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現在に至る

地域住民組織によるフードバンクの運営による
フードロス削減と貧困改善への効果に関する研究

1. はじめに
「フードロス」という社会課題の解消に向けた新たな仕組みとしての「フードバンク」が近年大きく進
展してきている。農林水産省の調査によると、本来食べられるにもかかわらず捨てられる、いわゆる
｢フードロス｣ が約 500 ～ 900 万トン含まれると推計されている。その課題解決に向け、フードバンクを通
じて、食品を提供する側には社会貢献に加え , 経済的効果や意識向上、マーケティングツールなど、
また受け手側には、節約や多くの支援者に手を差し伸べることができ、食育にもつながる効果が期待さ
れる（認定 NPO 法人ふーどばんくOSAKA, 2020 ）。このような背景のもと、食品ロスの削減と生活困
窮者の支援を目的とするフードバンクの活動が全国的に広がりを見せている。世界的にも持続可能な
開発目標（ SDGs ）において、食品ロスの削減や格差の縮小などが課題となっている中、フードバンクも
その一翼を担う活動として注目されている（今村 , 2019 ）。
2. 研究概要
本研究では、台湾のフードバンクの先進事例も調査、分析することにより、フードバンクによるフード
ロス削減や貧困改善への効果に関する評価を試み、今後日本のみならずアジア諸国におけるフード
バンクの定着と持続的な運営につながる示唆を得ることを企図する。
フードバンクによるフードロス削減や貧困改善への効果の評価を試みるため、本研究では台湾・
台北市に位置する南機場住宅団地における先進事例「南機場フードバンク」の事例を取り上げること
とする。南機場フードバンクでは、様々な団体から集めた物資の有効な管理、支給を行うため、地域
の社会的弱者を中心に地域通貨の概念のもとで、
「ポイント制」として定期的に付与されるポイントに加
えて、ボランティア活動などを行うことへの対価としてもポイントが加算され、ポイントを地域通貨として、
食料品や物資などと等価交換できる仕組みを実践している。
南機場フードバンクの現在の全体的な事業構造を要約すると、様々な業者、団体から広く集めた物
資を、フードバンクの管理を行う住民団体が一括に管理し、運営資金は市民からの寄付金や地域外の
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定期開催のフリーマーケット事業から捻出している。運営上は、市からの低所得世帯名簿等の情報
共有や、南機場フードバンクの場所（土地）の財政部からの無償提供等の支援も受けている。会員は
地域の様々なボランティア活動に従事することにより地域通貨（ポイント）が収入として入り、それを活用
してフードバンクにおいて物資と交換することができ、またボランティア活動により提供された様々なサー
ビスが会員自身を含む地域住民に還元される仕組みになっている。
以上の成果について評価を試みると、南機場フードバンクにおける単年度の利用実績は、地域世帯
と人口数（ 3,034 世帯、6,996 人）から単純計算すると、世帯当たり年間 2.6 回の利用となり、1 人当たり
1.1 回の利用である。また、登録者では低所得世帯が 65.5％を占めているが、地域外の要支援世帯も
徐々に増えているため、南機場フードバンクの貧困改善への効果の増大が認められ、今後の更なる事
業の拡大も見込めるものと考えられる。
物資の供給に関しては、ヒアリング調査等によれば計 200 名のボランティアを動員し、計 15 団体から
物資の寄贈を受けているが、そのうち大手量販店チェーン家楽福グループ傘下の家楽福文教基金会
による寄付が大半を占め、その量は計 383 段ボールで、4,984キロに及んでおり、安定した供給がある。
また、南機場フードバンクのボランティア稼働実績（地域外学生ボランティアを除く）は、単年度で
延べ 182,500ポイント
（時間）
、1,014 人の結果となり、登録者数（202 世帯）から単純計算すると、1 世帯
（世帯主と仮定する）が年間約 5 回（ 2 時間 / 回）の参加である。また、地域人口数（ 6,996 人）で単
純計算すると参加率は約 14.5 ％である。これに対し南機場フードバンクの主なサービス対象である地
域の低所得、高齢者世帯の割合はそれぞれ 22 ％、8.24 ％で計 30.24 ％である。現状の参加率はまだ
その半数の水準であり、今後同水準にまで引き上げる目標を設定し更なる参加を呼び掛けて行く努力
が期待されている。
3. 結論と今後の課題
南機場フードバンクの事例に基づく実証の結果から、そのフードバンクとしてのフードロス削減への
効果のみならず、貧困改善に資する効果も認められた。具体的に、南機場フードバンクによるフード
ロス削減への効果として、少なくとも383 段ボールで 4,984 キロ分にも上る食料品の有効活用に繋がっ
ていると確認された。また、本研究においては、フードバンクによる貧困改善に資する効果として、年間
計 1,014 名・延べ 182,500 時間のボランティア動員実績から、実際に計 7,834 回のフードバンク利用に換
算でき、それによる202 世帯への家計や貧困改善の効果が十分なものと認められる。特に、フードバン
クにおける地域通貨、すなわち南機場フードバンクの事例におけるポイント制度の導入によって、フード
ロス削減への効果に加えて、貧困改善への効果はボランティアに参加する社会的弱者自身の貧困改善
にとどまらず、地域全体の多くの社会的弱者の貧困改善への波及効果が認められ、積極的に活動でき
る社会的弱者とそうでない社会的弱者とが相互に支えあい、高めあうフードバンクというプラットフォーム
を通して地域全体のスパイラルアップに繋げていく好循環プロセスを創出することが可能である。
南機場フードバンクは、地域における ｢福祉拠点｣ であると同時に、多くの地域の方が活動参加や
ボランティアとして集まるための ｢交流拠点｣としての役割も大きい。実際、フードバンクでは地域の福祉
セーフティネットとしての機能しつつ、公的な福祉支援と連携を取っており、福祉支援のネットワークの役
割が大きく、地域住民がフードバンクのボランティアとして活動し地域の多くの福祉事業に関わることに
よって、地域の方々と接する機会や、直接触れ合いサービスを提供することも増えるため、｢交流｣とし
ての効果も期待できる。
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南機場フードバンクの事業の中では、地域住民である社会的弱者世帯のボランティアへの活発な
参加を実現することができ、地域住民がボランティアとして地域の福祉事業に直接参加する機会も増え
ている。また、こうした活動参加によって、社会的弱者は一方的に支援を受ける立場から脱却し、支援
を提供する立場に転換することができる。と同時に、ボランティア活動の対価を得ることで自身の生活の
物資も確保できるため、徐々に自立へと向かっていく効果もあり、社会的弱者に対する合理的な自立支
援の在り方と考えられる。
一方、このようなフードバンクに関わる組織運営のノウハウを蓄積しつつ、いかに地域の若い世代に
伝えバトンタッチして行くことや、新たな若年層のボランティアを更に増やしていくことにより以上の好循
環プロセスを継続的に機能させていくことが今後の課題である。
4. 参考文献
（ 1 ）今村 主税（ 2019 ）食品ロスの削減と格差解消に向けてのフードバンクの課題：バンク山口の実
践活動を通して，
山口県立大学学術情報，
No. 12, pp. 97-101 ．
（ 2 ）認定 NPO 法人ふーどばんくOSAKA（ 2020 ）ふーどばんくOSAKA,
https://www.foodbank-osaka.jp/（ 2020 年 10月10日参照）

1. はじめに
「フードロス」という社会課題の解消に向けた新たな仕組みとしての「フードバンク」が近年大きく進
展してきている。農林水産省の調査によると、本来食べられるにもかかわらず捨てられる、いわゆる
｢フードロス｣ が約 500 〜 900 万トン含まれると推計されている。これは日本のコメの年間生産量と同じ
くらいであるが、その内訳は食品製造業 ･ 卸売業 ･ 小売業 ･ 外食産業といった食品産業から 300 〜
500 万トン、家庭から200 〜 400 万トンと推計されている。その課題解決に向け、フードバンクを通じて、
食品を提供する側には社会貢献に加え、経済的効果や意識向上、マーケティングツールなど、また
受け手側には、節約や多くの支援者に手を差し伸べることができ、食育にもつながる効果が期待され
る（認定 NPO 法人ふーどばんくOSAKA, 2020 ）。このような背景のもとで、フードロスの削減や生活
困窮者の支援を目的とするフードバンクの活動が全国的に広がりを見せている。世界的にも持続可能
な開発目標（SDGs）において、食品ロスの削減や格差の縮小などが課題となっている中、フードバンク
もその一翼を担う活動として注目されている（今村 , 2019 ）。
これまでフードバンクに関連した先行研究として、村山と米山（ 2017 ）は、
「フードバンクこども支援
プロジェクト」に着目して、子どもがいる生活困窮世帯に対して夏休みに集中した食料支援を行うことによ
り夏休み期間の欠食の防止や食費、光熱水費の増加による家計への負担を軽減し、また食料支援を
通して生活困窮者の生活上のニーズを把握する事業の実態を把握した。小林（ 2012 ）はフードバンク
活動における食品ロスの再分配と流通機能に注目して、セカンドハーベスト名古屋のケーススタディと
欧米韓との比較を行った。佐藤と中野（ 2016 ）は、日本におけるフードバンク活動の実態と食育の観点
から見た課題を解明した。難波江と香月（2018）は日本国内で活動が確認できたフードバンク団体を対
象にアンケート調査を行い、その結果を踏まえて直接訪問や電話によるインタビューを行った結果、現在
のフードバンクの状況として資金難や活動規模・条件の地域格差等の課題を解明した。なお、石坂ら
（ 2017 ）は NPO 法人フードバンク岡山の食品データから、寄付食品のうち調理の必要なものが
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80 ％を占め、寄付元は食品小売（スーパー）が全体の約 67 ％を占め、食品製造事業者からの寄付は
全体の6％と少ないこと等の点を明らかにした。
以上の通り、日本のフードバンクの活動に関する現状やその課題についてはこれまで先行研究によっ
て既に明らかにされているが、その解決に向けた方策や、フードバンクによるフードロス削減への効果
のみならず、貧困改善への効果に関する検証の蓄積が少ない。

2. 研究の目的と対象事例
本研究では、台湾のフードバンクの先進事例も調査、分析することにより、フードバンクによるフード
ロス削減や貧困改善への効果に関する評価を試み、今後日本のみならずアジア諸国におけるフード
バンクの定着と持続的な運営につながる示唆を得ることを企図する。
フードバンクによるフードロス削減や貧困改善への効果の評価を試みるため、本研究では台湾・台北市
に位置する南機場住宅団地における先進事例「南機場フードバンク」の事例を取り上げることとする。
南機場住宅団地は現在 6 つの住宅団地により構成され、約 6,000 世帯、63,000 平米の敷地面積
からなる大きなコミュニティである。南機場が位置する場所自体は、新店渓と淡水河と合流してできた
河川の沖積平野であり、団地整備の当初の目的は、当時堤防建設に伴い撤去された違法建築の
住民のために、台北市政府が国民住宅基金を利用して整備を進めた背景がある。表 1 にある通り、
1964 年から整備が始まり、1975 年に更に3 団地が新たに整備された。
建設当時の南機場の団地は台北市の高級住宅の代名詞となった。当時の記録によれば、欧米の
最先端建築工法を用いて整備した五階建ての建造物（図 1 ）は当時の最高層であり、更に特殊な
螺旋階段構造（図 1 上段右）は近隣住民の社交の場や児童の遊び場としても、避難通路としても活
用され、団地専用の学校、市場、避難室等も整備されている。一方で、半世紀が経った今日におい
ては、南機場住宅団地は深刻な老朽化問題に悩まされており、建築躯体構造の老朽化に加えて、
長年に渡り違法な増改築が多発し（図 1 下段）、個別住戸のベランダの建増、金属柵、アルミ板等の
設置や、建物の一階部分の大半は夜市露店、飲食店として営業しており、火事や悪臭等の公害や
近隣迷惑問題も後を絶たない。老朽化、狭小な住居面積、劣悪な生活環境や防災条件は、住宅団
地内の家賃水準の低下の要因となり、更にそれに伴い、安い住居を求め社会的弱者が絶えずと地域
内に流入してきていると考えられる。
表 1 南機場地区の各住宅団地の概要（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）
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図 1 竣工当時の建物外観と建増し等の現状（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）
表 2 南機場第一、三期を含む忠勤里の人口構成（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）

3. 南機場住宅団地における南機場フードバンクの取り組み
3. 1 南機場住宅団地の課題と南機場フードバンクの運営の仕組み
本研究で取り上げる南機場住宅団地においては、南機場コミュニティランド（以下、
「 NCL 」と称す）
および南機場フードバンク（以下、
「 NFB 」と称す）など二つの地域拠点があるが、本研究では主に
「南機場フードバンク」に着目する。
NFB は、図 2 の通り、南機場住宅団地の北西部に位置する地域の拠点施設である。NFB では、
様々な団体から集めた物資の有効な管理、支給を行うため、地域の社会的弱者を中心に地域通貨の
概念のもとで、
「ポイント制」として定期的に付与されるポイントに加えて、ボランティア活動などを行うこ
とへの対価としてもポイントが加算され、ポイントを地域通貨として、食料品や物資などと等価交換でき
る仕組みを実践している。
NFB の基盤整備は 2012 年頃に始まり、地域内にある以前は郵便局の廃止に伴い、その遊休
物件を地域の生活困窮者世帯のために活用しようという考えのもとで、NFB の着想に至った。
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地域内に多数いる生活困窮世帯の生
活改善のため、今までは里長が個人名
義で地域の弱者世帯のために物資等を
集め個別に配っていたが、一度に多くの
物資を配ってしまうと、個人や個別世帯
の消費量に限界があるため、賞味期限
が切れてしまい結果的に廃棄にならざる
を得ない状況が多々あったため、物資を
一括に管理できるプラットフォームを作ると
いう方策を考え、NFB の発想に至った。
NFB では住民との参加型ワークショップ
図 2 南機場地区忠勤里の位置関係（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）

を経て設計提案、長年廃業で遊休化し
た地域内の郵便局の改修を行った上で

開設に至った。当該郵便局の利活用に向けて、2012 年頃に関連部署と協議を経て転用許可を得るこ
とにより使用許可が得られた。また、資金調達のため、台北市都市発展局の ｢都市再生前進基地｣ の
補助金及び民間の寄付金計 200 万台湾元を投入し、住民の参加のもとで 1 年半の工期を経て改修、
整備が完了した。
NFB の運営体制は2014 年頃から確立されるに至った。以前では地域の弱者世帯への支援のため
に、里長が個人名義で物資や寄付を集めていたが、その公正な立場を保つため里事務所の運営と切
り離し、NFB の運営のために外部有識者を招き入れ、2014 年 3 月にフードバンクの新たな運営母体と
して、
（社）臻佶祥を設立した。更に同法人の設立や、運営体制の構築に伴い、NFB の利用方法を
明確に確立した。NFB の利用方法については、入会前と入会後の二段階に分けられる。入会前は区
役所、地域の福祉事務所もしくは里長が務める里事務所が生活困窮の方の相談を行い、NFB に紹
介して入会を勧める。入会申請を受けた運営母体である（社）臻佶祥が審査、許可を行う。許可した
者には専用の通帳を発行する。NFB の会員には、以下の2 種類が存在する。
●

Aタイプ：市の低所得世帯名簿（日本の生活保護世帯に該当する）に登録済みの者（地域内）や、
区役所や福祉事務所から経済的に要支援と認定され紹介を受けた者（地域外）である。

●

Bタイプ：その他、一般利用者。その場合は、主にボランティア活動を行い、ポイントを貯めることを
目的とする者が中心である。主に里事務所経由の入会紹介となる。

図 3 NFB の利用方法と手順（著者作成）
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NFB の自主運営の実態として、2015 年から現在に至るまでの状況である。現時点における NFB
の全体的な事業構造は、図 4 の通りに様々な小売り業者、メーカー、団体などから食料品や物資を
広く集め、NFB の運営母体である（社）臻佶祥が一括に管理し、運営資金は市民からの寄付金や
地域外の定期開催のフリーマーケット事業から捻出している。運営上は、市からの低所得世帯名簿な
どの情報共有や、NFB の施設・土地については財政部からの無償提供といった実質的な支援も受け
ている。会員は、地域における様々なボランティア活動に従事することにより地域通貨（ポイント）を収入
として得られ、それを使い NFB で物資と交換することができ、ボランティア活動により提供された様々な
サービスが会員自身を含む地域住民に還元される仕組みになっている。

図 4 NFB の運営に関する仕組み（著者作成）

3. 2 南機場フードバンクによるフードロス削減や貧困改善への効果に関する評価
本研究では、南機場フードバンクによるフードロス削減や貧困改善への効果に関する評価を試み
るため、2015 年度の NFB 事業の利用実績をもとに分析を行う。表 3 の通りで、地域世帯と人口数
（3,034 世帯、6,996 人）で単純計算すると、平均して世帯当たり年間 2.6 回、1 人当たり1.1 回の利用であ
る。登録者では低所得世帯が 65.5 ％を占めているが、地域外の要支援世帯も徐々に増えているため、
NFB の貧困改善への効果の増大が認められ、今後の更なる事業の拡大も見込めるものと考えられる。
物資の供給に関しては本研究によるヒアリング調査から、計200名のボランティアを動員し、計15団体
から物資の寄贈を受けているが、その内大部分を占めるのは台湾の大手量販店チェーン家楽福
グループ傘下の家楽福文教基金会による寄付であり、その量は表 4 の通り計 383 段ボールで、
4,984キロに及んでおり、安定した供給がある。
NFBにおける物資寄付への呼び掛けの成功要因は、まず地道な宣伝活動が挙げられる。実際に、
NFB や（社）臻佶祥設立前から、地域の社会的弱者のために地域のリーダーである里長が長い年月
にわたり各地を奔走し物資、寄付の宣伝活動を行ってきたことによって、多くの団体からの信頼を得て
いる。このような努力と実績は今日も大いに認められ、フードバンク活動としても徐々に知名度が上がり、
毎年多くの現地見学・訪問視察を受け入れている。また、各地に出向いてのフリーマーケットの開催や
成果発表会などの活動も継続かつ定期的に開催しているため、これらの活動による積極的な宣伝効
果も大きかったと言えよう。
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NFB の年間ボランティア稼働実績（地域外学生ボランティアを除く）は表 5 の通りである。延べ
182,500 ポイント（時間）、1,014 人という結果で、登録者数（ 202 世帯）から単純計算すると、1 世帯
（世帯主と仮定する）が年間約 5 回（ 2 時間 / 回）の参加である。また、地域人口数（ 6,996 人）で単純
計算すると参加率は約 14.5 ％である。これに対して、NFB での主なサービス対象である地域における
低所得、高齢者世帯の割合はそれぞれ 22 ％、8.24 ％で計 30.24 ％である。現状の参加率はまだその
半数の水準であり、今後同水準にまで引き上げる目標を設定し更なる参加を呼び掛けて行く努力が期
待されている。
表 3 NFB における2015 年度利用実績（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）

表4 NFB における2015 年度寄付物資実績（抜粋）
（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）

表5 NFB における2015 年度ボランティア稼働実績（抜粋）
（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）

なお、具体的なボランティア活動の内容は、主に NCL において表 6 及び図 5 において展開される各
事業である。その2015 年度利用実績は表 7の通りである。まず高齢者向けの事業に着目すると、地域
高齢者人口（ 1,500 人）で単純計算すると、コミュニティ食堂、配食サービス、リハビリ教室の各事業、
1 人当たり年間それぞれ約 2.6回、3.5回、2.6回の利用である。
児童向けの事業では、経済的弱者世帯を主な対象とした教育メニューが充実しており、保育、
補習の年間延べ参加者が 3,379 人で、親子相談、勉強塾が延べ 512 人、PC 教室が 82 人。

8

また、社会的弱者世帯の各事業への参加率の概算はそれぞれ 61.4 ％、69.2 ％、60 ％である。世帯
属性別（表 8 下段）から確認すると、母子家庭が 47.1 ％、低所得が 43.1 ％、外国人配偶者が 5.9 ％、
障害者が 3.9 ％である。現段階では、弱者世帯の各事業への参加率は平均 60 ％台であることから、
大きな効果が認められる。このような状況から、フードバンクを契機としてけん引するボランティア活動
は、ボランティアに参加する社会的弱者自身の貧困改善（活動時間に応じてポイントが付与され、その
分多くの食料品などが手に入る）のみならず、地域全体の多くの社会的弱者の貧困改善（ボランティア
からのサービスを受けることによって経済的な余裕が生まれるなど）への波及効果が認められる。
NCL では地域の世代間交流の場としても利用され、例えば普段の児童と高齢者のコミュニティ食
堂の利用時間帯は別々だが、｢交流共食食堂｣ では児童、高齢者やボランティアがともに食事をしなが
ら交流を促す事業で、2015 年度の実績は 9,084 人、地域人口数（ 6,996 人）で単純計算すると参加
率は約 77％で、1 人当たり年間 1.3 回の利用である。また、｢居宅訪問事業｣ は地域のボランティアや福
祉士が高齢者、障害者等の住民の自宅を訪ね、雑談を行い、交流を行う事業で、2015 年度の実績は
9,225 人で、地域高齢者人口（ 1,500 人）で単純計算すると、1 人当たり年間約 6.2 回の利用で、世代
間交流の頻繁な機会であると評価できる。更に、地域住民だれもが気軽に利用できる台北市立図書
館南機場分室の 2015 年度の実績は 11,461 人で、地域人口数（ 6,996 人）で単純計算すると利用率
は約 61％で、1 人当たり年間 1.6 回の利用であり、特に図書館では地域ボランティアが導入されており、
様々な発表会や交流会が開催され、図書館という空間を通じた世代間交流の機会が多く設けられて
いる。
表 6 NCL におけるボランティアが参加する主な事業（著者作成）
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図 5 NCL の見取り図と空間機能（著者作成）
表7 NCL における2015 年度主な事業実績（抜粋）
（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）

表8 NCL における2015 年度教育関連事業の利用者属性（蕭ら（ 2016 ）をもとに作成）
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4. 結論と今後の課題
南機場フードバンクの事例に基づく実証の結果から、そのフードバンクとしてのフードロス削減への
効果のみならず、貧困改善に資する効果も認められた。具体的に、南機場フードバンクによるフード
ロス削減への効果として、少なくとも383 段ボールで 4,984 キロ分にも上る食料品の有効活用に繋がっ
ていると確認された。また、本研究においては、フードバンクによる貧困改善に資する効果として、年間
計 1,014 名・延べ 182,500 時間のボランティア動員実績から、実際に計 7,834 回のフードバンク利用に
換算でき、それによる 202 世帯への家計や貧困改善の効果が十分なものと認められる。特に、フード
バンクにおける地域通貨、すなわち南機場フードバンクの事例におけるポイント制度の導入によって、
フードロス削減への効果に加えて、貧困改善への効果はボランティアに参加する社会的弱者自身の
貧困改善にとどまらず、地域全体の多くの社会的弱者の貧困改善への波及効果が認められ、積極
的に活動できる社会的弱者とそうでない社会的弱者とが相互に支えあい、高めあうフードバンクという
プラットフォームを通して地域全体のスパイラルアップに繋げていく好循環プロセスを創出することが可
能である（図 6 ）。

図 6 フードバンクが創出するフードロス削減と貧困改善への効果の好循環プロセス
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南機場フードバンクは、地域における ｢福祉拠点｣ であると同時に、多くの地域の方が活動参加や
ボランティアとして集まるための ｢交流拠点｣としての役割も大きい。実際、フードバンクでは地域の福祉
セーフティネットとしての機能しつつ、公的な福祉支援と連携を取っており、福祉支援のネットワークの役
割が大きく、地域住民がフードバンクのボランティアとして活動し地域の多くの福祉事業に関わることに
よって、地域の方々と接する機会や、直接触れ合いサービスを提供することも増えるため、｢交流｣とし
ての効果も期待できる。
南機場フードバンクの事業の中では、地域住民である社会的弱者世帯のボランティアへの活発な
参加を実現することができ、地域住民がボランティアとして地域の福祉事業に直接参加する機会も増え
ている。また、こうした活動参加によって、社会的弱者は一方的に支援を受ける立場から脱却し、支援
を提供する立場に転換することができる。と同時に、ボランティア活動の対価を得ることで自身の生活の
物資も確保できるため、徐々に自立へと向かっていく効果もあり、社会的弱者に対する合理的な自立支
援の在り方と考えられる。
一方、このようなフードバンクに関わる組織運営のノウハウを蓄積しつつ、いかに地域の若い世代に
伝えバトンタッチして行くことや、新たな若年層のボランティアを更に増やしていくことにより以上の好循
環プロセスを継続的に機能させていくことが今後の課題である。
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