平成28年6月15日発行（年４回発行） ISSN

1348－6063

［季刊］
誌 ［季刊］
協同組合経
研営
究研
誌究

2016

SUMMER
No.654

にじ

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！！

協同組合研究誌

平成28年6月15日発行

−
『家の光』創刊90周年記念出版事業として−

№

654

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）

TEL03-3266-9029 FAX03-3266-9053

発…行…所

一般社団法人…JC総研

Tel…:…03－6280－7254

〒162-0826

Fax…:…03－3268－8761

勝又…博三

定価1,600円
（税込）

東京都新宿区市谷船河原町11番地

URL…:…http://www. jc-so-ken.or.jp

飯田橋レインボービル５階

ＪＣ総研

協同組合研究誌『にじ』2016年夏号（第654号）…編集発行人

一般社団法人

ご購入のお申し込みはお近くの書店でも OK です。よろしくお願いします。
お問い合わせ：一般社団法人 家の光協会 図書販売部

特集

・夏号
2016

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）

協同組合における職員の地位と役割
今日の協同組合において協同組合理念と日常業務とのギャップ
（理想と現実のギャップ）
をどのようにとらえ、どのように解決していくかが課題である。
本特集では協同組合における職員の地位と役割を明確にし、協同組合の理念と日常
業務を繋げ、組合員と職員との関係性を高めていくための「協同組合職員論」について
理論的かつ実態に即して論考する。
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特集 協同組合における職員の地位と役割

特集解題
堀越 芳昭
Horikoshi

Yoshiaki

●山梨学院大学 元教授

当JC総研「協同組合における職員の地

て、その前提として現代の協同組合理念

位と役割研究会」（略称：職員役割研究会）

をどのように把握するかが重要な論点と

は、協同組合における職員の地位と役割

なる。その協同組合理念を検討・吟味し

を明確にし、協同組合の理念と日常業務

議論することそれ自体が必要となろう。

を繋げ、組合員と職員との関係性を高め

そして最も重要な論点は、今日の協同組

ていくための「協同組合職員論」につい

合においてこの協同組合理念と日常業務

て理論的かつ実態に即した研究を行うこ

とのギャップ （理想と現実のギャップ） を

とを目的として2015年３月に発足した。

どのようにとらえどのように解決してい

この度の本誌特集は、同職員役割研究

くかである。その上に協同組合職員の地

会における研究活動の最初の中間的報告

位と役割が明らかにされ、そのための教

である。それは３編の「論考編」と７編

育的課題が明確化されるであろう。本誌

の「実践編」からなっている。そのうち

特集号の論考編３編はいずれもこれらの

５編は当総研の公開研究会 （本年３月26

論点に関わる論文である。

日、４月23日開催） での報告・議論を踏ま

えて執筆されたものであり、他の５編は

論考編１

役割研究会での報告ないしは依頼原稿で

明治大学教授 中川雄一郎「持続可能なイ

ある。以下ではこれら論考編・実践編の

ニシアティヴ―協同組合アイデンティティと

各論稿の解題を行なうものである。

職員の役割―」
本稿は、協同組合職員の地位と役割研

●論考編

究における「現代の協同組合理念」に関

協同組合における職員役割研究におい
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わる論文である。現代の協同組合理念を
－2－

明確にし、その上で協同組合の理念と日

論考編２

常業務との関わりが検討されなければな

龍谷大学教授 石田正昭「協同組合理念に

らないであろう。

基づく
『全員経営』展開の課題と方向―JA
職員アンケート調査にみるミドル職員の地位

同稿は、協同組合の運動・思想・理論の

と役割―」

関 係 で は1992年ICA第30回 大 会 に お け
る『ベーク報告』の「職員の参加」に関

本稿は、
「 協同組合理念に基づく『全員

する問題提起によりつつ、「①協同組合

経営』の展開」が今、農協に求められる

はシチズンシップを普遍化する、②協同

として重要な役割を演じるのは、組合と

組合は民主主義を普遍化する、③協同組

組合員との連結者としての「職員」であ

合はコミュニケーション・コミュニティ

り、とくに役員と職員をつなぐ「管理職」

である」の３つのコンセプトから、「多

のリーディング機能が重要であるとする。

元的アイデンティティ」をもつ人間とし

野中郁次郎の所説によりながら「全員経

ての職員の責任の主要な目的の一つは、

営」の展開のキーマンはトップとボトム

「個々の人たちを結びつける紐帯を強固

の結節点に位置するミドルであるとする。

にすること」であるとする。

この「連結者」としての職員の役割は、

その協同組合のシチズンシップは、自

「触媒役」「パイプ役」「媒介者」「コミュ

立・自律した個人としての組合員と職員

ニケーション・コミュニティ」等として

の「 権 利 と 責 任 」 を 基 軸 に「 参 加 と 自

本研究会の共通の見方になっている。お

治」それに「平等と正義・公正」を包み

そらくこれらが本研究会における協同組

込んで展開される協同組合の事業と運動

合の職員の役割に関するキーワードとな

の社会的文脈を、個々の組合員と職員の

るであろう。

持続可能な協同的実践行為が支えていく

同稿は、アンケート調査の結果から、

メンバーシップのステータスであるとし

協同組合理念とそのギャップおよび協同

て、「コミュニケーション・コミュニティ

組合理念の浸透状況について詳細に論じ

としての協同組合」が強調される。この

ている。ギャップを厳しく感じた職員は

ようにして協同組合のアイデンティティ

新 規 採 用 職 員 （ 在 籍 年 数10年 未 満 ） に 多

から職員の役割が導き出される。

いが、その要因はどこにあるのかを考察

当該研究においては、「現代の協同組

する。このギャップについては、管理職

合理念」とは何か、その中身、その意味、

層は即時的な問題として、非管理職層は

これまでの理念を再検討し、それ自体を

根本的な問題としてとらえているとみな

検討することが必要であろう。

す。重要な指摘であり、理念と日常業務
－3－
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のギャップに関してその実態・要因・解

に繋がるとみなす。その浸透要因として、

決方法等この点の掘り下げが求められる

出自と日常生活における農業・地域との

ところである。さらに同稿は協同組合理

関わり、JAでの経験、現在の仕事の状況、

念の感情・知識・行動の各レベルの浸透

組織文化、周囲の浸透状況、組織的な浸

状況の違いを分析して、農協の「全員経

透施策、感情と知識の相互関係を検討し、

営」のあり方、人材育成のあり方につい

浸透構造を明らかにする。そして感情・知

て具体的な提言をしている。ここには多

識・行動レベルの浸透は相関関係が強く、

くの論点が提示されている。

それぞれの関連を分析する。例えば感情
レベルの浸透が進展していないと知識レ

論考編３

ベルの浸透にならないし、知識レベルの

当総研主任研究員 西井賢悟「JA職員にお

浸透は経験等時間の要するものであると。

ける『 協同組合理念 』の浸透構造と浸透

そして効果的な浸透施策の構築のため

促進策」

に、在籍年数別に見た浸透状況を分析し、

本稿は、５つのJAのアンケート調査に

それぞれの年数別に求められる役割を提

基づいて、
「 協同組合理念」の職員への浸

示する。この分析と提案は詳細かつ具体的

透状況、協同組合理念の浸透者の行動傾

になされる。最後に理念の浸透が組合員と

向、協同組合理念の浸透要因、それを踏

協同組合をつなぐ「連結者」としての職員

まえた在籍年数別分析を通じて協同組合

の役割にどのような影響を与えるのかを

理念の浸透方策のあり方を提起している。

深めていくことが必要であるとする。

ここには本調査の分析の枠組みや結果に

●実践編

ついての基本的内容が提示されている。
まず協同組合理念の浸透状況は、感情・

実践編は、
「 協同組合連合会における理

知識・行動レベルに区分して、感情レベ

念教育について」（青柳論）、
「理念を日常

ル（共感・価値観との一致）でやや高く、知

業務に活かす」ための中央会階層別教育

識（知っている、説明できる）・行動レベル

について （小林論）、JAあつぎ・JA京都

（理念に基づく行動、引用・言及、立ち返る）

にのくに・JA兵庫六甲における事業展開

へと漸次低下し、理念を行動にまで結び

と人材育成について、エフコープ生活協

つけることは容易でないことが指摘され

同組合・福井県民生活協同組合における

る。それとともに協同組合理念の浸透者

定年延長等の人事制度や職員満足を高め

の行動傾向からその浸透が運動体として

ることにより働き甲斐を作り出す実践報

のみならず事業体としての発展の可能性

告である。これらから、協同組合理念の
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において事業の原点に絶えず立ち返らせ、

検討、理念と現実のギャップの問題、職
員の地位と役割、人材育成のあり方に対

「理念」「使命」を意識して業務に取り組

してきわめて示唆的な報告がなされる。

ませる活動であり、そこに職場レベルで
「理念・使命と日常業務」を改めて結び

実践編１
福島大学教授 青柳

つけようとするJA共済連の「道しるべ」
斉「協同組合連合会

活動の今日的意義があると評価する。残

における理念教育の課題と新展開―JA共

された問題は、「協同組合理念」・「JA共

済連の『理念・使命』実践化運動につい

済事業の使命」に加えて「事業理念」あ

て―」

るいは事業論的具体化（JA共済事業方式の

本稿は、協同組合理念教育における協

特徴化） を図ることが求められるとする。

同組合連合会の固有の問題を踏まえて、

われわれが検討している「職員の地位と

連合会における人材育成の現状と課題に

役割研究」に大きな示唆を与える。

ついて論じる。連合会職員の特殊性を農
家組合員との直接的コミュニケーション

実践編２

機会が乏しく、協同組合理念や組合員経

Ｊ
 Ａ全中教育部教育企画課長 小林康幸「『理

済への貢献が間接的になるところに求め、

念を日常業務に活かす』観点からの中央会階

それに対応した理念教育の課題が提示さ

層別教育での試み」

れる。

本稿は、協同組合理念を日常業務に活

同稿では、JA共済連がまとめた「私た

かすために中央会の階層別教育のあり方

（「理念」
「使命」と日常業務
ちの道しるべ」

を検討する。中央会教育部の主力事業の

との架け橋） について、その策定過程およ

階層別研修のねらいは「職場マネジメン

び活動過程を考察することで明らかにし

トの刷新」、自律創造型人材の育成に向け

ていく。この「道しるべ」とは「理念・

た「仕事を通じて自ら育つ」職場づくり

使命と日常業務を結ぶもの」であり、そ

にあるとし、これと理念教育との関連を

の取り組みの目的は職員の育成、組織風

論ずる。そして「理念がなぜ浸透しない

土の改革、組合員・利用者およびJAへの

か」と問い、
「理念を語り、学ぶ機会が少

貢献にあり、その基本活動は「職員が協

ない」「JA全体として理念実践の意識が

同組合理念・JA共済事業の使命を理解

薄い」
「理念を日常活動にブレイクダウン

し、日常業務において具体化することを

する仕組みが機能していない」
「協同組合

考え、職場で共有するための活動」であ

の特性を発揮するやり方が少ない」
「組合

るとする。著者によれば、それは各職員

員のためより、JAの利益を優先させる傾
－5－
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向がある」といった５つの問題点を指摘

に思われる。すなわち、必要なのは「組合

し、これらの検討の中で、理念とは何か、

員・先輩諸氏が築き上げた大切な財産を

自らの思いと理念との結ぶ付けの掘り下

守り発展させ、役職員一人一人が一丸と

げと内省された日々の仕事が必要である

なって、農業を通して、水の大切さ、緑

とする。「理念に裏打ちされたJAの自律

の大切さを次の世代に伝えていくこと」

創造経営を、人材育成面で支援」するこ

であると。この「過去・現在・未来」の

とが中央会の教育事業であるとする。

繋がりといった考え方が当JAの強さの
根底に流れているのであろう。

実践編３
JAあつぎ代表理事組合長 大貫盛雄「JAあ

実践編４

つぎの組織・事業展開と人材育成」

JA京都にのくに代表理事専務 迫沼満寿

JAあつぎは、地域農業振興の取り組み

「わがJAにおける協同組合らしい『 人づく

として、ファーマーズマーケット「夢未市」

り』へのアプローチ―人・組織・地域をつ

の開設とその事業展開、農業の担い手育成

なぐJA運動の実践―」

と地域の住民の農業機会づくりのための

JA京都にのくにでは、職員のサラリー

「JAあつぎ農業塾」を開催し、多くの受講

マン化、組合員の顧客化が進み、協同組

者を送り出している。支所店を中心とした

合理念が失われてきた中で、近年それを

教育文化活動は組合員・地域住民を含め

克服すべき原点回帰すなわち「協同活動

て展開され、食農教育事業、「夢未Kidsス

の実践を通じた事業運営」に重点を置い

クール」
「夏休み収穫体験ツアー」を開催

てきた。それは協同組合らしい「人づく

している。これらはJAの組織基盤の強化

り」として組合員と役職員の双方のため

につながっている。こうした中で人材育成

に、組合員講座「にのくに未来塾」と職

の取り組みとしてさまざまな取り組みを

員講座「次代塾」を開催し、職員教育で

行い、組織改革の取り組みとして「自己改

（協同組合理念を踏まえた運
は「人づくり」

革プラン」を策定し、「組織戦略プロジェ

動者づくり） と「人材育成」（事業・経営

クト」による「組織戦略」の策定に取り組

知識を兼ね備えた専門性のスキルアップ）の

み、「農協改革対策室」を設置している。

双方で行われる。原点回帰の試みとして

当JAのあらゆる場面に貫かれている

JA全体が取り組む「くらしの活動」と地

のは、組合理念「夢ある未来へ、人とと

域・組合員が主体となった「くらしの活

もに、街とともに、大地とともに」であ

動」の双方を追求している。協同組合の

り、本稿末尾の組合長の言葉にあるよう

職員像は「高い理想」と組合員との協働

協同組合研究誌 にじ 2016 夏号 №654

－6－

者として組合員とのコミュニケーション

ディベロップメント・プログラム）
」を位置づ

を図っていくことが求められる。そして

ける。このCDPは、時代に合った職員の育

最後に、協同組合の「運動面」と「事業

成という組織ニーズと仕事を通じて成長

面」の二つの関係性について、「運動面」

したいという職員ニーズを統合して、長期

が機能して「事業面」に繋がるとして自

的なキャリア育成計画を職員個々に策定

転車の「前輪と後輪の関係」で説明され

し、それに基づき異動、教育・訓練を行っ

る。当JAの強みは、協同組合の多面的な

ていくもので将来、マネジメントをするた

とらえ方や「２つの側面」の関係性を追

めにキャリア形成をしていく「マネジメン

求しているところにあるようである。

トコース」と専門職になるためにキャリア
（く
形成をしていく「エキスパートコース」

実践編５

らしの相談員、営農相談・販売、運用、事故損

JA兵庫六甲代表理事専務 山脇利文「JA

害調査、建築・設計、資産管理）に分かれて

兵庫六甲の人材育成の取り組みについて」

いる。これらの試みの先進性に注目したい。

JA兵庫六甲の実践編は、人材育成の取
り組みについての報告である。当JAは中

実践編６

期計画「JA兵庫六甲’
16ビジョン」を掲げ、

エフコープ生協常勤理事 島崎安史「『65歳
までの定年延長』と『同一労働同一賃金』

「大地のめぐみ、豊かなくらし、夢ある地

への試み」

域…私のJAから」を合言葉に、あるべき姿
として「農と地域に根ざした活動を通じて

エフコープ生活協同組合では、2016年

地域社会に貢献するJA」を目指し、経営

10月から「65歳までの定年延長」と「同

理念として「人・感動・緑のまちづくり」

一労働同一賃金」を意図した人事制度の

を掲げている。人材育成に関しては、自ら

実施を計画しており、その取り組みにお

考え自主的に行動する「自律創造型職員」

いて協同組合の理念と職員の役割につい

を目指すべき職員像とし、その職員像の第

て解説する。
当生協は、職員にとって、経営にとって、

一に協同組合理念の実践を位置づける。

社会にとっての「三方よし」の考え方を重

協同組合理念を日頃の活動に活かすた
めに、JA職員が講師となる「自主参加型

視し、エフコープ基本理念「ともに生き、

カフェテリア研修」や「JA内論文・企画

ともにつくる、くらしと地域」に基づき取

書コンクール」に取り組んだり、コア人材

り組んでいる。職員に関しては、1992年

の育成や「能力主義人事制度」を実践した

ICA東京大会でのベーク報告にある「職員

り、またその補完として「CDP（キャリア・

とは、まず第一に自分自身の利益を追求す
－7－
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るグループであるとするか、あるいは、ま

足度が高い。①理念・ビジョンの達成に向

ず協同組合組織の目標の推進を優先し、そ

け自らが参画していると感じている。②上

の結果間接的に自分自身の利益を求める

司と仕事をしていると成長できると思う。

グループとするか？」との問いに対して、

③職場で行なう会議では意見や提案をし

同氏は、たとえ困難であっても、両者を同

やすい。④私の良い行動や成果は認められ

時に追求すべきと考え、これらは相反する

ていると思う。これらの満足度を高めるこ

内容であり、容易なことではないが、「三

とによって職員がイキイキと能力を発揮

方よし」での革新的な未来開発および実践

し、やりがいを感じながら仕事に向き合え

は、協同組合の役割であり職員の重要な任

るようになるとする。

務だと考えているとむすぶ。ここに職員の

職員の現状を踏まえた改善すべき課題

利益追求と協同組合組織の目標推進との

は、このように「理想マイナス現実」あ

統合が志向されている。

るいは「理念マイナス日常」の中にある
と言えるのかもしれない。

実践編７
福井県民生協管理部長 内麻良恵「ES満

（付記）本 研究会発足の主旨及び座長として

足度の高い組織づくり―福井県民生協・男

の 問 題 提 起 に 関 し て、 詳 し く は 拙 稿
「協同組合における職員の地位と役割

女共同参画の視点から」

－『職員論』試論－」（本誌2015年冬

本稿は、職員満足度の高い組織づくりに

号、No. 652）を参照されたい。

向けた取り組みの実践報告である。福井県
堀越 芳昭（ほりこし・よしあき）

民生協は人事労務政策について、人材確保
の困難といった状況から「選ばれる企業」
となるためには、それにふさわしい職場環

1944年 愛知県生まれ
商学博士（早稲田大学）
山梨学院大学元教授・同大学院元教授
現日本大学経済学部 非常勤講師

境や組織風土を構築することが重要な課

現（一社）JC総研特別研究員

題であるとの認識に立ってこの問題にア

日本協同組合学会元会長

プローチしている。競争力を持った処遇体

〔主著 〕
『協同組合資本学説の研究』日本経

系、職員の働きがい、やりがいの創出がと

済評論社（1989年）、
『近代日本の経済
官僚』同社（2000年）、
『協同組合の社

もに重要であるとする。自己申告制度、職

会経済制度』同社（2011年）、
『協同組

員のニーズ把握、ベビー休暇制度、女性

合研究の成果と課題 1980-2012』家の
光協会（2014年）、
『協同組合の独禁法

職員の活躍支援策、職員満足調査、「コア

適用除外の今日的意義』JC総研（2015

パーソン」の取り組み等が試みられてい

年）。

る。この「コアパーソン」は次の４点で満
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