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今、あらためて「協同組合とは何ぞや」を問う
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今、協同組合はどのようなアイデンティティの確立を求められているか（第2部）
－事業環境や経営基盤の変化のもとでの協同組合運動の展望－

組織活動と事業活動との乖離が生じた場合に、どのような理念や経営技術をもって対
処すべきか。ニーズや願いが分化し多様化した組合員に現場はどのように応えるべきか。
この今日的課題に対し、組合員の参加・参画を基本においた協同組合の存在価値
の視点から考察しようとするのが本特集のねらいである。
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2012「国際協同組合年」をふまえ協同組合運動の「新ビジョ
ン」をめざした３年にわたる研究成果の集大成。第一線の協同
組合研究者たちが、これまでのわが国協同組合運動の歩みを
多面的に総括し、これからの協同組合運動の「新たな地平」
を拓くための指針となる一冊です。
編者の中川雄一郎明治大学大学院教授は序章で「新協同
組合ビジョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
業と運動の新たな創造に着手することになる」と本書のねらいを
述べています。協同組合研究者の必携本としてご利用ください。
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）

レイドロー報告（第27回ICAモスクワ大会）以降、1980年代
からおよそ30年間にわたる協同組合に関する文献を幅広く取り
上げ、分野別に詳細に解説しています。編者の堀越芳昭前
山梨学院大学教授は本書の特徴について「国際協同組合運
動、理論と歴史、法制、そして農協・漁協・森組・生協・
中小企業組・ワーカーズ・金融・共済および社会的企業を網
羅した、文字通りオール協同組合研究の総括書」としています。
「家の光」発行の『新版 協同組合事典』（1966）の後継本
として広くご利用ください。
（家の光協会、A5判、372頁、定価：本体4,200円＋税）
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特 今、協同組合はどのようなアイデンティティの確立を求められているか（第２部）
｜ 事業環境や経営基盤の変化のもとでの協同組合運動の展望 ｜
集

特集解題
石田 正昭
Ishida

Masaaki

●三重大学 招へい教授

協同組合は歴史的個体である。各々の

える程度の大きさである。

組合には固有の出自と長い歴史の中で形

例えば、日本の総合農協は、戦前の農

成された知識や経験があって、それが現

会 （農事指導を行う行政補完的な経済団体）、産

在の経営につながっている。日本の農協、

業組合、米国の販売農協の三元交配から

生協、労協等も同じであり、それぞれ数

生まれたが、その組織的な起源をたどれ

多くの問題を抱えているが、それらはす

ば、近世の時代に形成された自治村落（藩

べて過去の経験から独立ではない。

政村と呼ばれる） にたどり着くとされる。

自治村落の構成員たちは、小農（家族農業）

と同時に、協同組合は普遍的存在であ
る。われわれはICAアイデンティティ声

としての暮らしと営農を永続化させるため

明を持っているが、そこで謳われている

にさまざまな規約（ルール）をつくり、それ

協同組合の価値や原則は、個々の組合が

を守るための努力を積み重ねてきた。しば

抱える問題は異なっていても、協同組合

しば相互信頼（mutual trust）が強調されるが、

として共有すべき理念と問題解決へ向け

R・ドーアが指摘するように、相互信頼と

ての指針を提供している。

相互疑惑（mutual

suspicion）を同時に保持し

なければ自治村落を存続できなかった。

協同組合の出自について考えると、コ
ミュニティという共通基盤を持っている

自治村落のもとで資金を融通しあう頼

ことを特徴とする。農業者や労働者など

母子講や備荒貯穀を行う社倉などが発達

の経済的社会的弱者は、自らの困難を克

したが、そこでの協同を適切に運営する

服するために連帯するが、その場を提供

には村落内に相互扶助と相互規制の両方

するのがコミュニティである。

が備わっている必要があった。相互扶助
が成立していれば相互金融が発達したと

そのコミュニティは決して大きなもの

いう理解は間違っている。

ではない。人と人とが人格的に認知し合
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協同がうまく発達するには、コミュニ

組織活動にも適正規模があり、事業活

ティに優れた社会的資本 （ソーシャルキャ

動にも適正規模がある。その適正規模に

ピタル）が備わっていることが必要とされ

乖離が生じた場合にどのような理念や経

るが、その基本は、お互いがお互いの行

営技術をもって対処すべきか。また、同

為を確かめ合うような緊密な人的関係が

じ組合員であっても、ニーズや願いが分

形成されていることにあると考えられる。

化し多様化した場合にどのような理念や

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

経営技術をもって対処すべきか。これら

◦

のことが問われなければならない。

コミュニティを基礎につくられた協同
組合は、構成員が出資し、運営し、利用

こうした問題に対し、組合員の参加・参

するという三位一体性をその内部に形成

画を基本において協同組合の存在価値を考

した。コミュニティのリーダーが組織活

察しようとするのが本特集のねらいである。
◦

動と事業活動の両方を統率することが可

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

中川論考は、ICAの『今後の10年に向

能だったからである。
ただし、草創期の協同組合の成功も失敗

けたブループリント』を素材に、協同組

も、コミュニティのリーダーの資質や練達

合の基本的価値・存在価値を「参加」「持

に帰せられるところが大きかった。この問

続可能性」「アイデンティティ」「法的枠

題を乗り越えて、組合をうまく運営するに

組み」「資本」の側面から明らかにし、協

は、個人の人格に左右されない経営者の出

同組合が「未来の創造者」となるための

現、あるいは経営の確立が不可欠であった。

運動哲学を語っている。

そうした中で、組織活動と事業活動の

北川論考は、総合農協を対象に、そこ

分離が起こった。また適正規模の実現が

での大規模化と系統組織の問題を組合員

強く求められる事業活動の領域では、組

ガバナンスの観点から明らかにし、これ

合の合併や連合組織の設立が必要とされ

からの総合農協の「かたち」を、機能と

るようになった。適正規模の大きい信用

構造の両面から展望している。歴史的個

組合 （事業） や共済組合 （事業） では、組合

体として総合農協をとらえ、その研究系

員に求められる相互扶助、相互規制は個

譜を明らかにすることによって、今後の

人のレベルではなく、システムのレベル

指針を得ようとしている。

で担保すべき段階になっている。

兼子論考は、現代社会を「人間疎外を拡

消費や販売、あるいは生産の組合 （事

げ、くらしと地域社会を壊してきた時代」

業） においても、適正規模は異なるもの

ととらえ、生協運動がこうした現実とどう

の、事情はまったく同じである。

向き合い、
「健全で人間らしい社会」をどう
－3－
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創造するべきかを論じている。生協運動が

らの買取販売の拡大要請など、系統農協

社会変革の一翼を担えるかどうか、そこに

の米事業は革新を迫られているが、どの

生協の存在価値が問われていると指摘する。

ような条件が備わった場合にその革新が
可能となるかを考察している。

板橋論考は、昨今の農協販売事業では
フードシステム戦略の観点からマーケッ

小林論考は、地域生協を対象に、世界的

ト イ ン の 導 入 が 提 唱 さ れ て い る が、 バ

にも評価の高い共同購入を「班仕分け」

リューチェーン構築型のマーケットイン

の観点から復活させる取組みを報告して

が、組合員の参加・参画をどこまで担保で

いる。個別配送が主力となりつつある生

きるのかを論じている。生産者の「共販」

協の購買事業であるが、組合員参加型で

が大手量販店等の「集荷代行」に変質しな

再興させようとする取組みにどのような

いかどうか、共販の意味を問い直している。

メリットや課題があるかを論じている。
傘木・山本論考は、地域生協を対象に、環

以上を論考編とし、以下は実践編とし

境第三者検証委員の立場から生協の環境負

ている。
石田論考は、都市型農協を対象に、そこ

荷低減の取組みを評価している。環境問題

で行われる組合員参加型の地域貢献活動が、

への企業（事業体）の関与はわが国のCSRの

協同組合のCSRとしてとらえられることを

中心をなすが、コープ宅配の環境負荷の低

「農業者（組合員）よし、JAよし、地域よし」

さに着目しながら環境指標と社会的指標と

の“三方よし”の観点から論じている。CS

の相互乗り入れの重要性を論じている。

とCSRの違いにも注目しなければならない。
西井論考は、合併した総合農協を対象

岸上論考は、郡単位の森林組合を対象
に、森林の施業のみならず製材加工、木

に、組合員参加の拠点を支店に求め、支

材リサイクル事業、菌床キノコ特産事業、

店を中心とする組織・事業運営体制の実

農林産物加工事業等を行って、地場産業

態と課題を明らかにしている。組織活動

の活性化と定住雇用の促進に取組む事例

と事業活動の適正規模の違いを支店協同

を報告している。「森づくり」に留まら

活動、支店運営委員会の実質化によって

ず「地域づくり」に貢献する協同組合の

解決しようとするものであるが、そのベ

実態と課題とを明らかにしている。

ンチマークの事例を報告している。

高橋論考は、小さな島の小さな漁協を

成田論考は、良質米産地の農協を対象

対象に、漁協自営の定置網漁業、おさか

に、経済事業の子会社化によって連合会

な市場、スーパーマーケット、認知症対

に依存しない自己完結的な経営をめざす

応型グループホーム等を含む総合経営の

取組みを報告している。政府・政権側か

事例を報告している。そこには人々の暮
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らしと生業を支える地域組合としての漁

求があって、彼ら・彼女らに同じような

協の姿があるが、その成立条件を歴史的

機会と権利を提供することが協同組合の

個体の側面から解明している。

アイデンティティを確保するうえで適切

重頭論考は、合併や買収、株式会社 （公

な方法とは思えない。

開会社） 化、さらにはユニバーサルバンク

より適切な方法は、コアの充実と拡大

化が進む欧州協同組合銀行を対象に、そ

を図り、それによりノンコアの拡大を図

こでのCSRの取組みを紹介している。組

ることだと思われる。コアには「積極的

織活動と事業活動の適正規模が著しく乖

な参加・協同」の場を提供し、ノンコア

離した欧州協同組合銀行において、協同

には「緩やかな参加・協同」の場を提供

組合のよさと経営の健全性とを両立させ

することが必要である。

るCSRの取組みは、広く経済社会の安定

コアの充実感・満足感が組織活動の活

に役立っていると指摘する。
◦

◦

◦

◦

◦

◦

性化をもたらし、そのうねりがノンコア
◦

◦

や員外にも波及し、社会全体を変革して

誤解を恐れずに言えば、協同組合に参

いく。そのような構図を描く必要がある

加・参画を求める組合員と、事業利用だ

だろう。それには強いリーダーシップの

けを求める組合員とがいる。前者をコア、

発揮と、組織活動と事業活動とをつなぐ

後者をノンコアの構成員と呼べば、コア

企画・学習・広報部署の独立性確保と充

にはコアの、ノンコアにはノンコアの要

実が必要であると思われる。

JC総研 第37回公開研究会
日
時
場
所
研究課題
主な内容

：2015年１月24日（土）13:00 ～ 18:00
：明治大学（駿河台）グローバルフロント３F 4031号教室
：
「協同組合における『参加』のあり方を考える～参加型社会の構築に向
けた協同組合の役割と課題～」
：趣旨説明：都留文科大学 非常勤講師 田中夏子氏
・第１報告：
「『地域住民』から『運営委員』へ～高齢者生協による住民
参加型地域福祉の取組み～」（仮題）
報告者 熊倉ゆりえ 氏（明治大学大学院）
・第２報告：
「インターネットによる新たなコミュニティ形成の可能性に
ついて～パルシステム生活協同組合連合会～」（仮題）
報告者 栗田典子氏（パルシステム連合会 インターネット事業本部長）
・第３報告：「アカウント３を通して見る英国社会的企業が紡ぎ出す『連
帯経済』｜参加の基盤にあるもの」（仮題）
報告者 藤井敦史氏（立教大学 教授）
－5－

にじ2014冬号本文通し.indb

5

協同組合研究誌 にじ 2014 冬号 №648

2014/12/10

11:15:05

