、
【産地におけるイチ
ゴ作経営の持続性への危機感⇒農協ＰＣによる選別・
包装作業の受託⇒多様な製品アイテムニーズへの対応
力強化⇒産地と小売業者との直接的取引の拡大】とい
う流れである。
今後、出荷量が減少しイチゴの調達が一層困難にな
れば、これらの取引に興味を示す流通業者は増えてい
くとみられる。 また、 これら２つの流れはいずれも、
取引に参加する（協力する）流通業者と産地との関係
性を強める方向に作用し、 イチゴ調達におけるそれら
の流通業者の優位性を高めるだろう。加えて、特に後
者の取引を行う小売業者は、商品の差別化が可能とな
注18）

りイチゴの販売力は強化されるだろう

。

他方で、これらの取引に参加せず（参加できず）従
来的なイチゴ調達を踏襲し続ける流通業者については、
もともと生産が縮小しているなかで、 従来的な調達・

注18）本稿では紙幅の関係で取り上げられなかったが、 一部のＰ
Ｃでは機械選別シ ス テ ムの導入により糖度選別が可能となってお
り、今後はこれも独自アイテムとして小売業者間の競争に影響を与
える可能性がある。ＰＣにおける機械選別システム導入の詳細は文
献２を参照
【引用文献】
（1）岩﨑真之介・細野賢治・山尾政博「イチゴ産地農協パッケージ
センターの産地維持効果と導入上の課題」『2013年度日本農
業経済学会論文集』2013年、61 〜 68ページ
（2）岩﨑真之介・細野賢治・山尾政博「イチゴ機械選別パッケージ
センターの有効性と生産者の費用負担―販売対応および作業員
労働省力化の視点から―」
『農業市場研究』23（4）、2015年、
37 〜 44ページ
（3）徳田博美「卸売市場の変化で迫られる新たな関係性の構築」『農
業と経済』
（2012年12月 臨時増刊号＜第78巻第12号＞）昭
和堂、28 〜 37ページ
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介護者側が認知症高齢者の
見方を理解する試み
〜せんだんの杜による「逆デイサービス」〜
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

１

はじめに～今日、重要となる介護者側の認
．
知症高齢者の見方の理解

まさふみ

郡山 雅史

うに状況が変化する。
「本人は認知症があり、目の前にあるものが何であ

今日、介護の現場を訪ねると、行く先々で利用者の

るか認識できません。それが何であるか、触りながら

方の多くが認知症であることに気が付く。認知症の症

かすかに残る記憶を頼りに一生懸命考えています。触っ

状には記憶障害など、脳細胞の破壊で起こる「中核症

ているうちに手が汚れ、目に付くところにタオルがなく、

状」注１）と本人の性格や置かれている環境が作用し起

しかたなく汚れを落とすために壁や床を使って汚れを

はいかい

注２）

こる暴言や徘徊などの「行動・心理症状」

があると

されるが、介護する家族や職員に掛かる負担が特に大

落としています。本人にとっては、極めて当たり前の行
動をしているのです」

きく、介護の継続において障害となるのは後者の「行

雨宮氏は、
（住環境や居室内のものの配置だけでな

動・心理症状」といわれる。認知症の方への対応が日

く）職員や家族など介護者を「環境」として捉える認識

常化する介護の現場では、こうした「行動・心理症状」

が大事で、その環境である介護者が認知症高齢者の

を極力抑え、認知症の方が落ち着いて過ごすことを可

行動を理解することから始める必要があること、
「行

能ならしめるケアが求められている。

動・心理症状」は、認知症高齢者の思いやしたいと思っ

こうしたなか、以前、
「問題行動」と呼ばれた認知症

ていることと、介護者の認知症理解や物理的環境も含

高齢者の「行動・心理症状」は、介護する側にとって

めた環境との不調和のなかで起きているという理解が

は問題とされるが、認知症高齢者本人からすると当た

大切で、認知症高齢者に環境を合わせていくことが、

り前のことで、介護者側の見方や認知症高齢者の住ま
う環境によって誘発されていることが多いということが
分かってきた（呼ばれ方も変化）。認知症高齢者のこう
した「行動・心理症状」は「つくられた障害」だとする
社会福祉法人泰生会理事長雨宮洋子氏は、以下のよう
に説明している

ろうべん

。

「例えば、弄 便という行動は、傍らから見ると汚い
排泄物を素手でこね回し、時に壁や床に塗りつけてい
るのですから、奇異で不潔な行動として捉えられます。
つまり、私たちのものの見方（ものさし）で見てしまうと、
日常生活や社会的な営みを送る上で非常に問題となっ
てしまうのです」。そして、本人の立場に立つと、次のよ

ＪＣ総研レポート／2017年 秋／VOL.43

「行動・心理症状」を軽減させる鍵を握っていると述べ
ている。
注１）脳の神経細胞が壊れることによって直接起こる症状。記憶障
害、判断力の障害、問題解決能力の障害、実行機能障害、見当識障
害、失行、失認、失語などがある。認知症になれば誰にでも中核症
状が現れる（参考：認知症フォーラム.COM）

注３）

38

こおり や ま

注２） 中核症状に伴っ て み ら れ る行動障害や精神症状。 暴言・
暴力・ 興奮・ 徘徊や、 幻覚・ 妄想・ 抑うつ・ 睡眠障害など。「周
辺症状 」「随伴症状 」とも呼ばれる。BPSD（behavioral and
psychological symptoms of dementia）。出典：コトバンク
注３）出典： 日本認知症ケア学会講義動画配信サ イ ト認知症ケア
plus講義抄録「介護施設における行動障害；環境でその軽減を図る
取り組み」社会福祉法人泰生会理事長/総合ケアセンター泰生の里
「別府」総合施設長雨宮洋子（2006.4.8）。なお出典では、
「行動・
心理症状」は「行動障害」と表現
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本稿では、介護者側が認知症高齢者の見方を理解
し、認知症高齢者に環境を合わせることを試みる取り
組みとして、施設に入所する要介護者が、日中だけ住
み慣れた地域（民家など）に赴いて過ごす、社会福祉
もり

法人東北福祉会せんだんの杜（以下せんだんの杜）に
よる「逆デイサービス」
（在宅の要介護者が日中だけ施
設に出向きケアを受けるデイサービスの逆という意味）
などの取り組みを取り上げる。

２

．せんだんの杜とは？

せんだんの杜は、東北福祉大学を母体とし理論と
実践の両輪による新たな福祉人材教育と研究を目的に
設立された社会福祉法人東北福祉会が 1996 年、宮
城県仙台市青葉区に立ち上げたもので、設立当時は、
特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター、デイサー
ビスセンター、ショートステイ、ケアハウスの５つの事
業体（機能）プラスαの総称であった（現在、在宅介
護支援センターを廃止し、居宅介護支援事業所、地
域包括支援センター等の高齢者福祉分野の事業所と
保育園、障害を持つ児童を対象とした放課後等のデイ
サービス、児童自立援助ホーム等の児童福祉・障害者
福祉分野の事業所を追加）。
「利用者主体」を原則とし、
「すべての人がひとりの人
間として尊重され、個性が輝く共生の地域づくり」を基
本理念として掲げるせんだんの杜。生活支援が必要に
なっても、遠く離れた特養に移り住まなくても済むよう
に、住み慣れた地域で、これまでの家族や近隣・友人
関係を保ちながら生活することを目指し、後述する「デ

リベラ荘エントランス

養護老人ホーム「リベラ荘」
。新たな環境に慣れない
当時の利用者は、自分の居場所（落ち着ける空間）を
見出せず、徘徊・異食・帰宅願望が顕著で、ナースコー
ルが鳴りやまない日々が続いていた。
まだ、措置の時代 注４）に「今までの福祉のあり方を
脱却したい」との強い思いを持って出発したせんだん
の杜。リベラ荘施設長の水澤里志氏は、制度ありきで
はなく、必要なことは実践して、制度はうまく活用すれ
ばいいと、当時はエネルギッシュな気運に満ちていた
という。
「そこで、特養内に痴呆性（原文ママ）高齢者３人を
対象に『生活の場』を作った。担当職員１人を９時～
18 時の日勤帯に配置し、特養の２階デイルームに畳
10 畳を敷き詰め、テーブル・ソファ・座布団・布団・
テレビを置いた。デイルームと廊下の境には仕切りの
スクリーンを設け、残りの 10 畳には備え付けの洗面台
の他、電気コンロ・お茶の道具・テーブルと椅子を置
（
『ユ
き、普通の家のリビングのような空間を設定した」
ニットケア白書 2003』＜以下Ａ＞、筒井書房、69 ～ 70 ペー

イホーム」
「逆デイサービス」などの取り組みを経て、施

ジ）と、宅老所の取り組みにヒントを得て、1996 年７月、

設周辺の４つの小学校区で、民家を利用し、小規模な

特養内の仕切られたスペース「デイホーム」で認知症利

事業所（通いを主に泊まりや訪問を柔軟に組み合わせ

用者３人に、職員１人を固定し、日中（平日、９～ 18 時）

る宅老所的な機能を持つ拠点）を立ち上げた。

を一緒に過ごす取り組みが始められた。
こんなに混乱した症状が著しい認知症の方はかつて

３

．せんだんの杜の主な取り組み

（１）起点となった取り組み「デイホーム」

いなかったと水澤氏が語る３人の利用者の方々。
『ユ
ニットケア白書 2003』他には、当時のせんだんの杜の
取り組みが次のように記されている。

1996 年４月の開設後２カ月で定員の 50 人に達し、
大半が認知症高齢者（うち 15 人が重度）だった特別

注４）介護保険法施行（2000年４月）以前を指す
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スペースを設けたものの、徘徊は収まらず、担当職

また、デイホームに取り組むなかで、これまで気に

員だった小野寺道子氏（現せんだんの杜児童福祉施設

掛けなかった以下のような発見も得られた。
「施設のな

総合施設長）は特に落ち着かないＫさんという方と手を

かには、家庭にはない硬い音が多く、職員がバタバタ

つないで歩き続けるしかなかった。しかし、歩き続け

走り回る音、戸をバタっと閉める音、
『○○さーん』と

るなかで、以下のことに気が付いたと言う。

呼ぶ大きな声がするため、ビクッと驚いて目が覚め、

「歩き疲れるとデイホームに入り腰を下ろす。私が手

歩き出してしまうのです。施設のなかは不安だらけのと

を洗おうと立ち上がったり、お茶を入れようと立ち上

（『地域での暮らしの継続
ころだったのだと感じました」

がると、Ｋさんも立ち上がりそわそわしてデイホームか

を支援する

ら出て行く。私自身の存在がＫさんの存在に大きく作

書房、42 ページ）と利用者たちが日中、興奮し、お昼

用していくことを知ったのである」（Ａ・70 ページ）

寝できなかった施設環境のマイナスの面に気が付いた。

そして、その気づきから、対応が少しずつ変化して
いった。
「その後は、他の２人の方を気にせずに、Ｋ

逆デイサービスのはじめ方』＜以下Ｃ＞、筒井

また、職員と利用者という関係だけでなく、利用者同
士の関係づくりについても重要視するようになった。

さんと手をつないで座ることでＫさん自身も落ち着き始

こうしてだんだんに、３人はお茶を飲みながら、ゆっ

めた。Ｋさんは、私の動向に敏感に反応していたので

たりと座れるようになり、穏やかな表情が見られるよう

ある。それからは、自分の気持ちをＫさんに集中させ、

になった。

やさしい眼差しで側で接することにした。そうしてよう
やくＫさんの座っている時間が増えていったのである」

（２）民家を借りて地域のなかでケアを展開「逆デ
イサービス」

（Ａ・70 〜 71 ページ）

加えて、小野寺氏はＫさんの姪にＫさんが毎日（亡く

Ｋさんの姪が面会に来た際、
（Ｋさんが）分からなく

なったご主人の）お墓参りをしていたことを聞く。そし

なったと思っていた自分（姪）の名前を呼んだ。おば

て、Ｋさんと一緒にお墓参りに行くことにし、以下のよ

ちゃんのボケが治ったと喜ぶ姪。
「こんな風に良くなる

うな場面に出会った。

んだったら、
（Ｋさんの）家が空いたままになっているか

「デイホームが始まって３週間後、墓参りの話を切り

ら、使ってみたらいいんでないの」と、仙台市内にある

出しＫさんに話しかけた。
『お花、何本もっていきます

Ｋさんの自宅が無償で借りられることになった。こうし

か。』と話しかけると、
『２本だよ』と答えた。初めて会

て取り組み２カ月が経過したデイホームは、Ｋさん宅へ

話が成立した瞬間だった。墓の前に立つと、南無阿弥

と活動の場を移し、３人の利用者と１人の担当職員は

陀仏を３回唱え涙を流していた。Ｋさんの行動に改め

平日の日中（９～ 18 時）
、民家へと通うことになった。

て感慨を深くした。その後のＫさんとは、コミュニケー

「
『どうぞお入りください』と私たちを招いてくださっ

ションがとれるようになり歌を歌い、文字を書き、味

たんです」
。７～８年ぶりで訪れた玄関口で、担当職員

噌汁を作ったりするようになった」（Ａ・72 ページ）
小野寺氏はＫさんをはじめとする利用者たちの反応
を目の当たりにし、これまでの見方が変わったことを次
のように述べた。
「痴呆（原文ママ）の人は、何もできない、理解でき
ないと思っていましたが、本当は気持ちや思っているこ
とを口に出すことができなくなっているだけなのだと思
いました。気持ちを理解しようとしなかったことに気づ
（
『地域に向かう実践 逆デイサー
き、とても反省しました」
ビス白書 2003』＜以下Ｂ＞、筒井書房、13 ページ）
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（小野寺氏）と他の利用者を招き入れたＫさん。

用者への本当の「向き合い」が始まることが大きなメ

「そして、私の手を引いて連れて行ってくれたのは仏

リット、と水澤氏が語る逆デイサービス。利用者たち

壇の前でした。その時に、家であるということを認識

に生じた変化は、その家族の行動にも影響を及ぼした。

している、ご主人が亡くなっているということを理解し

民家は施設よりも敷居が低いのか、よく家族が訪ねて

ている、本当は家で生活し続けたかったのではないか

くるようになり、滞在時間も延び、会話も増えた。また、

（Ｂ・13 ページ）と小野寺氏ははっとさせ
と思いました」

家族同士が顔を合わせるようになり、利用者と家族た

られた。

ちが打ち解け、一緒に旅行に行くようになった。

そして、
「民家での利用者は、思い思いに生活し、

さらに、地域のなかでケアを展開し始めたことで、

担当職員と一緒に昼食を作る人、庭の植木の手入れや

施設にはなかった、地域との新たな出会いや気づきが

掃除をする人と、住み慣れた環境のなかで自由に生活

生じ始めた。当初、近所の人たちに不安感が見られた

（Ａ・72 ページ）と、以前の暮らしを取り戻し
し始めた」

ものの、民生委員さんに紹介され、独居高齢者の方

た利用者たちに起こった変化が以下のように記されて

に話を聞くと、
「１人暮らしをしていると誰とも話をしな

いる（Ｃ・48 ～ 50 ページ）
。

い日があるんだよ」と、地域に住む人を支えることの必

○トイレ：特養の建物のなかでは、何度お伝えしても

要性や、歩いて行ける距離に安心して集える場所が必

トイレの場所がわからなかった 3 人ですが、一軒家に

要だと感じ始める。

行ったら 1 人で行き、鍵を掛けて使われるのです。

民家はＫさんの自宅だったため、
「おばちゃん帰って

○言葉が増えた：民家には、特養では感じ取ることの

きたんだね」と顔見知りの近所の人たちがお世話してく

できなかった気温や景色の変化があります。……「今

れたり、ご飯を届けてくれたりした。ラーメン屋さんは

日は寒いね」
「ああ、いい風が吹いているね。今は春

麺を半玉茹でて出前してくれ、利用者は近所のスーパー

なの？」とか「今は秋なの？」と話すようになり、言葉

に買い物に行ったり、昔からある美容室で髪を切った

がものすごく増えてきました。

りするようになり、地域とのつながりが利用者にとって

○集中・関心が生まれた：いままでは、歩き続けてい

掛け替えのないものだということに気付かされた。

て座ることもしなかった人たちが、テレビを観たりする

ゆ

こうしたなか、
「日常的な環境で、利用者１人ひとり

ようになりました。

が可能な範囲で役割を持ちながら生活を送れる場所

○電話での家族との会話：……お年寄りが出て、わ

があれば、重度の痴呆症（原文ママ）の高齢者でも、

からなくなると「少々お待ちください」と言って私に代わ

普通に暮らしていけるのではないか」（「せんだんの杜実

るのです。とっさに出てくる言葉が増え、会話ができる

践資料」せんだんの杜、2004 年、１ページ）
。やっぱり、

ようになってきました。

施設じゃなくて、こういう普通の環境で生活し続けるこ

○「生き生き」としてくる：買い物にもよく行きました

とが大事なんだということの気づきから、こうした関わ

し、ドライブもしました。お年寄りたちは、そのなかで

り・環境を３人の利用者だけでなく、もっと全体に広

周りの様子を感じ取り、会話をするようになりました。

げたいという思いが強まった。

○ お年寄り同士の関係性：ある日３人全員に留守番
をしてもらって出かけましたが、３人は仲良くのんびり
と座って、何気なくお茶を飲んだりして過ごしていまし

（３）逆デイのケアを特養へ～「ユニットケア」
利用者は普通の生活を求めていることに気付き、デ
イホームや逆デイサービスの取り組みを特養にも取り入

た。

れようと、特養で１～２年勤務した職員に、逆デイを経
この方は「本当はこんな力を持っていたんだ」とか、

験してもらい、特養に戻ってきてもらうローテーション

「本当はこんな過ごし方ができるんだ」といったその人

を組んだ。そして、逆デイ経験者を核に、特養内で「茶

らしさに職員が気付かされ、その気づきを持って、利

（現在、ユニットと呼ぶ）づくりに着手。1998 年６月、
の間」
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ＪＣ総研レポート／2017年 秋／VOL.43

41

農業問題と地域社会 現 地 レ ポ ー ト

利用者数人に職員を固定し可能な時間帯のみ生活をと

係が築かれる「地域共生ホーム」として国見地区に「国

もにする「ミニデイホーム１」を、翌 1999 年６月には「ミ

見の家」
（2002 年５月～）を、川平地区に「川平の家」

ニデイホーム２」を設置。1998 年 10 月には２つを合わ
せ、1 日の生活を共にするユニット第１号「ひまわり」
（利
用者４人＋職員１人）を誕生させた。
「茶の間」と呼ばれるミニデイホームは、ユニットケ
注５）

（2003 年６月～）を設置した。
取材当日、地域において高齢者の在宅での生活を
支える拠点の１つ、中山の家を訪ねることができた。
築 50 年であるが、洋風な外観でモダンな印象を受け

の核となり、2000 年３月には、２つ目のユニット

る中山の家。玄関をくぐると、刻まれてきた時を感じる

「さくら」
（利用者８人＋職員５人）が、2001 年７月に

居間で、まちまちのソファに座った利用者の方々がくつ

ア

はユニット「道草の間」ならびに「響の間」が出来た。

ろいでいた。対応していただいたのは、中山の家管理

規模が小さいユニットは、人間関係が濃いことから、

者の伊藤瑞枝氏。せんだんの杜併設のケアハウスに５

利用者と相性が良い職員を配置。2003 年５月には、

年勤務した後、この中山の家に異動となったとのこと

全員が「茶の間」単位での生活となったが、夫婦で過

（現在 12 年目）
。来たばかりのころ、
「利用者とお茶を

ごす時間や１人で過ごす時間を大事にしている利用者

飲んでいるだけでいいみたいな感じで、家庭的という

については、無理に組み込まず、思い思いの場所で過

言葉に職員が甘えている」と思った伊藤氏。働き始め

ごしてもらっていた。

ると、その雰囲気はあえて職員がつくり出していること
に気が付き、たとえ書類作成が山積みでも、利用者の

（４）在宅生活を支える拠点を地域のなかに～「サ
テライト」

前では一切感じさせない大変さが分かり始めた。
午後３時ごろになり、料理が得意な利用者の方が手

さらには、普通の環境で生活し続けることの大切さ

伝ったというパウンドケーキを紅茶と一緒にいただい

への気づきから、なるべく施設に入らなくてもいいよう

た。おやつ作りを手伝ったというのは、隣に座った女

な手だてを考えようと、地域のなかに小さくても柔軟

性利用者の方。去年の 11 月まで、中山の家にデイサー

に動けて、在宅での生活を支えられる拠点を作ること

ビスに通い、時にはお泊まりを利用しながら在宅生活

にした。

を続けていたが、だんだん在宅で生活することが難し

当時のデイホームから対象利用者ならびに担当職員
を拡充してきた（2000 年９月～）中山地区の民家を小
規模でさまざまなサービスを兼ね備えた事業所に機能
転用し、
「中山の家」を設置した（中山地区にもう１カ
所「中山の家２」を設置）。また、赤ちゃんから障害の
ある人、高齢者が地域で共に暮らし、豊かな人間関
利用者も手伝った手作りパウンドケーキと紅茶

注５）老人施設において高齢者を少人数のいくつかの単位（ユニッ
ト）に分けてケアしようという方法論。小規模のデイサービスや宅
老所が大規模な施設にはない、より個別的な介護を実現したことに
より、 介護現場から自発的に起こった。2002年、 厚労省は全室
個室とユニットケアを基準とした「新型特養」を推進するため、新
設する特別養護老人ホームは新型特養のみとした。①少人数による
なじみの関係により認知症高齢者が落ち着き、②一人ひとりへの理
解が進み、より個別的なケアが可能になるなどの良さがある一方、
①少人数のためにより管理的になり、②人間関係が閉鎖的になり、
③行動・心理症状が著しい高齢者を許容できないといった問題点も
中山の家の外観
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くなり、ショートステイに生活基盤を移すことになった。
その時、担当のケアマネジャーを中心に本人にとって
必要な支援について話し合いが持たれ、本人、家族
の意向を重視し、これまでのつながりを継続できるよ
う、ショートステイを利用しながらも、日中は中山の家
に外出し、なじんだ場所でなじんだ人たちと過ごすこ
となった。

中山の家サポーターの中沢氏と管理者の伊藤氏

４

取り組みの成果～じっくり向き合うことで

．

得られる認知症高齢者の見方

このように、逆デイサービスをはじめとするせんだん
の杜による一連の試みは、一部の利用者、家族に著し
中山の家の午後の様子。なんだか楽しそう

住宅地である中山地区の民家を活用した中山の家。

い成果を、そして職員側にもさまざまな気づきをもたら
した。立ち上げ翌年の 1997 年からせんだんの杜でデ

出来た時、地域の方々から必ずしも歓迎されていなか

イホームや逆デイサービスなどに取り組んできた（成果

ったと伊藤氏。道に停めたデイサービスの送迎車が

を他の職員に伝える業務にも携わってきた）水澤氏は、

「じゃまだ」とお叱りを受けたこともあった。当時は皆

当時、やってきたこと、考えてきたことは、現在の大き

さんまだ若くて、仕事などで忙しくされており外でお会

な信念につながっており、常にそこに立ち戻り、必要

いしても挨拶をする程度だったが、年を重ね、声を掛

に応じそこで培われたケアを展開できるようにマネジメ

けてもらえるようになり、今では「こういう所があると

ントしていると語る。職員が困り果てるような利用者の

安心だね」と言ってもらえるまでになった。

方に対し、
「なんでそうなのだろう？」と背景を考察し

中山の家を支えてくれる近所の方もいる。訪ねた日、

ながら、その場に身をゆだね、利用者の方と一緒に過

近所に住む中沢常夫さんという方が来られていた。ヒ

ごす。職員というフィルターでなく、一個人として真正

マワリやホウセンカ、朝顔、コスモスなどの季節を感じ

面から向き合うことで、利用者がどうしてそんな表現や

させる花が咲き、ズッキーニ、カボチャ、キュウリ、ト

行動をするのかが見え始め、その人に対する見方が大

マトなど、食卓をにぎわせる四季折々の野菜が植えら

きく変わる。

れている中山の家の庭（畑）。利用者や職員だけでな

せんだんの杜には、職員にコーヒーを掛けて回る、

く、道行く人の目も楽しませてくれる。これらは中沢さ

とんでもなく暴力的で大変だった男性の利用者のエピ

んがボランティアで植え、育ててくれたもの。時には自

ソードがある。職員たちが困り果てるなか、水澤氏は

分の畑で採れた野菜も持ってきてくれるという。

１週間ほどやや離れたところから、その方を観察して

周囲に競合する民間の介護事業所が増え、新たな

いたところ、どうしてそんなことをするのかが分かって

社会資源への転換の検討を機に、昨年 12 月でお泊ま

きた。
「暴力をふるうおじいさん」というレッテルを貼ら

り事業をやめ、現在、制度上では、定員 10 人の地域

れた利用者。
「お～い」と呼んでも、誰も一向に（30 分

密着型デイサービスとなった中山の家。利用者や地域

～１時間も）近づかない。
「いつまで待たせるんだ」と

のニーズを踏まえ、再び新しい形に変化する準備をし

いう気持ちが、ようやく来た職員にコーヒーを掛けるな

ている。

どの「暴力」として現れていた。認知症だから暴力を
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ふるってしまうという捉え方でなく、職員側に問題があ

づ きをもらい、

り、そうした行動や表現となっていることが多いと水

振り返ることで

澤氏。得られた気づきを他の職員たちと共有し、関わ

その必要性を感

り方を変え、職員たちが変わっていくなかで暴力は収

じればよい」と

束していった。せんだんの杜では、現在でも「認知症

いうのではなく、

の方で、対応が難しい方を担当し、高い壁を乗り越え

「なぜ行うのか」

ること」は職員が通過する道程になるとともに大きな成

という目的や個

長につながるきっかけとなっている。

別の利用者にお

５

ける根拠を考え
ることも必要と

直面する課題～既存手法を大切にしつつ、

．

アセスメントなど別角度から方法を模索

1996 年の立ち上げから 2000 年代前半にかけ、精

リベラ荘水澤里志施設長

されつ つある。
しかし な がら、

力的だったせんだんの杜の取り組みは、現在、やや沈

立ち上げ当初から培ってきた利用者と向き合う取り組

静化し、力を蓄え、次なる取り組みを模索する段階に

みが重要でなくなったというわけではない。水澤氏は、

入っている。

専門知識や技術を習得しても対人援助職に必要とされ

また、立ち上げ当初と比べ、以下のような変化が生
じている。

る３つの能力の１つ「価値観や態度」が醸成されなけ
れば、知識や技術の効果的な活用は難しく、本当の専

取り巻く状況としては、事業所におけるコンプライア

門性の向上にはつながらないと語る。

ンス（法令順守）強化や重度化する利用者、利用者家

実際の介護現場での職員育成の取り組み状況につ

族などの介護施設に対する認識の変化など、さまざま

いても尋ねてみた。現在、せんだんの杜では利用者一

な側面に対するリスクマネジメントが求められるように

人ひとりのケアやカンファレンス、ユニット会議などの

なり、立ち上げ時のように「まず、やってみて、駄目な

場面を通じ、当時の取り組みを経験し、１人の利用者

らまた考えよう」と言った機敏な実践はできにくい環境

への気づきから、別の方への気づきを得てきた職員が

になってきた。

ＯＪＴ注６）として支援を行っている。しかし、多くの育

さらに、2015 年の介護保険法改正で特養の入所条

成対象となる職員が１人の利用者に対し、なぜそうし

件が要介護度３以上となり、重度の方が増えた（現在

た表現や行動をしているのかを気付くところまでは到

の利用者の要介護度の平均は 4.0。認知症の方は生活

達しつつあるものの、その経験を踏まえ、別の利用者

に支障をきたす自立度Ⅲ a 以上の方が約９割）ことを

がどうしてそうしているのかに気付くことがなかなかで

受け、特養「リベラ荘」では「茶の間」などで心理的ケ

きないということが課題となっているとのことだった。

アの質を高めるだけでなく、身体的ケアの質を高める

また、利用者に向き合い気づきを得る従来の方法だ

ことも一層、重要となった。当時から行ってきた「茶の

けでは、今後の介護職に対する社会ニーズに十分応え

間」を中心とする利用者と向き合う時間のあり方が変化

られないことから、利用者に向き合うことを大切にしな

しつつある。

がらも、アセスメントなどの専門的、医学的な角度から、

また、職員育成についても新たな課題が生じた。専
門知識や技術の習得による質の向上が求められつつあ
る今日の介護職。利用者と向き合い気づきを得るだけ
でなく、知識や技術に基づき根拠を語れるようになる
必要性が高まっている。現在、休止している逆デイサー
ビスも、当時のように「まずやってみて、利用者から気
44
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注６）オン・ザ・ジョブ・トレーニング。働かせながら教育訓練す
る方法。実際の仕事をしながら指導するので、実地の教育になり身
につく利点がある。セミナーなど仕事を離れての教育に比べ、直接
仕事にも貢献することになる。 セ ミ ナ ーや教室で研修する方法を
Off JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)という（出典：『知恵蔵』
朝日新聞社）
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認知症の利用者の情報を集め、理解し、その方がなぜ

頻度が増え、時間が延び、くつろいで過ごすようになっ

そうした表現や行動を取っているのかを分析・統合する

たとお聞きした。利用者にとって、施設では一方的に

方法を模索していると水澤氏。現在は、ケアマネジメン

お世話されていた職員との「する」
「される」の関係が、

トなどで課題発見、分析するアプローチにより、情報

このようにリラックスし、楽しんで業務に向かう職員と

を収集しているものの、一つひとつの情報を串刺しにし

の日常において、
「ともに楽しむ（過ごす）
」といった同

て理解するという統合する段階の壁を乗り越えるため

居者的な関係に近づいたように感じられた。訪問（滞

に、さまざまな機会と手法をもって試行錯誤している。

在）時間が延び、ゆったりと過ごすようになった家族と

ここを突破し、これまでの取り組みと併せ、認知症の

の関係も同居者的な色合いを帯び、施設の訪問とは大

利用者に関わるさまざまな職種の職員が適切な価値観・

きく異なったように思われる。

態度、知識、技術を持ち合わせることができれば、当

さらに、施設では、利用者にとって受け身的な要素

時の自分たちが実践してきたケアを強固なものとしてま

で占められていた日常が、民家という季節感や生活感

た１歩、前進できるのではないかと水澤氏は語る。

豊かな空間で日課をあえて設けず、担当職員が利用者

６

の個性や時々の状況を踏まえ、暗にやりたい行動を察

おわりに～逆デイサービスのもう１つの側

し、促してくれるなか、自ら働き掛け可能な要素が増え、

面：
「する」
「される」関係から「ともに楽

やりたいこと（の一部）が少しずつやれるようになった。

しむ（過ごす）
」関係へ

このように逆デイサービスの取り組みを通じ、利用者に

．

取材を通じ、せんだんの杜が取り組んできた「逆デ

おける職員や家族との関係が変わり、地域とのつながり

イサービス」は、
「１人を見ることができないとたくさん

ができ、利用者の生活意欲が高まり、
「主体的」
な生活
（こ

の利用者を見ることができない」と意図的に絞った利

れが本来の生活？）が生まれたのではないだろうか？

用者に個別に向き合い、柔軟な対応を行うなかで、職

ともに楽しむ関係といっても、一緒に楽しみながら

員が認知症高齢者の見方を深く理解することを重視し

利用者のやりたいことやできることを察し、一方で事

た取り組みであることが分かった。

故を予測し未然に防ぐなど、介護者には、より高度な

そして取材を通じ、もう１つ感じた取り組みの可能性、

技術が求められることは想像に難くない。今回、せん

それは逆デイサービスの取り組みにより、利用者にお

だんの杜の逆デイサービスの取り組みを通じ、利用者

ける職員や家族などとの「関係」注７）が変わり、主体性

と介護者の「関係」について深く考えさせられ、その

を有するイキイキとした暮らしにつながったのではない

重要性をあらためて感じた。

かということである。
周囲に借りた民家などに特養の担当職員が利用者
と一緒に出向き、日中をそこで過ごす逆デイサービス。
「（逆デイの）民家に行った時、自分自身になんともいえ
ない開放感があった」との水澤氏の言葉が深く印象に
残る。
「職員がみんな逆デイをやりたいと言うんです。やは
りそれだけ楽しんでやっているということでしょうね」
（Ｂ・21 ページ）、
「最終的に自分が楽しめるかどうか、
ですね」
（Ｂ・17 ページ）とのデイホーム・逆デイの担
当職員小野寺氏の発言からは、楽しんで業務に取り組
む担当職員の様子が伝わってきた。利用者の家族に
ついても、民家に移動後、施設のときと比べ、滞在の

※最後になりますが、本稿執筆に当たり、社会福祉法人東
北福祉会せんだんの杜特別養護老人ホームリベラ荘施設長
水澤里志氏、せんだんの杜児童福祉施設総合施設長小野
寺道子氏、せんだんの杜中山通所介護事業所管理者伊藤
瑞枝氏、せんだんの杜中山通所介護事業所サポーター中沢
常夫氏にご協力いただきました。心より感謝いたします。

注７）三好春樹は著書『関係障害論』（雲母書房、1997年）で、寝
たきりなどは、身体の障害をきっかけに、高齢者の人間関係が介護
されるだけの一方的なものなど乏しくなり、生活意欲の喪失により
起こるとし、相互的な関係づくりにより生活意欲を高め、本人の主
体性の回復を図ることを提唱した（参考：『新しい介護シ リ ー ズ
実用介護事典』講談社、162ページ）

【農業問題と地域社会】現地レポート／介護者側が認知症高齢者の見方を理解する試み
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食育ソムリエＮＯＷ

食育の視点で
農業生産工程管理（ＧＡＰ）を考える
〜 食育ソムリエ養成講座のご案内 〜
ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

み や ざ わ

な

つ

こ

宮澤 奈津子

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会

す。誠意を持って生産に取り組んでいる生産者や地域

の食材調達基準が決定しました。 持続可能で環境に

農業を応援するため、 国産農産物の魅力を内外に示

優しい食材を提供するため、 農業の現場では生産工

すとともに、農業への理解を深める消費者教育を進め

程を管理するＧＡＰ認証の取得が急がれています。 国

たいものです。

も、国際基準であるグローバルＧＡＰおよび、日本発

食育ソムリエ養成講座は、 ファーマーズマーケッ

のＪＧＡＰ・ＡＳＩＡＧＡＰなど、農業者による各種ＧＡ

ト・ 直売所の売り場を中心に効果的な情報発信の方

Ｐの認証取得拡大に向けた取り組みを支援しており、

法が学べる講座です。信頼性をお客さまに正しく、分

今後ますます取り組みが増えていくものと考えられます。

かりやすく伝えるための知識やスキル習得に向け、 ぜ

ＧＡＰ認証は食品の安全や環境保全、 労務管理な

ひご活用ください。

ど生産体制を適切に管理するための認証制度で、 農
産物の信頼性を確かめる基準の１つになっています。
今までも、日本の農産物は世界的に見て品質と安全面

【食育ソムリエ養成講座

第26期（フ ァ ー マ ー ズ

マーケット従業員コース）
】

共に高いレベルにあるといわれていましたが、 ＧＡＰ

ファーマーズマーケットや農産物直売所を通して、

認証を得ることで、 こうした農産物の信頼性が確保さ

消費者に健康的で豊かな食生活の提案と、 農業・農

れることになります。

村・食材の魅力を伝えることができる人材の育成を目

「信頼性 」は食を選択する際に大切なテーマです。

的としています。 食と農を基軸とした食育活動を進め

ＧＡＰ認証以外にも信頼性を高めるための基準には有

ることで地場食材の付加価値づくりや消費者と生産

機農産物、 特別栽培農産物などがあり、 生産者は商

者の信頼関係づくりが期待できます。

品の差別化という意味合いだけでなく、消費者の健康
や安全、 地域農業持続性や環境への配慮などそれぞ
れに思いを持って取り組んでいます。
一方で、消費者は農産物に「信頼性」を求めながら
も、さまざまな基準に対して正しい知識がなかったり、

１．実施スケジュール
（１）開講日：2017年12月６日（水）
以後、月１回（全４回）テキストと課題を送付
（２）資格認定式：2018年５月22日（火）

それを知る方法や機会がなく、 生産者の努力や熱意
が思ったほど伝わっていないことが多くあるようです。
こうした取り組みをどう伝えるのか、信頼できる商品で

農産物直売所（ファーマーズマーケット）に関わ

あることをどのように示すかが課題です。

る従業員ならびにＪＡ職員など

ファーマーズマーケット・直売所は、生産者が直接
出荷することで信頼感を感じてもらいやすい売り場で
46

２．受講対象者
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３．講座の内容
（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通

【食育ソムリエNOW】食育の視点で農業生産工程管理（ＧＡＰ）
を考える

食育ソムリエＮＯＷ

★ レベルアップ支援

（２）野菜・果物の選び方と調理・保存
（３）野菜・果物の栄養成分と健康・食育
（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

消費者・飲食店ニーズ調査……任意（１回のみ）
本講座の特徴として、 消費者モニターや協力飲
食店による食材の試食会・お試し会を実施し、
「売

４．講座の形式

る」を意識した農産物や加工品づくりを支援してい
ます。 素材だけでなく付加価値を付けた加工品で

通信教育講座

販売したい、詰め合わせボックスとして遠方の人に
５．受講料

宅配したい、 野菜・果物や米、 肉などの食材を飲
食店に直接販売したい、 など、 今後事業展開を考

７万円／人（団体割引あり）

える方向けの、 消費者や飲食店の生の声を収集す
６．申し込み方法ならびに締め切り

ることができる企画です。味や使い勝手などの感想

（１）ＦＡＸまたはＷｅｂで受け付けています

や考案したメニューをレポートにまとめてお返ししま

（２）申し込み締め切り日：2017年11月10日（金）

す。

【食育ソムリエ養成講座

生産者コース

第５期】

2015年からスタートした、 生産者を対象にした「食

４．講座の形式
通信教育講座

育ソムリエ養成講座 生産者コース」では、
「地場食材
の魅力を伝える」
「消費者との関係をつくる」
「売れる
農産物をつくる」の３つを軸として強い農業をつくるス

５．受講料
７万円／人

キルを学びます。 生産者と従業員が連携して食育に取
り組むことで高い効果を発揮し、地域の農業がより元
気に、魅力あるものになることが期待できます。

６．申し込み方法ならびに締め切り
（１）ＦＡＸまたはＷｅｂで受け付けています
（２）申し込み締め切り日：2017年11月10日（金）

１．実施スケジュール
（１）開講日：2017年12月６日（水）
以後、月１回（全４回）テキストと課題を送付
（２）資格認定式：2018年５月21日（月）

食育ソムリエに関する情報はホームページからも
ご覧いただけます。
詳しい内容や申込書の請求など、食育ソムリエに

２．受講対象者

関するすべてのお問い合わせは、

農産物直売所（ファーマーズマーケット）に出荷

基礎研究部 食農チーム

している生産者

電話：03- 62 8 0 -7 274
担当：宮澤・加藤まで

３．講座の内容
（１）野菜・果物の基礎知識と生産・流通
（２）野菜・果物の選び方と調理・保存
（３）野菜・果物の栄養成分と情報発信
（４）お客さまとのコミュニケーションと危機管理

【食育ソムリエNOW】食育の視点で農業生産工程管理（ＧＡＰ）
を考える
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『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』
臨時増刊号 第２弾を刊行

組合から問う」シリーズの第２弾である。第１弾では
協同組合の立場に立って、ＪＡは政府の農協改革に
どう立ち向かうのかをその背景とともに論じた。 こ
の第２弾では、 その基本線は変わらないものの、
2018（平成30）年開催の第28回ＪＡ全国大会を見据
えて、 ＪＡ自己改革をどう捉え、 どう実践するかを、
現場の視点に立って考察し、 提案することを主たる

協同組合の側から、いわゆる今回の「農協改革」

狙いとしている。

をどう乗り越えていくのか、 論考や実践報告を含め

政府の農協改革とＪＡの自己改革は似ているよう

て明らかにしていくことが、
『協同組合研究誌 にじ』

で、 似ていない。 似ていないとはどういう意味か、

の使命である。この使命に基づき、昨年は『にじ』

また、 それは具体的にどのような取り組みに現れる

の長い歴史において初となる臨時増刊を刊行した。

のかを明らかにしようとしている。 特に、 協同組合

本年は第２号となる。

の仲間や法律の専門家から見ると、 どこにどのよう
な問題があると考えられるのか、 また、 広く社会か

座長解題
「農協改革を協同組合から問う－ＪＡ自己改革の論点」
いし だ まさあき

龍谷大学 教授 石田正昭
本特集号は、季刊誌『にじ』の「農協改革を協同

48
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ら支持されるＪＡの自己改革とはどのようなものかを
論じていることに特徴がある。
いうならば、 ＪＡ自己改革についての大きな指針
を提供するという意図を持っている。 そういうなか
で本稿は、ＪＡ役職員の「意識改革・行動改革」を

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要

ＪＡ自己改革の最重要課題として位置付けるとともに、

与の新たなアプローチを模索していく。

焦眉の急である「組合員制度 」
「総合事業 」
「協同

また、協同組合に関する国際的動向をレポートし

組合間協同」について、その基本的視座を提供しよ

ている連載企画「協同のひろば」では、国連の持続

うとするものである。

可能な開発目標（ＳＤＧs）を協同組合がどう活用で
きるのかを提案する。

『協同組合研究誌 にじ』
2017年秋号を刊行

特集解題（抜粋）
社会学[地域社会学、労働社会学、協同組合論]・農
た なかなつ こ

田中夏子
昨年初夏、政府の「骨太方針2016」および「ニッ
ポン一億総活躍プラン」
（ともに2016年６月２日閣議
決定 ）が発表され、
「支え手側と受け手側に分かれ
21世紀の協同組合のあり方に関し、私たちは協同

るのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合

組合によるコミュニティや「地域づくり」への関与の

いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを

重要性を継続的に議論してきた。 他方、 各種福祉

育成」
「公的サービスと協働して助け合いながら暮ら

制度に果たす非営利・協同組織によるボランタリー

すことのできる仕組み」が提唱された。他方、支え

な貢献に期待をかける中央省庁の動きもある。本号

合いの仕組み自体は、今日の協同組合としても医療

特集「『地域共生社会』と地域づくりの本質を問う」

福祉生協や労福協はもとより、ＪＡの「助けあい」、

では、厚生労働省の「地域共生社会」構想を議論の

生協の「おたがいさま」
、労協の「社会連帯経営」な

端緒としつつ、協同組合による「地域づくり」への関

どでも長年、探究されてきている。

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要
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このように政策の言葉と市民運動の蓄積が重なり

きな意義の１つは、 国連がこのような包括的な目指

合うなかにあって、大枠の理念を共有しつつ、その

すべき世界像を描いたこと、それに各国が合意した

理念具体化のために展開するはずの仕組みづくり、

ことだと思います。

つまり政策レベルの議論を発展的に展開するために、
市民的実践と政策陣営との対話が求められている。

ＳＤＧsと協同組合
2030アジェンダは、
「誰一人取り残さない」ことを
その前文に掲げ、役割を発揮すべき多様な民間セク
ターの１つとして「協同組合」を明記しました。
協同組合は、お金ではなく人に基礎を置く組織で
す。2030アジェンダの目指す世界は、人に根ざした

まえ だ けん き

ＪＣ総研 協同組合研究部長・主任研究員 前田健喜

組織である協同組合が目指すべき世界とも自然に重
なるものです。
私たち協同組合は「 よりよい社会を築きます」

持続可能な開発目標（Sustainable Development

（2012年の国際協同組合年のスローガン）として日々

Goals。 略してＳ Ｄ Ｇs）については、 この欄でも

の事業・活動に取り組んできたわけですが、その目

何回か触れてきましたが、徐々にメディアを通して接

指すべき「よりよい社会」としておおむね納得できる

する機会が増えてきたと思います。

ような姿が、 国連の場での各国政府の合意のもと

エス ディー ジーズ

今回はこのＳＤＧsについて、 また協同組合とＳＤ
Ｇsについて、 あらためて取り上げるとともに、 それ
に関連した最近の取り組みを紹介します。

2030アジェンダとＳＤＧsという形で示された、 と考
えることができます。
ですから、 協同組合としてこの2030アジェンダと
ＳＤＧsを大いに活用していくことが重要だと思いま

あらためて、 持続可能な開発目標（SDGs）につ

す。とはいっても、ＳＤＧsに関連して特に新しいこ

いて

とを始めるという意味ではありません。 協同組合が

ＳＤＧsは、2015年９月の国連サミットにおいて採

これまで取り組んできたこと、これから取り組んでい

択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発

くことを、2030アジェンダとＳＤＧsの文脈になかに

のための2030アジェンダ」
（以下「2030アジェンダ」
）

位置付けることで、 自分たちでその意義を改めて確

に含まれています。2030アジェンダは、
「我々の世界

認し、取り組みを強め、また、外に対して有効にア

を変革」し、望ましい世界を創り出すためのすべて

ピールしていくことができます。 もしＳＤＧsではカ

の国とすべてのステークホルダーの行動計画です。

バーできていない重要な目標があると思えば、 自分

ここでの望ましい世界とは、 ①すべての人の生活の

たちで付け加えて行けばよいのです。

必要が満たされ健康的な生活を営むことができる世

国際協同組合同盟（ＩＣＡ）でも、 協同組合のＳ

界、 ②不平等や差別や排除がなく、 誰もが尊重さ

ＤＧsへの貢献をアピールすべく「コープス・フォー

れ尊厳を持って生きられる世界、③人間の生存を支

2030（Co-ops for 2030）
」というウェブサイトを2016

える地球環境が持続可能な形で維持されていく世界

年7月に開設し、世界の協同組合の2030年に向けた

という３点に集約できると思います。 こうした望まし

取り組みの宣言（pledge）を掲載しています。また、

い世界像を描いた上で2030アジェンダは、2030年

2016年および2017年の国際協同組合デ ーではＳＤ

に実現すべき17の目標を掲げました。それがＳＤＧs

Ｇsに関連するテーマを設定しました。

です。2030アジェンダとそこに示されたＳＤＧsの大
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日本の協同組合の全国機関でつくる日本協同組

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要

合連絡協議会（ＪＪＣ。 日本のＩＣＡ会員団体17団

その後、
「賀川豊彦からＳＤＧsへ」のテーマのも

体で構成 ）やＩＹＣ記念全国協議会（ＩＹＣ全国実

と、日本労働者協同組合（ワーカーズコープ ）連合

行委員会を引継ぎ、より幅広い25団体で構成）も呼

会・ センター事業団の地域福祉事務所「ワ ーカ ー

応した取り組みを始めています。 以下では、 ７月に

ズ・ネット・リングス」の木下史郎所長、
（一社）全国

行われたＳＤＧsに関連する２つの取り組みを紹介し

労働金庫協会経営企画部の関山順部長、
（株）地球

ます。

クラブ事業部の髙橋怜一部長、ふくしま未来農業協
同組合の菅野孝志組合長の４人による各協同組合

第95回国際協同組合デ ー記念中央集会（７月７

からの実践報告がなされました。
このあと事例報告を行った４人にコメンテーターと

日、東京）
世界の協同組合が協同組合運動の発展を祝い、

して稲場代表が加わり、杉浦副館長をコーディネー

さらなる前進を誓う日である「国際協同組合デ ー」

ターにパネルディスカッションが行われました（写真

（毎年７月第１土曜日）は今年が第95回、1995年に

１）
。 協同組合の外の立場からの質問や指摘も触媒

国連の国際デーの１つとなってから23回目です。ＩＣ

となり、ＳＤＧsの文脈に位置付けられる各事例の取

Ａは、今年のテーマを、2030アジェンダとＳＤＧsに

り組みが、利益ではなく、人びとのため、人びとの

依拠して「包 摂 」と定め、 スローガンを「協同組合

思いを実現するためになされていることが浮かび上

はだれも取り残されない社会を実現します」としまし

がる示唆に富むものとなりました。 また、 ＳＤＧs実

た。

現のため、 協同組合がＮＰＯ・ＮＧＯなどと連携し

インクルージョン

こうした世界共通テーマを踏まえ、ＪＪＣとＩＹＣ

ていくことの重要性が強く認識されました。

記念全国協議会は７月７日、
「第95回国際協同組合
デー記念中央集会」を「協同組合はだれも取り残さ
れない社会を実現します～賀川豊彦から持続可能な
開発目標（ＳＤＧs）へ～」をテーマに開催し、会員
団体役職員をはじめ約500人が参加しました。
開会にあたり、 ＪＪＣ委員長・ＩＹＣ記念全国協
議会代表の奥野長衛ＪＡ全中会長（当時 ）は、
「地
球の持続可能性が脅かされているなか、先進国こそ
持続可能な地球を創る責任があり、そのための協同
組合の役割を確認し、事業に取り組んでいこう」と
挨拶しました。

【 写真１】実践報告とパネルディスカッションの様子

続いて２つの基調講演がなされました。 １つは、
ＳＤＧs実現に取り組むＮＧＯ・ＮＰＯのネットワーク

国連ハイレベル政治フォーラムへの参加（７月10

組織「ＳＤＧs市民社会ネットワーク」代表の稲場雅

～ 19日、アメリカ・ニューヨーク）

紀氏から「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）と協同組

ハイレベル政治フォーラム（以下「フォーラム」）は、

合への期待～次の世代につづく世界と日本をめざし

世界レベルでの2030アジェンダの進捗確認・推進、

て～」、 もう１つは、 賀川豊彦記念松沢資料館副館

評価を行う中心的な会議で、毎年開催され、通常は

長の杉浦秀典氏による「賀川豊彦の遺産―愛・ 協

経済社会理事会が主催、４年に１回（次回は2019年）

同・未来―持続可能な社会への先駆者から学ぶ」

は国連総会が主催します。2030アジェンダ推進のた

でした。

め、経験の共有を促進し、政治的リーダーシップ・

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要
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指針・提言を提供し、 持続可能な開発政策に関す

り組み宣言のためのウェブサイト「コープス・フォー

る一貫性と調整を促進するものです。今年のフォー

2030」を立ち上げたこと、協同組合はＳＤＧsの17の

ラムは「変化する世界における貧困の根絶と豊かさ

目標すべてに関わっていることなどを紹介しました。

の推進」をテーマに７月10 ～ 19日アメリカ・ニュー

続いて各国の協同組合の代表として、 インド協同

ヨークの国連本部で開催されました。

組合女性ネットワーク、国連フェデラルクレジットユ

フォーラムでは７月17 ～ 19日の閣僚級会合に加え

ニオン、ブラジル協同組合連合会からスピーチがな

さまざまなサイド・イベントが開催され、国際協同組

され、 その後ＪＪＣを代表して当総研の勝又博三専

合同盟（ＩＣＡ）も参加する協同組合振興促進委員会

務理事（当時）がスピーチを行い、日本には分野別

（COPAC。 構成団体はＩＣＡ、 国連経済社会局、

にさまざまな協同組合が存在しており日本の社会・

国際労働機関＜ＩＬＯ＞、国連食糧農業機関＜ＦＡ

経済において重要な役割を担っていること、 人々を

Ｏ＞、世界農業者機構＜ＷＦＯ＞）も７月14日に公式

中心におく協同組合はＳＤＧsと親和性が高いこと、

サイド・イベントを開催しました。

ＳＤＧsに向けた取り組みとして国内の取り組みが重

日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）は、日本の協

要であることを述べた上で、今後地域における仕事

同組合のＳＤＧs達成に向けた取り組みをアピールし、

や暮らしの課題に、 分野を越えた協同組合間の協

世界や日本の協同組合、政府、ＮＧＯ・ＮＰＯ、労

同・連携で取り組むことで、協同組合の可能性をさ

働組合などの関係者と連携を深めることを目的に、

らに広げていくことができると強調しました（写真

３会員団体（日本生協連・日本労協連・ＪＣ総研）

２）
。

の役職員３人によるＪＪＣ代表団をフォーラムに派遣
しました。
コーディネーターのCOPAC議長・ＩＬＯ国連事
務所特別代表のピンヘイロ氏の「協同組合はより包
摂的な社会・経済を創っていくことのできる存在だ」
との開会挨拶でイベントがスタートしました。続いて、
国連経済社会局社会政策開発部長のバス氏からは、
「ＳＤＧsが目指す社会を実現するために国連が総力
を挙げて協同組合を支援していく」旨の基調提起が
なされました。また、国連日本政府大使・次席常駐
代表の南博氏からは、協同組合はＮＧＯでも純粋な
私企業でもないユニークな存在で、専門性・人材・

総括としてＦＡＯ国連事務所代表のムサヴィ氏が、

資金などを持ち、活動分野も幅広く、日本でも協同

協同組合が「2030アジェンダ」を達成するための中

組合は人と地域社会に密着し地域社会の発展に貢

心的なパートナーであることをあらためて確認するこ

献してきたことが述べられました。

とができたこと、 政策立案者や政府代表には、 協

次に協同組合の側から、 まずＩＣＡのグールド事
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【写真２】JC 総研勝又専務理事（当時）による発表

同組合の発展や持続可能性を促進・ 支援すべく法

務局長が、 協同組合は地域社会と密接に関わり、

的枠組みや対話の場を整備してもらいたい旨を述べ、

地域の人々の健康や福祉に貢献するための倫理・社

COPACのイベントは閉会しました。

会的責任のある活動を持続可能な方法で進めていく

７月17 ～ 19日には、閣僚級会合が開かれ、43カ

こと、 ＩＣＡでは協同組合のＳＤＧs達成への取り組

国がＳＤＧsの取り組みについての国別報告を行いま

みをアピールするため、 世界中の協同組合による取

した。 日本からは７月17日に岸田外務大臣（当時）
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【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要

【 図】レセプションに参加した団体のロゴ（左中段にcoop マーク）

が、 国内の取り組みと国際協力の両面で次世代対

ＤＧsへの取り組みを世界・日本の来場者にアピール

策を重視して取り組んでいくこと、 ＳＤＧsの認知向

し、さらに、④政府、ＮＧＯ・ＮＰＯ、労働組合な

上対策を展開していくことなどを報告しました。

ど、協同組合以外も含めた関係者とネットワークを広

ＪＪＣ代表団は同日夜の日本政府主催公式レセプ
ションに参加し、ＪＪＣのブースを出展して世界各国

げることができたという点で、大きな成果を挙げるこ
とができました。

からの来場者に対し、日本の協同組合、またそのＳ
ＤＧs達成に向けた取り組みをアピールしました（図）
。

（ 文責：ＪＣ総研 協同組合研究部）

この他にも、日本と韓国のＮＧＯ・ＮＰＯによるサ
イド・イベント（７月14日）、日本政府とタイ政府が中
心となり開催した公式サイド・イベント「持続可能な
未来に向けたアジア太平洋の取り組み」
（７月17日）
、
日本の協同組合、ＮＧＯ・ＮＰＯ、労働組合などに
よる懇談会（７月17日）
、日本とアフリカのＮＧＯ・Ｎ
ＰＯによるサイド・イベント（７月18日）に参加すると
ともに、現地ニューヨークのワーカーズコープを訪問
し、世界・日本の協同組合内外の関係者との交流・
連携を深めました。
今回のＪＪＣ代表団派遣は、 ①日本のさまざまな
協同組合が一体的に、 ②ＩＣＡと連携を取りつつ国
連諸機関にも直接働き掛け、③日本の協同組合のＳ

【協同組合】
『協同組合研究誌 にじ』臨時増刊号および秋号の概要
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株式会社ビジネスラポール 心理学博士

現在のグローバル環境では、企業

す ず

き

じょう じ

鈴木 丈織

も流れから外れて脱落です。

えて、 目標達成への実践的「一歩」

にも人にも変化対応への迅速かつ柔
軟で強いグローバル資質が求められ
ています。 猫の目のように予期できな
い微妙な変化にも瞬時の対応をしな

現状を「ストロングマインド」に切り替

今、グローバルビジネスパーソンに

を踏み出していくのです。

求められる重要な資質があります。
それが、
「ストロングマインド」です。

「グローバルビジネス ワースト10

くてはなりません。あなたができなく

「強い心」 というより「動じない心」

の心理」

て遅れているうちにも他企業のライバ

「揺るがない心」という意味合いです。

１．あなたの品位をおとしめる

ルはできているからです。取り残され
ないことが求められます。 その都度、
相互にメリットのある対応を迅速にし

具体的には、 どのような心なので
しょうか？
人は、資質や心について語るときは、

会議でのオフィシャルマナーやプレ
ゼンテーションの内容より、仕方を批
判して笑いの種にしようとします。 会

なくては信頼を失墜してしまいます。

意外に「抽象的」で「曖昧」にしか話

食やパーティーでのフォーマルマナー

それでは世界の進化の流れには乗れ

せないことの方が多いものです。 分

も同様です。 あなたのビジネス時の

ません。 あなたの想像、 想定を大き

かっているようでも、 いざ説明すると

仕草や所作、立ち居振る舞い、話題、

く厳しく上回る状況になってきている

なるとできない程度の理解なのです。

ニュースの詳細はもちろんです。

のです。

グローバルビジネスで、ライバルは

あなたはどう備えていきますか？

あなたに心理攻撃を仕掛けてきます。
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２．誤認を誘うようにそそのかす

海外の出来事や政治家の発言を聞

「勝利する」ことを第一優先にするの

けば、 早速企業政策や方針も先を予

がグローバルビジネスの原点です。そ

複数の情報や考え方、 多方面から

見しながら変えていかなくてはなりま

こで、グローバルビジネスでビジネス

の異なる意見や私見をあなたに与える

せん。 私たちの私見や意識、 立ち居

パーソンが陥ってはならないワースト

ように意図的にします。あなたがどの

振る舞いもテキパキと変えなくてはな

心理が多々あります。

ように判断するかを観察しています。

りません。 あなた自身に確信が持て

グロ ー バルライバルの仕掛ける攻

なくても、苦手であっても不本意であ

撃的心理と、 あなたが克服しなくて

ろうとも、迅速に的確な対応をして成

はならない心理は共通しています。

果を引き出さなくてはなりません。 モ

「グローバルビジネス ワースト10の

タモタ、 オロオロ、 ビクビクしている

心理 」を自覚し、 自ら「ストロングマ

ことはできないのです。 それだけで

インド」を意識してつくり出しましょう。
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的確な情報かのように優先順位を無
視してあなたに提供します。
あなたはどう見極めていきますか？
３．貪欲な行動を促す
焦らせるように、今すぐに実施する

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（23）】
グローバル化の潮流に乗る必須ストロングマインド―Ⅰ

ことが不可欠かのように畳み掛けてき

ジェスチャー、口のきき方で親しさを

ます。話し掛けても「今はあなたとは

ます。 焦りは最も危険な心理です。

あなたにアピールしてきます。信頼し

この場で交流を示しません」と言わん

迅速は重要ですが、 正確さはさらに

分かり合っている友のように、あから

ばかりです。

求められます。次々に目標を与え、圧

さまに接してきます。 敵視している相

力をかけてくるのです。

手を惑わす常 套手段です。

あなたは何が使命ですか？

じょうとう

あなたはどう応える準備をしていま
すか？

４． 通常ではない異常さをアピー
ルされる

10．意欲を奪い再起不能を感じさ
せる
最も危険です。 あなたの前進や進

８． 一貫した整合性を持たず不合

あなたの言動をあり得ない珍しい

あなたの居場所はどこですか？

理を感じさせる

化成長を諦めさせてしまうのです。
一切の努力や企画書などの成果物を

価値観だとか、 基準とかけ離れてい

あなたに同意をよく示します。分か

見ても認めず、受けても読まず、問わ

ることへの驚きを示し、呆れたような

ったはずの内容に対して、初めて聞く

れても応えず、という状況です。表面

印象をあなたに抱かせるようにします。

かのような質問をしてきます。 まとも

的には肯定的に振る舞いながらも実

モラルハラスメントを隠してあなたを

に正攻法で答えると「それは以前か

質は否定的です。

揺さぶるのです。

ら聞いている」と不可解性をアピール

あき

あなたは何をもって確信にします

してきます。
「それで、何かな？」とい
う具合です。

か？

あなたには何が足りませんか？
５．憎悪を生み出させる
人は自分ではどうにも変えることの

あなたはどう先を読みますか？
グローバルビジネスは、想像をはる
かに超えています。
「自社ファースト」
「自国ファースト」のますますの激化が

９．虐待し疎外感を味わわせる

主流になっています。国内No. １、世

仲間外れにして情報を伝えなかっ

界トップクラスになるためのあなたの

れると、自己嫌悪に陥ってしまいます。

たり、 話し掛けず目を合わせないで

戦略・戦術、 そして「ストロングマイ

さらに何かに対して憎悪や嫌悪感を

存在に気が付かない印象を与えてき

ンド」への決意はいかがですか？

できないことを短所や欠点と指摘さ

抱かせ、すべての機能を狂わせます。
あなたは変えられない事実をどう
観ますか？
６． 敗北感を必要以上に繰り返さ
せ、劣等感を感じさせる
何度も聞き返し、 首を傾げて妙な
気分にさせます。
「ふ～ん。 そんな程
度か」と一見内容を認めて褒めている
ようでも、態度表情でばかにしてきま
す。劣等感が深まっていきます。
あなたは何をよりどころにします
か？
７．出し抜けに配慮なく接し当惑さ
せる
親しくもないのに大げさな態度や

【Dr．
ジョージのメンタル・マネジメント
（23）】
グローバル化の潮流に乗る必須ストロングマインド―Ⅰ
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企

画

総

会員からの期待・評価を踏まえた貢献に向けて
～ＪＣ総研会員アンケート調査結果概要～
ＪＣ総研 企画総務部

会員の期待（ニーズ ）や客観的な評価（満足度）

に関連しない事業分野もある」といったご意見から

を踏まえた事業・研究を当総研が行っていくため、

は、会員組織の抱える課題を、適時に把握し続ける

昨年度に続き、会員アンケート調査を実施しました。

ことの重要性を再認識しました。また、
「メールマガ
ジンなどを通じてＪＡ改革などの情報を提供してほし

評価結果概要

い」といったご提案もあり、会員ならではの情報発信

当総研の昨年度事業・研究にかかる全体の評価
（５点満点）については、期待度平均 3.4、満足度平

の仕組みの検討についても、取り組むべき課題とし
て整理しました。

均 3.5 となり、とりわけ期待度の高かった事業は、
（１）人事労務セミナー、労働法務相談、ＪＡな
どへの人事コンサルティングや講師派遣、研究誌
『人事管理 REPORT』発行、各種調査の実施など、
人事労務関係事業の展開（評価 4.1）
（２）ＪＡの正准組合員向けアンケートの全国展開

協同組合間連携の強化に向けて
先に述べたとおり、当総研は 2017 年４月に事業
再編を行いましたが、協同組合間連携の事務局機能
の強化に向けては、さらなる組織・事業再編を検討
しています。

に向けた試行実施、および、ＪＡ全中と連携し

このことについて、
「協同組合間連携の方向性を早

た本格展開向けアンケート調査手法の開発（評価

く示してほしい」「現在における協同組合のあり方に

3.9）

ついて研究してほしい」などの意見をいただくととも
に、
「全中が一般社団法人化するなかで、ＪＣ総研と

となりました。

す

また、
（１）の事業については、満足度でも最も

の棲み分けまたは一本化について十分協議されたい」

高い評価（3.9）をいただきましたが、現在、同事業は、

といった、非常に重い課題も、あらためてご指摘い

2017 年４月１日に行った事業再編を経て、ＪＡ全中

ただきました。

において実施しています。
このことについて、
「再編により、一層高度な情報

最後になりましたが、お忙しいなか、当アンケート

を提供してほしい」
「移管による事業強化を期待する」

調査にご協力いただきました会員各位に、深く感謝

といった、再編が意義あるものであったと評価でき

申し上げます。

るような対応をすべきとのご意見をいただいており、
＜アンケート実施概要＞

ＪＡ全中との間で、こうした意見をきちんと共有して
まいります。

〇実施期間：2017 年４月 27 日（木）～５月 17 日（水）
〇協力依頼先：第２号会員（50）および第３号会員

当総研の事業・研究に対する意見・提案
同調査では、当総研が行う事業・研究に対し、定
性的評価もいただきました。

ドレス宛に、アンケート協力依頼を送信。アンケー

「取り組み内容に関して一定の期待・満足をしてい
るので、今後とも会員をバックアップしてほしい」と
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（583）
〇実施方法：第２号会員および第３号会員の登録ア
ト設問掲載・回答は当総研ウェブ上で実施
○調査内容：当総研ホームページ（会員専用ページ）

いったご意見の一方で、
「会員のニーズを踏まえた事

調査票参照

業となっているかどうか、常に検証すべき」「日常的

https://jcsoken.sakura.ne.jp/enquete/
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【企画総務】会員からの期待・評価を踏まえた貢献に向けて

務

お知らせ

代表理事会長および代表理事理事長 就任ご挨拶
奥野長衛代表理事会長および冨士重夫代表理事理事長の退任に伴う役員改選を、８月 10 日に開催し
た臨時総会および理事会において行ったところ、新たに中家徹（ＪＡ全中会長）が代表理事会長に、勝
又博三が代表理事理事長に選定されました。

代表理事会長

中家 徹

当総研は、食・農・地域に関する調査研究、また、ＪＡ・生協・漁協・森
林組合などの各種協同組合に関する調査研究を行う総合研究所です。
協同組合の価値を再認識して、新たな協同の輪を広げ、食と農をもって地
域を活性化していく運動を推し進めていくためには、まさに、食・農・地域と
協同組合をキーワードとして調査研究を行う当総研の果たすべき役割が、今
後一層重要になっていくと確信しています。
このため、当総研では、現在行っている調査・研究活動の充実・深化を図るとともに、 現場主義
に基づくシンクタンク機能の一層の強化に取り組んでまいります。
約 650 に及ぶ全国の協同組合組織を会員とする総合的な研究所である当総研に対し、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。

代表理事理事長

勝又 博三

私たちの生きている社会は、
神の見えざる手によって導かれ、
自分の幸せ（利
己）を追求した結果、人の幸せ（利他）を実現するものと語られています。一
方で人間の弱みや愚かさにつけ込んで、利他などお構いなく利己のみがぶつ
かり合うということもよく知られています。
そのような社会で、共通する利益を形にするという協同組合の思想と実践
が、人類共通の財産として、2016 年 11 月にユネスコ無形文化遺産のリストに
登録されました。さらに、協同組合は、その活動と事業を通じて人類共通の持続可能な開発目標（SDGs）
の達成に貢献することが期待されています。
「ＪＣ総研」は、ＪＡ・生協・漁協・森林組合・ワーカーズといった各種協同組合の研究と、その協同
組合の活動や事業の基盤となる食・農・地域について研究・発信を続けてきましたが、
「変革を恐れたら
あとは滅びるだけである」といわれます。
当総研は変革を恐れることなく、協同組合とその基盤について現場を大切にしながら、研究と発信・
活動を展開し、協同組合の思想と実践を過去から現在へ、現在から未来へとつないでいく一翼を担って
いきたいと考えております。
皆さま方のご指導とご支援を、よろしくお願いいたします。

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

【お知らせ】代表理事会長および代表理事理事長 就任ご挨拶

ＪＣ総研レポート／2017年 秋／VOL.43

57

好 評 発 売 中 ！
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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.19
よそ者と創る新しい農山村
田中 輝美 著

小田切 徳美 監修

No.20
地域運営組織の課題と模索
山浦 陽一 著

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ト

れる新しいうねりが起きてい

フォームとしての役割が期待

る。都市に暮らす人々の農山

されている地域運営組織を

村への関心が高まり、移住す

取り上げる。コンセプトは、優

る人が増えているのだ。本書

良事例、サクセスストーリー

では、移住者という
「よそ者」

の紹介というよりも、行政の

と力を合わせて再生を実現

関与の下で設立、運営されて

した、島根県の江津市と海士

いる組織において、どのよう

町の事例を紹介。２つの現

な課題が生じ、原因がどこに

場を踏まえ、
どんなよそ者が

あり、課題克服のためにどの

農山村に移住しているのか、

ような取り組みが始まってい

そしてどうやって住民と農山

るのかの検討である。現場の

村再生にチャレンジしている

模索、試行錯誤のリアルな姿

のか、その実相に迫り、新し

を明らかにし、地域運営組織

い農山村の姿を展望する。

のあるべき姿と必要な支援
策について考える。

最 新 刊

ふだん着の地域づくり
ワークショップ

No.21

根をもつことと翼をもつこと

平井 太郎 著 小田切 徳美 監修
近年の農山村における地域づくりにおいて、寄り添い型サポート（足し
算のサポート）を地道に行い、地域力がプラスになった段階で事業導入
型サポート（掛け算のサポート）を行う考え方が注目されている。そうし
たなか、さまざまな地域づくりの現場で盛んに行われつつあるワークシ
ョップだが、何のために行うのかが必ずしも共有されておらず、十分な
手応えが得られていないことも多いのではないだろうか？
本書では、著者が数年来実践してきたアクション・リサーチの成果を踏
まえ、現在のワークショップの問題点を明らかにした上で、地域の内発
性や主体性を引き出す「足し算と掛け算」のサポートに沿った新しい地域
づくりワークショップを提案する。地域づくりの原点に立ち返り、普段
の寄り合いや会議を変えていきませんか？

《以降、順次刊行予定》
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
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