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今、あらためて「協同組合とは何ぞや」を問う
総勢14名の協同組合研究者渾身の大著2冊を刊行！！
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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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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）

協同組合の雇用創出、 経済波及効果
協同組合が日本社会で果たしてきた大きな役割は社会的に認知されているとはいえない。
そこで協同組合陣営は協同組合の役割（例えば「雇用創出力」「経済波及効果」）を
前面に押し出すなどして、協同組合の社会的浸透と行政の協同組合政策の転換を勝ち
取ってきた。本特集では協同組合によるこれらの事例、理論を取り上げながら協同組合
の認知を進めていきたい。

■目 次
オピニオン……………………………………………………………………………… 冨士

重夫……… 1

〔特集〕協同組合の雇用創出、経済波及効果
特集解題……………………………………………………………………………… 秋葉

武……… 2

＜論考編＞
協同組合の経済的インパクトと雇用力－ICA報告書を中心に－……………………… 栗本

昭……… 4

（当研究所 代表理事理事長）

（立命館大学 教授）

（法政大学・連帯社会インスティテュート 教授）

日本の協同組合陣営の市場シェアと雇用力… …………………………………… 伊丹

謙太郎……… 13

（再訂版）

（千葉大学 特任助教）

なぜ人口減少社会において、協同組合モデルが有効であるか… ………………… 木下

斉……… 22

労働者協同組合と地域・地方組織との連携
－持続可能な地域社会の創造をめざして－… …………………………………… 田嶋

康利……… 33

韓国の協同組合の生成と展開… ……………………………………………………… 金

亨美……… 41

（再訂版）

（一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事）

（日本労働者協同組合連合会 事務局長）

（財団法人iCOOP協同組合研究所 所長）

＜実践編＞
協同組合における均等待遇
－EUの労働市場規制と生協の事例から学ぶ－…………………………………… 柳沢

〈再訂版〉

敏勝……… 48

（明治大学 教授）

『地元に一生懸命』山口県・JA周南15年の足跡
－JAによる介護・福祉事業と雇用創出－… ………………………………… 河原林

孝由基……… 56

（当研究所 主任研究員）

生協産直は産地活性化力・経済波及力を持つか
－波及所得額と３段階の発展－… ………………………………………………… 辻村

英之……… 69

（京都大学 准教授）

福岡県高齢者生活福祉協同組合の規模拡大と「参加」… …………………… 熊倉

ゆりえ……… 79

（明治大学大学院）

田舎こそ教育最適地―山村留学で地域活性化―… ……………………………… 千野根

恵吾……… 87

1995年の「協同組合とは何かについてのICA声明」を日本の実情にあわせ
てわかりやすく解説し、多くの協同組合人に愛読・活用されてきた「新協同
組合とは」を、10年ぶりに改訂しました。さらに、2012国際協同組合年への
取組みと関係資料を加え、内容の充実をはかりましたのでご活用下さい。
（B6版 本文140頁）
※定価：730円（税込）＋送料（会員価格660円（税込）＋送料）

一般社団法人

JC総研

（企業組合子どもの森 元代表理事）

〔連載Ⅰ〕原発災害下での暮らしと仕事―生活・生業の取戻しの課題＜第６回＞
避難女性農業者による「小さな復興」の取組み―福島県飯館村を事例に―…… 岩崎 由美子……… 95
（福島大学 教授）

福島県における協同組合間協同―地産地消ふくしまネットの歩み―… ……………… 千葉 あや…… 107
（当研究所 副主任研究員）

〔連載Ⅱ〕地域発・再生可能エネルギーの取組み＜第２回＞
生活協同組合パルシステム東京における新電力事業・
「産直でんき」の取組み…… 福浦

眞紀…… 117

（生活協同組合パルシステム東京 元常任理事）

経営破綻した遊子漁協の再建には61年から76
年の約15年間を要したが、その間、養殖魚種の
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に増加するとともに、最終年度には累積欠損金を
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家と家族ぐるみで競い切磋琢磨に努めるとともに、
協同の取組みとして固くまとまったという。
こうした漁家の意識変革はどのようにして定着
していったのか。古谷氏はことあるごとに「浜を
支える下積みとなれ」と語ったという。氏の漁協
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特集解題

協同組合の「みえる化」を

秋葉
Akiba

武

Takeshi

●立命館大学 教授

協同組合が日本社会で果たしてきた大

いてどれくらいのインパクトを持っている

きな役割は社会的に認知されているとは

かを紹介している。論文では、ICAが04年

いえない。それに対して1990年代以降、一

から取り組んできた「グローバル300」（世

部の協同組合関係者からは「協同組合教

界の協同組合の上位300組合をランキング）が

育」の重要性が繰り返し言われてきた。し

12年から協同組合の経済的・社会的インパ

かし大きな動きにならず、とりわけ協同組

クトを測定する『世界協同組合モニター』

合の理念に抵抗感を持つ「保守新自由主義

（World Co-operative Monitor: WCM）へと発展

層」への浸透は今後も困難といえよう。

した経緯について紹介している。ICAの狙

実は日本より協同組合の認知の進んだ国、

いは、
「各業界、各国で国際的に協同組合の

地 域においても、協同組 合の「 理 念の浸

プロファイルを高める」
「協同組合、協同組

透」に関しては同様の傾向がみられる。そ

合保険の重要性について政府や規制機関に

こで、協同組合陣営は「戦略の転換」を図

実証する」
「成功事例のモデル化」
「WCM内

り、「保守新自由主義層」や官僚が受容し

のネットワーク作り」などであり、戦略的

やすい協同組合の役割 （例えば 「雇用創出

に展開されていることが伺える。続いて伊

力」「経済波及効果」）を前面に押し出すなど

丹謙太郎氏が日本の各協同組合の市場シェ

して、協同組合の社会的浸透と行政の協同

アと雇用力を詳細なデータにより紹介して

組合政策の転換を勝ち取ってきた。現在の

いる。協同組合の法制度がタテ割りとなっ

日本社会も、政治的立場を超えて「地方創

ている日本では、こうしたデータが社会的

生」や「雇用創出」は大きなテーマだ。本

に可視化されておらず、重要な意味を持つ

特集では協同組合によるこれらの事例、理論

といえよう。

を取り上げながら、協同組合の認知を進めて

上述の栗本、伊丹氏が協同組合をマク

いきたい。

ロ的な視点から述べたのに対して、メゾ・

論考編ではまず国際的な協同組合の動向

ミクロ的な視点から協同組合を考察する

に詳しい栗本昭氏がICAの報告書をベース

のも重要だ。まちづくりプランナーの木下

に、協同組合が国際的に、事業、雇用にお

斉氏は現場の体験から協同組合の再評価
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を行っている。木下氏は「人口減少社会」

について整理して紹介しており、興味深い

では従来の補助金主体の支援政策こそが

内容となっている。

弊害を生んでいることを述べ、民間主導の

山口県でJAの福祉事業（JA協同サポート

協同組合型の仕組みへの期待を述べてい

山口㈱）に取り組む河村信一郎氏は、
その生

る。「重要なのは行政支援の受け皿などと

成と展開を論じながら、同社が雇用創出・

して協同組合を用いることではなく、地域

拡大に成功してきた背景を「介護職員の処

内の需給を併せて収支改善、共同投資・調

遇改善・人材育成の歴史」と総括し、協同

達、余剰利益の金融的活用というサイクル

組合へ興味深い提言を行っている。農村で

に結びつけていく極めて協同組合の原理

山村留学に取り組んできた千野根恵吾氏

（本文より）という
的な仕組みを再興する」

は、
長野県王滝村で「企業組合子どもの森」

視点は重要な示唆を与えているといえよ

を立ち上げ、実践してきた。その取組みを

う。辻村英之氏も生協産直が実際に産地の

紹介している。田嶋康利氏は日本で定着し

活性化、経済波及効果を持つかについて、

てきた労働者協同組合が社会や地域に対

興味深い考察を行っている。事例をもとに

してどのような取組みを行ってきたかに

「波及所得額」と「線→面→立体」という

ついて実践的な報告を行っている。様々な

３段階の発展という切り口から論じ、どの

社会的課題とそれに対応する法制度に対

ようにして「外貨」を獲得していくか具体

して、労協がどのように関わり、運動を展

的な提案を行っている。

開してきたかについて整理して論じてお

金亨美氏は韓国の協同組合の成り立ちと

り、興味深い内容となっている。熊倉ゆり

そのダイナミックな展開を論じている。協同組

え氏は福岡県の高齢者生協である「ふくし

合後発国ともいえる韓国は、社会的企業や

生協」を規模拡大と「参加」という視点か

コミュニティビジネスの発展と連関して12年

ら論じている。大規模生協として知られる

ついに「協同組合基本法」を施行するまで

ふくし生協の多様なステークホルダーを

に至った。タテ割りの「個別法」に加えて、

整理し、動態的な考察を行っている。

「基本法」を成立させ、協同組合ブームに

本特集のテーマは日本では先行研究が
4

沸く韓国を客観的に考察している。

4

少ない。そうしたなか、編集サイドの無理

実践編では柳沢敏勝氏がEUを事例に、

4

な 意向に各執筆者が取り組んでくれたこ

社会問題ともなっている非正規雇用に対

とに厚く御礼申し上げる。各論考を読んで

応する方策として日本ではあまり知られ

みて、このテーマを掘り下げる重要性を再

ていない「均等待遇」を詳細に紹介してい

認識したことから、いずれ第２弾に取り組

る。また日本で均等待遇に取り組むＢ生協

んでみたいと考える。
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