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なぜ「参加型社会」なのか。あえて「参加型」を掲げる意図は、現代社会が民主
主義を支える重要な要素という意味での「参加」を保障し得ていないとの認識からである。
今日問われるべき「参加」とはどのようなものか、組織の大規模化のもとで「参加」をど
う確保するか、各論考編、事例編を通じてこれらの課題を検討したい。
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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。
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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・
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特 協同組合における『参加』のあり方を考える
集 ― 参加型社会の構築に向けた協同組合の役割と課題 ―

特集解題
田中 夏子
Tanaka

Natsuko

●都留文科大学 非常勤講師

トを緩和するための手段として、である。

「参加型社会」を問う意味

現実的には、前者を意図して積み上げた

なぜ「参加型社会」なのか。あえて「参

「参加」が、結果的に後者の効果を持つこ

加型」を掲げる意図は、現代社会が民主

とはあろう。問題は、後者に軸足を置い

主義を支える重要な要素という意味での

た「参加」の構築が、民主主義の深化に

「参加」を保障し得ていないとの認識か

つながるのか否か、また「参加」を冠す

らである。むろん、参加保障が予め充分

る多様な言説から、確実に前者に結びつ

な形で用意された社会等、存在はしない。

くものを見極め、育てていくために、協

そうした現状で、意味ある「参加」を切

同組合がどのような役割を担いうるのか

り開くために、今日問われるべき「参加」

という点である。こうした問題意識を掲

とはどのようなものか、その「参加」が

げた上で、以下、それぞれのベクトルに

なぜ阻まれているのか、それに対し、私

ついて詳しく見ていくこととしたい。

たちはどのように対応すべきか、協同組

民主主義における「参加」

合はそのことにどう関わるのか、これら
の課題を検討することが本特集の主旨で

あまりにも大きな課題だが、本特集の

ある。

意図に引きつけて考えたい。「参加 （す

「参加」は、今日二つのベクトルを有し

る）」は、take part inやparticipate だが、

ているといえよう。一つは民主主義的な

いずれも「一部（part）」を担うことを意

社会のあり方を切り開く手段として、も

味する。すなわち「一部」が構成要素と

う一つは、
「全員参加型」なる政策用語が

なるはずの「全体」が既に想定されてお

頻出していることからもうかがえるよう

り、そこに「後から入っていく」という

に、財政や市場のひっ迫・縮小のインパク

意味合いだ。そうした消極性を問題視し、
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「全体」の構想・計画段階から共に作っ

依拠する知識や情報）」④「政策決定すべ

ていくプロセスを強調すべきとの観点で

き事項についての（市民側の）決定権」⑤

「参画」という言葉も生み出されたが、使

「どのくらいの市民が参加できるか（包括

用場面は「男女共同参画」等に限られて

性）」があるとした。

いるのが現状で、通常、
「参加」はおとな

これらは政治体制における民主化の度

しい響きにおさまっている。

合いをはかるものだが、協同組合におけ

し か し、 理 念 と し て の 民 主 主 義 を 現

る「参加」のあり方を検討する際にも、

実 化 し て い く 際 の 分 析 概 念『 ポ リ ア ー

示唆に富む。なぜ示唆に富むかといえば、

キー』を提起したロバート・ダール １ に

まさに協同組合が、そこを通じて人々が

よれば、「参加」がどのように保障され

ニーズを発見・形成し、それを社会にむ

ているかが、
「自由化」（ここにいう「自由

けて発信し、それらニーズを排除するこ

化」は「支配側に対する異議申し立てを展開

とのないよう政府に対して求めていくた

できること」を意味している）と並んで、
そ

めの中間集団的な機能を有しているから

の社会の民主主義のあり様を示す重要概

である。いいかえれば協同組合はそれ自

念とされる。ダールは、民主主義の重要

体が民主的な運営を行なうものであると

特性を「市民の要求に対し、政府が政治

同時に社会の民主性を高める機能をも担

的に公平に、常に責任をもって答えるこ

う。

と」（p. ８） とした上で、それが可能とな

生協の取組みとダールの『ポリアー

るためには、
「 全市民」に「以下のことを

キー』の要件との重なり

する完全な機会が与えられていなければ
ならない」として三つの機会―第一が要

上記の意味における「参加」の一例は、

求を形成する機会、第二が個人的あるい

生活協同組合が展開してきた取組みに見

は集団的行動を通じて、同輩市民や政府

てとることができる。例えば生活クラブ

に対し、その要求を表現する機会、第三

東京では、70年代初頭に設立した消費委

に、政府の対応において、これらの要求

員会（組合員が消費材の開拓を行なう機関）を

を平等に取り扱わせる機会―を提示する。

設立するが、当時一般的だった合成洗剤

さらに『ポリアーキー』に付されてい

の安全性に疑問を持ったことがきっかけ

る高畠通敏氏との対談で、ダールは、こ

で、調査・学習を実施したという。「その

の三つの機会保障にむけ、五つの測定基

結果、知らないで使っていたさまざまな

準、①「政治的平等」②「有効な参加」

事実が判明、そのことを一人ひとりの組

③「啓蒙的理解（引用者=市民が判断の際に

合員に伝え、せっけん利用を広げ」ていっ
－3－
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たが、組合員だけの取組みでは河川汚染

かし、都議会や市議会はこの要求の「平

の食い止めにつながらないとして、企業

等な取り扱い」を行なわず、この点の突

に対しては、情報を公開して製造・販売

破にむけた代理人運動は「要求の差別的

すべきことを求め、また行政に対しては、

な取り扱い」の是正を目指すものといえ

その監視・指導責任があることに「気づ

る。生協が展開する「参加型」の取組み

き」、75年には「合成洗剤の製造販売を禁

には、ダールが述べる「民主主義」の重

止する請願」運動に着手、10万５千人の

要要件の具体化につなげる意思が働いて

署名を集めて東京都議会に提出した。

きたといえよう。

こうした取組みが発端となって、学校

政策用語に見る「参加型」の含意

給食に関わる直接請求運動等へと発展
し、社会的には大きなインパクトを持っ

次に「もう一つ」のベクトルに目をむ

た。しかし請求を受けた議会の側はこれ

けたい。「参加型社会」という用語は、そ

を充分審議せずに廃案になった。こうし

の前に「全員」という語を付し、
「 全員参

た取組みの限界をも知り、議会の中に自

加型社会」として近年各種の政策の中で

分たちの提案を確実に反映させるしくみ

頻繁に使用されるにいたっている。

が必要だという認識から、自らの中から

厚 生 労 働 省 はH22年 度 厚 生 労 働 白 書 ３

地方議会に代理者を送り出す代理人運動

において、今後の社会保障のあり方とし

を展開していく ２。ちなみにこの代理人運

て、「参加型保障」を提唱し、「社会保障

動は、「議員はローテーション。生活者

が『機会の平等』の保障のみならず、広

ネットワークの議員は、最長でも３期12

く国民全体の可能性を引き出す参加型社

年で交代」し、「議員を職業化・特権化せ

会保障 （ポジティブ・ウェルフェア）」（下

ず、世代交代を進めることで参加の層を

線部は筆者） とし、その意図を「（これま

広げる」とのルールを有している点も特

での=引用者補足）
「消費型・保護型」では、

徴的である。

保護すべきニーズを満たすことに主眼が

これらはダールが挙げる「三つの機会」

置かれ、サービスが消費されるだけで終

の切り開きに他ならない。まずは消費委

わってしまい、それだけでは何も生み出

員会活動を通じて、合成洗剤や食の安全

さない。一方、
「参加型」では、… （中略）

に関わる「要求の形成」が行なわれた。

…、本人の能力を最大限に引き出し、労

その結果、組合員相互の活動に留まらず、

働市場、地域社会や家庭への参加を促す

直接請求運動を介して「同輩市民や政府

こと」であると論じ、このことは、社会

に対し、要求の表現」が行なわれた。し

的包摂の理念にも合致するとしている。
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ま た 経 済 産 業 省 は2013年 版 も の づ く

こ と が う か が え よ う。 お そ ら く「 参 加

り白書に ４ おいて、労働力確保の観点か

型」のおおもとは、社会連帯を前提とし

ら、「資源が少ない日本では、労働者が

た「アクティベーション」（＝多元的、分

重要な人的資源であるが、今後、人口減

権的、縦割を越えた包括性を備えたガバナン

少や高齢化が進む中で、日本の経済成長

スで、労働市場の参加促進とともに、労働市

のためには、若者、女性、高齢者などよ

場を安心して離れることができる）に依拠し

り多くの就労参加を促すとともに、個々

ていると思われるが、近年の「参加」は

人の労働生産性をより高めることが重要

「動員」の意味合いを強める方向だ。

である。このため、… （中略） …「全員

「参加」のあり方を慎重に深化させる

参加型社会」を構築すること、また、若

必要

者・女性・高齢者・障害者などの就業率
を高め、積極的な社会参加を進めていく

上記に見る通り、二つのベクトルの存

とともに、一人一人の能力開発を効果的

在を意識しつつ、
「 参加」の内実を豊かに

に行うことが不可欠」（下線部は筆者） と

していくことが求められる。その際、協

している。

同組合が担うべきは、前半に述べた「参

さらに内閣府のH25年版高齢社会白書

加」だが、その上でさらに留意すべき点

は、「『全世代が参画する超高齢社会に

があることを添えておきたい。齋藤純一

対応した基盤構築のための基本的施策』

氏の議論 ６にもあるように、
「参加」の推

に基づき、
『… （前略） …高齢社会に暮ら

奨は、間接統治の拡大方向としても捉え

す子どもから高齢者まで、全ての世代の

うる。その場合、統治者は「規制」によっ

人々が安心して幸せに暮らせる豊かな社

て市民社会をコントロールするというよ

会を構築する』ために、
『 世代間の交流を

りは、エンパワメントを促しつつ、それ

通じた若者や子育て世代とのつながりを

を事後評価することで一定の枠づけをお

醸成するとともに、若年者や女性の能力

こない、統治側の影響力の維持をはかる

（下線部は筆者）と
を積極的に活用する』」

とされる。

５

して、若年雇用、非正規雇用、女性能力

「参加型」の社会づくりを担うことが、

発揮、子育て支援の四つを重視する。

上記のような、統治者による再統合の強

このように近年政策用語として頻用さ

化にも寄与するものであることを踏まえ

れる「参加」においては、労働市場での

つつ、協同組合陣営が、市民の主体化に

人材資源化に重点をおいた、いわばワー

どのように寄与しうるのか、またそのた

クフェア型の「動員」が強調されている

めには、協同組合運動における参加概念
－5－
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をどのように再構築していけばよいのか、

の取組みを、そして秋葉武氏からは、ク

下記の特集論考を通じて検討していきた

ラウドファンディングをツールとした新

い。

しい参加の形態について検討いただいた。

本特集では論考編、事例編を通じて、組

最後に、津田直則氏には、失業を回避す

織の大規模化のもとで「参加」をどう確

る等のセーフティネットの構築の観点か

保するかの検討が重要な位置を占めてい

ら、労働者協同組合はじめとする従業員

る。中川雄一郎氏からは協同組合におけ

所有企業、すなわち「所有参加」の可能

る参加をめぐり理論的な提起を、石田正

性を検討いただいた。

昭氏からは合併JAが取り組む緩やかな
参加の模索を、栗田典子氏からは生協の
インターネット活用が新たな参加の開拓
となる可能性を、牛田清博氏からは合併
生協が近年取り組んできた参加の回路の
多様化の到達点を、論じていただいた。
また社会的企業やコミュニティの課題
に対応する社会サービスの協同組合につ
いては、一般的には既存協同組合と比べ、
小規模で参加の動機付けが強いものの、
その参加の「質」をどう拡充していくか
が課題となる。藤井敦史氏の英国社会的
企業の取組みを通じた分析では協同事業
組織をとりまく地域ネットワークに言及
する。熊倉ゆりえ氏は高齢者生活協同組
合を事例に「緩やかな参加」の具体的な
姿を描き出す。三木奈都子氏は、漁村の

１ロ
 バート・A・ダール（1915 ～ 2014）。完
全な民主主義とまでは行かなくとも、比較
的民主化された体制として「ポリアーキー」
（多数の民衆による支配）概念を提起し、そ
れぞれの社会がどの程度民主的であるかを
分析する手法を示した。ロバート・A・ダー
ル著『ポリアーキー』岩波文庫、1972=2014。
２ h t t p : / / t o k y o . s e i k a t s u c l u b . c o o p / e c o /
system/column_1.html
「代理人運動の歩み

共同購入だけでは解
決できない問題にチャレンジ」
３ h ttp://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/
kousei/10/dl/02-02-01.pdf
厚生労働省「平成22年版 厚生労働白書」
４ http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/
mono/2013/pdf/honbun02_01_00.pdf
経済産業省「2013年版ものづくり白書」
５ http://www８.cao.go.jp/kourei/whitepaper/
w-2013/zenbun/s ２_ ３_ ６_01.html
内閣府「平成25年版 高齢社会白書」
６ 齋藤純一著「コミュニティ再生の両義性」齋
藤純一・伊豫谷登士翁・吉原直樹『コミュ
ニティを再考する』平凡社、2013．

女性たちの活動の特徴やその動向変化を
捉え、漁村の暮らす人々が地域を主体的
に支える道をさぐる。
さ ら に 菊 池 ま ゆ み 氏 に は、 従 来 地 域
で「参加」から疎外されてきた層が地域
の担い手となっていった社会福祉協議会
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