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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）

格差・貧困社会が拡大するなかで協同組合は何ができるか
経済成長が停止し、競争が激化するなかで若年世代を中心に格差・貧困が拡大し深
刻化している。これに協同組合はどのように応えるのか。一方、海外では協同組合を中
心としたコミュニティが形成されつつあるという。果たして協同組合及びそれを含む社会的
経済には未来の可能性はあるのか、資本主義は存続しえるのか、修正可能であるのかを
取り上げる。
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特集 格差・貧困社会が拡大するなかで協同組合は何ができるか

特集解題

津田 直則
Tuda

Naonori

●桃山学院大学 名誉教授

経済成長が停止し、競争が激化するな

について議論していただく。氏の議論は、

かで、若年世代を中心に格差・貧困が拡

先進国資本主義経済は利子率＝利潤率が

大し深刻化している。これは現代におけ

ゼロに近く未来は絶望状態にあるためシ

る危機の一局面である。こうした若年世

ステムの崩壊が間近に迫っており、次の

代が抱える多様な願い・ニーズに協同組

システムについて考える時期にきている

合はどのように応えるのか、何ができる

という主張である。次にくるシステムと

のか、これが今回の特集における一つの

は、近代における「より遠く、より速く、

テーマである。もう一つのテーマは、そ

より合理的に」とは反対に、
「 よりゆっく

れにもかかわらず海外のあちこちでいく

り、より近く、より寛容に」という新中

つものタイプの協同組合を中心としたコ

世主義がキーワードである。その根拠は

ミュニティが形成されている。その実態

何か、よりゆっくり、より近く、より寛

はどのようなものであるか、果たして協

容にという社会はどのような社会なのか、

同組合及びそれを含む社会的経済には未

についてさらに議論いただく。この問題

来の可能性はあるのか、資本主義は存続

は、現実に起きているさまざまな出来事

しえるのか、修正可能であるのか等を問

は資本主義崩壊の予兆であると分析する

題にする。これらの問題を特集では論考

氏の議論とともに大変興味をそそる。

編と実践編に分けて議論していく。

次の２名には生活困窮者問題について

論考編では５名に執筆いただく。まず

議論していただく。大西連氏 （認定NPO

水野和夫氏（日本大学国際関係学部教授）に

法人・自立生活サポートセンター・もやい理

は資本主義経済体制の終焉不可避の問題

事長） からは、生活困窮者自立支援制度
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全般の問題について述べていただく。15

は、協同組合に対する新自由主義者の批

年４月より生活困窮者支援事業が始まっ

判を取り上げ、その視野の狭さを指摘す

ているが、この制度には中間的就労とい

るとともに、それを許す原因になった歴

う曖昧な概念も含まれており、関係者に

史的背景が、協同組合を育てた人々の期

は厳しい批判をする人もいる。氏には法

待を狭く見積もってしまうことになった

制定のいきさつ、制度の概要、全国自治

のでは、という仮説を立てて議論を展開

体での相談件数やプラン作成件数の実態、

している。
新自由主義者にとっては、ケインズ主

制度の問題点や課題などについて制度の

義者も協同組合主義者も自由を侵害する

功罪両面から整理していただく。
上田正氏 （日生協福祉事業推進部生活相

共通の有害な敵である。氏はこの単純化

談・ 貸 付 事 業 ア ド バ イ ザ ー） か ら は、
「生

の起源を、資本主義対社会主義ではなく

協における生活相談・貸付事業の現状と

新自由主義者の「自由主義対経済介入主

課題」と題して、日本生協連が取り組む

義」という図式化に求め、それがいかに

生活相談・貸付モデル事業について説明

粗雑な歴史認識であるかを議論している。

いただく。当初のいきさつは、多重債務

氏の主張は、新自由主義者の議論を超え

者相談・貸付事業を先行実施している消

て、産業社会の組織として広がっている

費者信用生協など３生協からの検討要請

会社（株式会社）との対比で協同組合を議

を受け、生協総研による調査・研究を経

論すべきだという内容である。

て、14年春に日本生協連がみやぎ生協を

論考編の最後は、津田直則 （当解題筆

モデル生協として実施し、コープ生活相

者） による「資本主義パラダイムの変革

談・貸付事業システムを開発したことに

と協同組合コミュニティ」である。拙稿

始まる。その背景としては、わが国にお

は上の重田氏の議論にみる新自由主義思

ける格差・貧困の拡大、貯蓄のない世帯

想や営利企業（株式会社）に対する批判を

の増加、多数の多重債務者の存在、など

共有しているが、更に進めて新たな経済

がある。生協が取り組む貸付事業の特質

体制論としての社会的経済論を展開する。

について議論すると共に、みやぎ生協相

まず現代に広がる経済システムの危機、

談室への相談内容等について述べていた

人間性の危機、自然環境の危機の根源は

だく。

現代資本主義経済体制にあるとして、資

重田園江氏（明治大学政経学部教授）から

本主義経済体制のパラダイムと危機の関

は思想史的立場から「協同組合というプ

係を分析する。そこから現代に失われて

ロジェクト」について議論いただく。氏

いるのは正義であり、正義の回復には資
－3－
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本主義パラダイムの変革がもとめられて

ハートコープいずみ」及び「株式会社い

いると主張する。さらに危機を克服する

ずみエコロジーファーム」を設立し、障

社会のビジョンとして「連帯社会」を提

がい者雇用の促進、自立支援に取り組ん

示する。欧州の社会的経済は資本主義経

できた。ハートコープいずみは食品残さ

済体制と連帯社会の経済体制の中間に位

のたい肥化、エコロジーファームはその

置し、社会的経済の中心にある協同組合

堆肥を使って野菜の生産・収穫の役割を

は、世界各地で協同組合コミュニティを

担っている。この２つの子会社における

形成している。

生活困窮者自立支援制度開始前後の問題、
就労支援の現場での諸問題、今後の課題

実践編では６名に執筆していただく。

について議論していただく。

まず障がい者の問題を２例取り上げる。
濱田健司氏 （JA共済総合研究所・主任研究

次は労働者協同組合による地域づくり

員）には「町ぐるみの『農福連携』－『プ

の２例を取り上げる。労働者協同組合は、

ロジェクトめむろ』の取組み」について

日本ではまだ法制化されていないが、実

述べていただく。農福連携とは、農業サ

際には各種の法人格を使って全国で事業

イドと福祉サイドが連携し、障がい者が

や活動に取り組んでいる。労働者協同組

地域農業を支え、農家等が障がい者の就

合全国組織には、労働者協同組合 （ワー

労を支えるという形で「障がい者の農業

カーズコープ；通称労協） 連合会というグ

分野における就労」を切り開いていくこ

ル ー プ と、 ワ ー カ ー ズ・ コ レ ク テ ィ ブ

とをいう。なぜ農福連携なのか。農業は

ネットワークジャパン（WNJ）という、生

担い手が高齢化し後継者問題が深刻化し

協から生れたワーカーズ・コレクティブ

ており、障がい者は作業所での福祉就労

（通称ワーコレ） の各地連合会の全国組織

に閉じこめられ自立の道を断たれている。

がある。後者は女性が中心となり事業・

農福連携により新たな道が拓かれようと

活動を行っている。２つの全国組織の事

している。実例として、北海道十勝平野

業高合計は400億円を上回ると推定され

の芽室町における株式会社九神ファーム

る。

めむろを中心としたプロジェクトめむろ

第１例は、伊藤剛氏 （ワーカーズコープ

を取り上げる。

センター事業団・西日本本部事務局長） によ

本多敬氏 （大阪いずみ市民生協・常務理

る「『森』が鍵の地方創生と生活困窮者

事） には「働きづらさを持つ人の就労支

支援」である。ワーカーズコープが推進

援の取組みについて」を議論いただく。

している森林事業について、兵庫県での

いずみ市民生協は10年以降、「株式会社

組 織NextGreen但 馬 を 中 心 に 議 論 し て
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いただく。兵庫県の公共職業訓練所の訓

国籍企業の拠点型協同組合コミュニティ

練生が自伐型林業に取り組むところから

として分類したが、次の石塚秀雄氏の主

始まったが、素人同然の若者による苦労

張に従い、モンドラゴンの町は協同組合

の中から地元に根付く森の事業が動き出

コミュニティを含む社会的経済セクター

した。労協は更に京丹後、広島、東北・

として、カナダ・ケベック州は社会的経

登米などで同様の事業を展開しつつあり、

済セクターの州として、また金起燮氏の

NextGreen但馬は、今では全国に広がり

原稿における原州 （ウォンジュ） は、タイ

つつある森の健康診断、木の駅プロジェ

トルに従い社会的経済型協同組合コミュ

クト、地域通貨、森の百業などの先進事

ニティとして分類する形で修正したい。

例になりつつある。この労協による森林

石塚秀雄氏 （非営利協同いのちとくらし

事業は、FEC自給圏づくり、地域循環型

研究所・研究員） の「モンドラゴンとケ

産業による地域再生、地方創生などとも

ベックにみる協同組合とコミュニティと

関係しており今後の発展性が期待されて

の協働の形成」によれば、モンドラゴン

いる。

の街（2.2万人）もケベック州（778万人）も、

第２例は藤木千草氏 （ワーカーズ・コレ

協同組合コミュニティではなく社会的経

クティブ及び非営利・協同支援センターぷろ

済 （ないし社会的連帯経済） セクターとし

ぼの工房）による「協同組合コミュニティ

て自己規定しているという。つまり協同

の可能性について－生活クラブ生協関連

組合コミュニティだけの町や州として見

グループの地域における取組み－」であ

るのでなく、協同組合コミュニティを含

る。氏による議論は、ワーカーズ・コレ

む社会的経済セクターすなわち非営利組

クティブが生協活動とつながり、いかに

織の連帯の町や州としてモンドラゴンや

して誕生したか、社会的ニーズに応える

ケベック州を議論する必要があるという

事業所としてどのように全国に広がった

主張である。

か、地域づくりの実践はどのように行わ

氏によれば、モンドラゴンの町には多

れているか、他の協同組合との連携によ

くの市民活動アソシエーション、社会的

るまちづくりの例 （韓国原州や国分寺市）

活動アソシエーション、高齢者・年金者

はどのように広がっているか、今後の課

アソシエーションなどがあり、コミュニ

題は何か、などについて展開される。

ティの中で協同組合が果たす役割は、社

次の２例は海外における協同組合コ

会的経済事業の一員としての役割である

ミュニティの問題を取り上げる。先の論

という。

考編の拙稿では、モンドラゴンの町を多

ケベック州の社会的連帯経済について
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もその構成員としての協同組合、共済、

者をつなぐ生命運動が基礎にあり思想的

ア ソ シ エ ー シ ョ ン、26に 及 ぶ そ れ ら の

レベルの高い運動を行っている。2010年

ネットワーク団体、社会的経済支援機関

以降は、原州では社会的経済に関する議

などについて述べている。

論が活発となり協同組合コミュニティを

金起燮氏（協同組合研究家；トウレ生活協

超えた議論がなされている。

同組合連合会（元）専務理事） による「韓

以上で格差・貧困が広がる現代社会の

国における協同組合コミュニティの形成

中で、協同組合等に何ができるかについ

－『原州協同社会経済ネットワーク』を

て寄稿者の主張を概説してきた。また海

中心に－」では、原州 （ウォンジュ；人口

外では、協同組合コミュニティや社会的

33万人） における協同組合コミュニティ

経済セクターとしての存在を主張する都

の発展の歴史とその特徴について述べて

市や州が生れていることを取り上げた。

いる。原州は「民主化運動の聖地」と呼

日本でも協同組合コミュニティや社会的

ばれ、人間の生存権を守るために信用・

経済セクターについての議論が、如何に

購買・共済・生産など、各種の自発的な

すれば進むのか検討が望まれる。

協同組合組織を作り出していく。また生
協運動では、都市の消費者と農村の生産

ＪＣ総研 第45回公開研究会のご案内
《 日
時 》 2016年１月23日㈯13：00 ～ 18：00
《 場
所 》 明治大学グローバルフロント３F 4031号教室
《 研究課題 》 「協同の視点から真の『 地方創生』を問う」
開会あいさつ：当研究所 常務理事 勝又 博三
趣旨説明：福井県立大学 教授 北川 太一 氏
第１報告：テーマ「地方創生とは何か－問われる地域のかたち」（仮題）
報告者 岡田 知弘 氏（京都大学 教授）
第２報告：テーマ「漁業・漁村・漁協の視点から問う『地方創生』」（仮題）
報告者 馬場 治 氏（東京海洋大学 教授）
第３報告：テーマ「『小規模多機能自治』の形成過程と、その可能性・課題」（仮題）
報告者 田中 夏子 氏（都留文科大学 非常勤講師）
まとめ・閉会あいさつ：福井県立大学 教授 北川 太一 氏
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