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特集

「店」再考〜協同の拠りどころとしての役割を問う
言うまでもなく、多くの協同組合にとって「店」（施設）は事業の拠りどころ
であり、それは組合員のくらしをより良くするという共益を追求することが重要
な目的である。本特集では、テーマを「
『店』再考〜協同の拠りどころとしての
役割を問う」とし、事業、活動、地域の拠点としての協同組合の「店」が果たす
べき役割と可能性、克服すべき課題や実現するための条件などを考えてみる。
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特集 「店」再考～協同の拠りどころとしての役割を問う

特集解題

―事業、活動、地域の拠点としての「店」の可能性―

北川 太一
Kitagawa

Taichi

●福井県立大学 教授

言うまでもなく，多くの協同組合にとっ

地産地消レストランを運営する農協の農

て「店」（施設） は事業の拠りどころであ

産物直売所といった複合的な事業や、助け

り、それは組合員のくらしをより良くする

合いや食農教育、学習講座、高齢者サロン

という共益を追求することが重要な目的

や見守り、子どもたちの教育の場など、組

である。ところが、店舗事業をはじめとす

合員や地域住民との接点活動などの展開

る協同組合の各種事業をとりまく競争環

である。また、
「店」の共同運営をはじめと

境が激化する中で、協同組合自体も店舗・

する協同組合どうしの連携や、見守り協定

施設の運営合理化、いわゆる企業的管理手

の締結など協同組合と地元行政との新た

法の採用、集約・統廃合を進めざるを得な

な関係を生み出す事例も見られつつある。
こうした状況を踏まえて本特集では、

くなっていった。
しかし、2000年以降、経済・社会の格差問

テーマを「
『店』再考～協同の拠りどころと

題が顕在化する中でコミュニティの疲弊

しての役割を問う」とし、事業、活動、地

が進んだ結果、協同組合の「店」を地域の

域の拠点としての協同組合の「店」が果た

拠りどころとする役割に関心が高まって

すべき役割と可能性、克服すべき課題や実

きた。すなわち、協同組合の共益を追求す

現するための条件などを考えてみることと

る目的と同時に、社会性、公益性を持った

した。

「店」の役割の再評価が生まれてきたので

本特集では、まず論考編として６つの論

ある。さらに近年では、生協等による条件

文を掲載した。本特集の総括的論考とし

不利地域を対象とした移動店舗事業や、農

て、若林論文では、問題の背景を整理した

協における支店レベル（通常は小学校区～中

上で、①協同組合の「店」に関する歴史的

学校区）での協同活動の展開など、
建物とい

考察、②生協総合研究所「2050年研究会」

う意味での施設にとどまらない、さまざま

の内容を踏まえながら、これからの協同の

な機能を兼ね備えた広い意味での「店」を

場としての「集いの館づくり」のコンセ

活用した組合員、地域住民との関係再構築

プトと、それを進めていくための「店」づ

の動きが見られる。具体的には、子育てや

くりのあり方について論じた。石田論文で

福祉的機能を併設した生協の店舗、加工や

は、長年の課題である協同組合間協同を進
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めていくために、それが「店」というレベ

ション施設として運営を行う事例を取り

ルでどのように展望されるのか、実際の事

あげた。東田論文では、必ずしも協同組合

例も踏まえながら取り組むべき課題につ

との連携は見られないものの、地元住民に

いて明らかにした。これら二つの総括的論

よる設立、閉店、新たなスタートという経

考を踏まえて、正木論文では、農業地帯で

験を経ながら、地域の高齢者や子どもたち

ありながら生活拠点としての協同組合（農

とのつながりを強めながら地域づくりに

協）の店舗の役割が非常に大きい北海道に

奮闘する、つねよし百貨店の事例を取りあ

おける生活店舗事業のあり方を明らかに

げた。さらに奥川論文では、金融事業と農

した。玉置論文では、協同組合店舗の事業

産物販売事業を組み合わせた事業展開を

展開、マネジメント問題について、組合員

行いながら、総合力の発揮の場として店舗

と職員との「共感」をキーワードとした関

事業を展開している、JA山口大島の事例、

係構築の方向性について考察した。さら

福西・宇野論文では、自治体・行政と連携

に、土居論文、鈴木論文では、近年生協や

しながら地域再生やエネルギー問題にも

農協で展開している中山間地域・限界集落

取り組む、ならコープの事例を取りあげた。

等を対象とした移動店舗の問題について、

こうした実践的論考から、協同組合の

現地の実態調査も踏まえながらその役割・

「店」が、その種別や地域・地帯を問わず

可能性と今後の課題などを明らかにした。

共通の課題が横たわっていることがわか

続く実践編では、実践家や当該地域を

る。そして、時には協同組合という既存の

フィールドとする研究者による６編を掲

枠組みを超えて、小さな事業と活動を展開

載した。まず、久保論文では、ワーカーズ

しながら地域づくりに取り組むことの重

協同組合を取りあげて、組合員と地域との

要性が示唆されている。
公務ご多忙の中、ご執筆いただいた方々

協同の場として「店」の運営を位置づけて、
積極的に事業展開を行っている事例を考

に感謝申し上げるとともに、本特集を契機

察しながら、協同の原点としての「店」の

として、さらなる議論の深化が生まれる

あり方を論じた。竹生論文では、福井県民

ことを期待したい。なお、本特集は、本

生協の実践として「事業ネットワーク」戦

誌のこれまでの二つの特集、2013年冬号

略を掲げながら、重層的な事業の重なり合

（No.644）
「これからの『地域づくり』を問

いを重視して店舗展開を行っている事例、

い直す」、ならびに2016年春号（No.653）
「協

宮本論文では、JA全農いばらき（ポケット

同の視点から真の『地方創生』を問う」と

ファーム）の実践として、自然、農業、食

も関連しており、併せてご参照いただけれ

をテーマにした農業体験型のレクリエー

ば幸いである。
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