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役員改選を経て、新体制で臨む 年。
今後の協会活動をテーマに、支部長の方々に参加い
ただき、座談会を行った。
さまざまな意見から、協会の現状と未来に向けての
目指すべき方向性が浮かび上がってきた。
日時
会場
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表示問題への対応
八木 新春を迎えるにあたり、㈳
日本人形協会『これからの協会活
動について』をテーマに、支部長
の方々にご参加いただき、座談会
を行いたいと思います。これを参
考に、今後の協会運営の指針を考
えて参りたいと思いますので、率
直なご意見をお願いいたします。
金林 現状の協会の課題や、この
ような事業をしてほしいといった
要望など、各支部会員の方からの
声などもお聞かせください。
村上 地方と本部との温度差がか
なりあるとも思いますが、この座
談会に先立ち、支部会員に協会へ
の要望を尋ねたところ、次のよう
な声が上がりました。
販売方法や広告の価格表示など
が悪質な小売店への指導力を強化
してほしい、また、表示問題に関
する協会の基準がメーカー・問屋
主体の解決策になっている感じを
受けるので、もっと小売店の対応
を考慮してほしい。さらに、消費
者が本当に何を求めているかにつ
いて、小売店側の意見が生かされ
る仕組みづくりを望む声もありま

した。
八木 表示問題は協会がリードし
てその対応策を示していかなけれ
ばならない、重要な課題ですね。
ただ、強い指導力を持つには、公
正競争規約を作る必要があります。
現在、協会でやろうとしているの
はこのように対応してくださいと
いう基準ですので、その網をくぐ
る例も出てきてしまうでしょう。
金林 こういうことをすると違反
ですよなどとお知らせすることは
できますが、○○さん、こういう
ことは直ちにやめなさいというこ
とまでは、協会としては公正競争
規約を作っていない以上、どうし
てもできないんですね。
以前、協会で公正競争規約を作
ろうとしたことはあります。その
際取り組まれた方々にお話を聞く
と、大変難しい、無理だという意
見が多いのですが、協会として再
度それにチャレンジしていくべき
か、今後も検討を続けていく必要
がありますね。
倉片 前期から協会の表示委員会
で原産国表示の問題等に携わって
きましたが、全体に、この業界は
対応がでたらめすぎると感じます。
節句人形はもともと露店で売って
いた背景もあって、今でもどこか

にテキ屋体質が残ってしまってい
るのではないでしょうか。
過去の先人たちをけなすわけで
はありませんが、やはりこのテキ
屋体質的なものを直していかない
といつか本当に消費者に背を向け
られてしまうのではないかと思い
ます。これだけ世間が敏感になっ
てきた今、せめて協会のメンバー
ぐらいは、消費者保護のことも考
えて、表示問題にもっと真剣に取
り組むべきではないでしょうか。
村上 二重価格表示など、業界で
従来行ってきたやり方のなかに、
正しくないことがあったわけです。
それを直す際、どうすれば適正な
形で、かつ他店と同じくらいの売
り上げを保てる形に持っていける
かを真剣に考えると、いろいろ難
しい点が出てくる。その参考とな
るようなモデルを協会で示しても
らうことはできないかと思ったり
もします。業界各社が統一して取
り組めれば理想的なのですが。
松島 昔にさかのぼれば、この業
界には確かに、いい加減だった面
があったと思います。
静岡の駿河雛具・雛人形は平成
六年に国の伝統的工芸品の指定を
受けましたが、その準備のため百
年前のいろいろな資料を探した際、

幕末に駿府奉行が書いたある風俗
誌のなかに静岡の雛市の記述を見
つけたんです。盛んに行われてい
ると書かれてあり、これは占めた
と思って、通産省に持って行こう
としたんですが、よく見るとその
最 後 に、「 す べ て 京 製 な り 」 と あ
ったんですね。実際、本当に京製
ではないのに、現在、我々が「京
風」だとか「京下がり」などとい
うように、当時もいろいろな言葉
で人形にハクをつけていたんです。
それを駿府奉行はまともにとって、
「すべて京製なり」と記してしま
った。そして今なお同じようなこ
とが引き続き、我々業界の底辺に
あるわけです。
原産国表示の問題は、業界とし
て、もしかしたらマイナスになっ
てしまうのではないかとの懸念も
ありましたが、何とか軟着陸でき
そうなところまで辿り着けた。実
際、メーカー側のスタンダードと
販売側のスタンダードにはだいぶ
開きがありますが、結果的には、
売れなくては作ったってしょうが
な い わ け で す か ら ね。 ま た、 こ
れは対消費者への業界の姿勢とい
うことですから、それを芯にして、
さまざまな兼ね合いを図りながら
取り組んでいくべきでしょう。



販売員の資格 制 度 を
英 今、仏事関係の業界では、仏
事コーディネーターという販売員
の資格があって、これは認定を店
に対してではなく、販売員個人に
出しているんですね。例えばこう
いった資格をアレンジして、販売
員にテストで知識を問うだけでな
く、その店が不当表示などをしな
いということも条件に入れた資格
制度を協会で作るのも一案です。
この制度が広まれば、業界の改善
につながるかもしれませんし、入
会希望者も増えるでしょう。
八木 その仏事コーディネーター
というのは全国で何人ぐらいいる
んですか。
英 すでに千人ぐらいいるようで
す。今、仏壇屋のチラシを見ると、
各店競って販売員の顔写真付きで
その資格のことを載せていますよ。
赤瀬 資格を持った方が接客する
というのはいいアイデアだと思い
ます。よい品を納得して買ってい
ただくためには、直接お客さんと
接する販売員さんの対応が非常に
大切でしょう。
柿沼 東京でも百貨店などで靴の

販売士、シューフィッターの制度
が広まっていますが、このような
制度は社団法人の協会で取り組む
と効果的ですね。きちんとした認
定証を小売店さんに発行できる。
英 仏事コーディネーターの認定
証は、販売員が自分の左胸に付け
ていて目に付きやすいんですよ。
阿部 その資格の意味や価値が消
費者に浸透するための施策もしっ
かりと行っていけば、本当にいい
制度になりそうですね。
堀川 玩具の業界でも㈳日本玩具
協会、玩具福祉学会、百貨店協会
がタイアップして玩具アドバイザ
ーという制度をやっていますよね。
その成果や問題点についても聞い
てみると参考になると思いますよ。
金 林 七、八 年 前、 故・ 宮 原 佳 敬
氏が節句人形工芸士委員長だった
ときに、節句人形工芸士制度の見
直しとともに、販売員側の制度も
設けようというお話が上がってい
たんです。節句人形販売士やコー
ディネーター、もしくは節句人形
コンサルタントなど、名称は未定
でしたが、その際は全国で誰が指
導するかなどが課題となって、ま
ずは節句人形工芸士制度の改定を
優先し、そのあとに取り組もうと
いうことでそのままになってしま

った経緯があります。みなさんの
ご意見を伺いながら、改めて制度
の検討を急ぎたいと思います。

協会員の参加意識を
高めるには
金林 また、先ほどの村上支部長
からのお話に関連しますが、最近
は小売業の会員の方が少ないとい
う意見があります。理事において
も、東京支部の十二名のうち、完
全な小売業の方は一名のみという
状況です。小売の方の意見を採り
入れていくためにも、各支部の理
事、役員の構成など業態の割合を
考慮していくことも大切ですね。
倉片 前回、埼玉で行われた総会
に出席した理事以外の方たちに、
あとでお話を伺ったら、出なけれ
ばよかったという声が聞こえてき
たんです。自分の居場所がないと
いうか、理事のみなさんに何しに
来たんだという顔をされたように
感じたそうです。
思うのですが、総会に限らず全
国理事会も、せっかく全国六ヵ所
を回って開催しているわけですか
ら、理事でない方も参加できるオ
ブザーバー席のようなものを増や
すなどの働きかけができないでし



八木駿一郎氏

会長

金林健史氏

専務理事

村上正弘氏

四国支部長

◇㈳日本人形協会支部長座談会◇

ょうか。もう少し会員の参加意識
を高めることを考えていかないと、
それこそ毎回同じ顔ぶれだけにな
ってしまいます。
特に総会は全会員が参加できる
年一回のイベントです。ただ年間
の事業報告、会計報告、計画案、
予算案を読み上げて、承認いただ
けました、はい懇親会というので
は、人を集めるのに無理があると
思います。例えば時宜にかなった
テーマで講演会やパネルディスカ
ッションを併催するなど工夫をし
て、まず、今いる会員の方に参加
してもらうようにすることが最も
重要だと思います。せっかくこれ
だけ支部長さんがいらして、それ
ぞれつながりのある方がたくさん
いらっしゃるわけでしょうから、
会員のみなさんがどうしたら参加
してくれるかを考えて、何か手を
打っていくべきです。
英 総会の出席率を高めるのはな
かなか難しいことですが、例えば
大勢の方が集まる見本市などの時
期に合わせて開催したり、いろん
なやり方はあると思いますね。
金林 今回の理事会は、普段の五
割増しぐらい多くの方に出席いた
だけましたが、それはやはりみな
さんに望むことがあり、おっしゃ

りたいこと、聞きたいことがある
逆にいうと、入っていないと恥ず
からこそ、お集まりいただけたの
かしいと感じてもらえるようにな
だと思います。会長始め運営執行
ることが大事だと思います。
委員の方々と相談しながら意義の
協会の支部が中心になって行っ
ある理事会、総会をなんとしても
ている人形感謝祭や供養祭などに
開催していかないといけないと考
は、会員でないお店の人形も持ち
えております。残念ながら、お伺
寄られますが、そういう行事をし
いできない地域の支部もあります
っかりと公に報告することができ
が、このような企画があるならぜ
るのは会員であり、入っていない
ひ参加したいというご意見などあ
方はできない。それを恥ずかしい
りましたら、ぜひご一報ください。 と思うようになってもらえれば、
自然と、そのくらいの会費であれ
協会員のメリット・
ば
…と考えていただけると思いま
協会だからできること
すが、甘いでしょうか？
佐野 実際に、そういう方に入会
を勧めると、いやそのうち考えま
す よ と い わ れ て し ま う（ 笑 ）。 た
だ人形を持ってくるだけではいけ
ないと思うんですけどね。そのお
店も関係があるわけですからね。
関 業界には、地方でも協会以外
の各種組合があり、名古屋でいえ
ば小売、卸、メーカー、この協会
と、四つの団体があります。今は
バブルの時代と違って、会費を節
約したいから、一番縁の薄い協会
のほうを遠慮させてもらおうかと
いう話になってしまったりしてな
かなか入会していただけない。
そのため中部支部においても、
一社辞めて一社入ってという一進
金林 一方、現在、協会の会員数
は四百名を割ってしまっていて、
今後活動を発展させていくために
は新たに会員を増やしていく必要
もあります。
村上 今話題に上がった販売員の
制度が実現できればまた違ってく
るのでしょうが、地方の一小売店
さんを会員に勧誘しようとしても、
会費を払って入会してどんなメリ
ットがあるかを問われると、はっ
きり説明できないんですね。
英 わざわざ増強せずとも自然に
入会してもらえる、何かそういっ
た仕組みづくりが必要ですね。
堀川 私は、会員のメリットとは
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一退の状況で、会員数の維持も難
しいものがあります。協会が何を
やっているのか分かりづらいとい
う声も会員の中から上がっており、
もう少し形の見える事業を積極的
に推進していただくことが必要だ
と思います。先のお話の販売員の
ような制度も、やるならやるで本
腰入れて全国の支部長さんにご協
力いただきながら一年先、二年先
を見据えて取り組まなければ。中
途半端にやると結局尻すぼみで終
わってしまうだけです。
赤瀬 業界のこの状況を改善する
ために、具体的な行動を何か起こ
さないといけませんね。
福田 毎年、協会で一つか二つ、
年間の大きなテーマを掲げて、そ
れを各支部に下ろして取り組んで
はどうでしょうか。例えば「一人
ひと飾り」というテーマも、各支
部で協力して行動に移せば、より
効果が上がると思います。
金林 前期の四年間も専務理事を
務めてまいりましたが、特に年間
目標のテーマなどは定めておらず、
起きた事件に対応することで終わ
ってしまいました。前進していく
ためには、短期計画、長期計画の
ようなものを立てて取り組んでい
くことが必要ですね。八木会長と

話し合い、テーマを決めた協会運
営を行っていきたいと思います。
英 それから〝協会だからできる
ことは何か〟を整理することも大
切ではないでしょうか。
例えば協会で行っている、総理
官邸での三月、五月飾りの展示の
効果は、協会が表立って呼びかけ
ていないところに起因すると思う
んですね。直接、協会が「みなさ
ん人形を飾りましょう」といって
も、消費者からすれば、それは自
分たちの利益になるからいってい
るだけだと思って終わりでしょう。
協会だからこそ、第三者が主催す
る事業などにアイデアと補助金を
提供したりして、後ろから背中を
支える形でかかわっていく方法が
効果的なのではないでしょうか。
松島 かつて協会ができたころは
物品税撤廃の問題などがあって、
その時はみんな必死になって国会
議事堂まで行ったりして、それで
各社結束したんですよ。今はそこ
まで切迫した状況ではないし、協
会への関心も薄くなりがちです。
そんな今、協会に期待したいの
は、この節句業界にいい風を吹か
せてほしいということ。その風に
乗り、各社各店で自助努力ができ
るきっかけになるものを起こして

ほしいんです。我々業界の商売の
核になるのは節句行事の振興、そ
れしかないんですね、昔から。そ
の活動こそを会員のメリットにつ
なげてほしい。

節句振興のために
八木 現在、協会ではホームペー
ジ（以下ＨＰ）のリニューアルを
予定していますが、これなども協
会が力を注いで行っていくべき重
要な節句振興事業の一つだと思い
ます。ＨＰというのはご存知のよ
うに日本全国の方が見ているわけ
で、なかでも協会のＨＰは比較的
多くの方にご覧いただいていて、
以前、その数を試算したところ一
日約千件ぐらいあるそうです。も
ちろん節句飾りの購入客となる方
ばかりではありませんが、何かし
ら興味のある方たちがＨＰにアク
セスして情報を得ているわけです。
これを積極的に活用していくこと
は、協会だからこそできる事業の
一つだと考えております。
柿沼 ＨＰといえば最近、各地の
市町村などで子育て支援のＨＰを
設けていて、赤ちゃんの成長に従
って、この時期にはこういうこと
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をするというイベントカレンダー
を掲載したりしています。初節句
や初正月などについて、意義付け
なども含めた情報をそのＨＰに載
せていただけると、節句振興につ
ながると思います。
金林 そうですね。今は親が出産
や子育ての疑問を本やインターネ
ットで調べたりすることも多いよ
うですから、そういったＨＰなど
があれば、掲載してもらえるよう
な働きかけもしたほうがいいかも
しれませんね。広報委員長に相談
して検討していきたいと思います。
佐野 節句の啓蒙活動として、九
州支部では学校関係からの見学な
どに対応していますが、その際、
学校側からいろいろな資料を求め
られることがあります。現在は私
たちなりに準備して対応していま
すが、特に小学生向けに、Ａ４サ
イズで三枚程度にまとまった資料
のひな型を協会で制作してもらえ
ればと思います。そういった資料
は、ご家庭でも子供さんと一緒に
読まれますからね。
金林 そういう資料が協会ででき
ていれば、みなさんで共通した内
容を発信することができますしね。
福田 京都のほうでは、京人形商
工業協同組合が出願していた「京

人形」が、十月末に地域ブランド
（地域団体商標制度）として認可
を受けることができました。各支
部におかれましても、各地の特性
を生かして、この地域ブランドの
制度などを活用されていくと、全
国的な節句の振興につながるので
はと思います。
それから今年、雑誌社と旅行会
社、Ｊ Ｒ関係も関わり、京都の文
化博物館、国立博物館、宝鏡寺、
さがの人形の家を会場に「京の雛
めぐり」のイベントが行われ、多
くの方に来場いただけました。東
北や埼玉など各地でもなさってい
ると思いますが、町ぐるみで人形
を民家や店先に飾るのも、地域や
節句の振興になると思います。
松島 節句人形が衰退していって
しまった理由の一つに、人形を飾
っても自分の家でしか見ないで、
他の人に見せないということもあ
ると思います。地方によっては人
形を玄関先や、通りから見える場
所に飾ったりする所もありますが、
そういう地域ではなかなか根強く
節句の観念が残っている。今のお
話の「雛めぐり」もそうですが、
お節句は見せるものだという意味
合いをもっと広げられないだろう
かと思います。

ヨーロッパでもイタリアを中心
としてクリスマスにキリスト誕生
の人形を飾る風習が盛んで、時期
になると買い足してきたものを部
屋いっぱいに飾って、いろいろな
人に見せるんですね。見せて、み
んなが褒めてくれるから余計張り
合いがあるんですね。
関 昔は親戚縁者のみんながケー
ス人形などを下げてお祝いに来た
けれど、今は核家族化で兄弟も少
ないし、祝いは金一封を送って終
わり、内輪だけでほかに誰も見る
わけじゃないからと、予算が三十
万円あっても半分の十五万円のも
ので済ませて、残りはほかのこと
に回されてしまう。人に見せて、
素晴らしいおひなさまねといって
もらったりすると、その一言で人
形を購入した価値や満足感も増す
でしょう。そのためにも、業界の
外に向かって、もっと伝統行事の
の価値を世間に発信しなければい
けないと思いますよ。
阿部 今ではずい分少なくなりま
したが、東北では親戚を集めて節
句飾りを披露してお祝いする風習
があり、節句飾りはお嫁さんの実
家が用意しますので、娘が肩身の
狭い思いをしないようにできるだ
け高額なものを買うという風潮が
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あります。そういった各地の祝い
方や意味合いなどを情報交換し、
よその地域の風習を自分の地域に
持ち帰って、こういうやり方があ
りますよと、地道に啓蒙していく
ようなこともだんだんと必要にな
ってきているのではと思います。
また、今、核家族が大変多いで
すから、孫の日ではないですが、
三月三日のひな祭りなども、せめ
ておじいちゃんおばあちゃんを呼
んで、孫のお祝いをする日という
ような、新しいお祝いの仕方を提
案できないかと思います。
金林 地域によって節句の風習は
だいぶ違いますから、各地の節句
事情がもっと分かるようになれば、
参考になることも出てくると思い
ま す。 そ れ を「 に ん ぎ ょ う 日 本 」
、
または協会のＨＰなどで掲載して
もいいかもしれませんね。
八木 北陸や名古屋周辺など商品
単価が高い地域はありますし、各
地でさまざまな風習があるでしょ
う。
堀川 私どもの所でもそういった
風習はありましたが、恋愛結婚が
増えるに従って、見合い結婚のよ
うに家が見栄を張り合う必要も薄
れてきて、お金があってもいらな
いものはいらないという時代にな

ってきたように感じます。
これから団塊の世代が定年を迎
えますが、その世代の女性にお金
の使い道を尋ねた新聞のアンケー
ト記事によると、間違っても子供
や孫には使いたくないという意見
が多かった。ひな人形も孫のため
という認識でいては発展しないの
ではないか、自分のための人形が
欲しくなるような、女の祭りとし
てのひな祭りをアピールしていく
必要があるのではと思います。
金林 協会から各報道機関などに
配るリリースに、今回、子や孫の
ためではなく、最近は自分のため
のひな人形を買う方が増えてきた
という傾向を「マイひな人形」と
称して載せたところ、新聞各社な
どかなりの件数で扱っていただき
ました。実際にみなさんのお話を
お伺いすると、この傾向は増えて
きていますので、今後も孫のため
だけではない人形のあり方をＰＲ
していく予定です。
関 中部でも毎年、お客さまのお
ばあちゃんが、お孫さんの分と同
時にご自分の分を購入されるケー
スがあります。やはり子供時代に
家庭で祝ったお節句の思い出が強
い方に買っていただいているよう
です。伝統行事、家庭行事として、

お節句で子供さんにいかにいい思
い出を作ってあげられるか、それ
が次の世代のおひなさまへとつな
がっていくのだと思います。
金林 お店に買いに来ていただい
た方には販売員の制度などを活用
して、きちんとした商品をきちん
とした対応で販売することが必要
であり、まずその前にお店に来て
いただくためには、お話に上がっ
たような啓蒙活動が大切で、節句
の過ごし方なども含めて消費者に
発信していかないといけないと思
います。おじいちゃんおばあちゃ
んを呼んでお祝いしていただけれ
ば、もらったお金の半分で人形を
買っていたらバレてしまうわけで
すから、ちょろまかされてしまう
ことも少なくなるでしょう（笑）
。
まだまだ協会としてできていな
いこと、できることはたくさんあ
って、なかなかそれに気が付かな
かったり、手が回らなかったりと
いう状態ですが、計画を立てて少
しずつでもできることからやって
いきたいと思いますのでご協力を
お願いいたします。
八木 貴重なご意見ありがとうご
ざいました。今後より良い協会運
営を心掛けていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。
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