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特集 協同組合における職員の地位と役割Ⅱ

特集解題

堀越 芳昭
Horikoshi

Yoshiaki

●山梨学院大学 元教授

今回の特集「協同組合における職員の地

はこれら論考編・実践編の各論稿の解題を

位と役割Ⅱ」は、先の2016年本誌夏号にお

行なうものである。

ける特集「協同組合における職員の地位と
役割」に次いで組まれたものである。2015

＜論考編１＞：関西大学 教授 杉本貴志

年に本研究のためのＪＣ総研「協同組合に

「協同組合職員についての予備的考察－い

おける職員の地位と役割研究会」（略称：職

わゆる『日本型生協』を中心に」

員役割研究会）が設立された。同研究会の

杉本氏は本論文で、協同組合の「労働」と

研究課題は協同組合における職員の地位

「職員」のあり方について、生協運動を中

と役割を明確にし、協同組合の理念と日常

心に、その問題とその背景を整理すること

業務を繋げ、組合員と職員との関係性を高

を課題とする。まず歴史的検討として、イ

めていくための「協同組合職員論」につい

ギリス協同組合運動・ロッチデール先駆者

て理論的かつ実態に即した研究を行うこ

組合の経験から「協同組合運動における２

とにあった。

つの転換」（１つは「組合員と職員との分離」、

この度の本誌特集は、同職員役割研究会

２つは「協同組合における組合員主権の確立」
）

における研究活動の第二の中間的報告で

によって、組合員と職員の関係が、株式会

ある。それは「論考編」２編と「実践編」

社形態の小売業の株主や顧客、労働者との

３編の論稿からなっている。そのうち２編

関係に接近していくこととなったとする。

は当研究所の公開研究会（本年４月１日開

このようにしてヨーロッパでは、協同組合

催）での報告・議論を経て執筆され、それ

における「労働」は協同組合からは忘れら

を含めた全５編は役割研究会での報告・議

れた問題となってしまったという。イギリ

論を踏まえて執筆されたものである。以下

ス・ヨーロッパの歴史研究を踏まえた所論
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として受け止めたい。

これまで、協同組合への主体的参加者は

かつての無店舗・班別共同購入を中心と

組合員であり、雇用労働者たる職員は、協

した「日本型生協」においては、組合員の

同組合の構成者としては二次的な存在で

事業活動への積極的参画とともに職員の

あるとの見方が採られ、協同組合職員労働

役割が大きくなったが、女性の社会進出・

の独自的な位置づけが欠落し、職員労働の

専業主婦の消滅等から班別共同購入が困

独自的機能への関心が希薄であったとし

難となり、それに代わって「個配」が主

て、田中は、先行研究として、協同組合職

力業態になり、配送が大きな問題となっ

員を組合員と共に事業に主体的に関わる

た。個配の配送要員を「外部雇用」の人材

者とみなす藤田教氏、及び組合員の様々

利用に託し、「外部委託」や「非正規労働

なくらしの労働と協同組合職員労働を統

者の雇用」が進み、生協による子会社の設

一的にとらえる田中秀樹氏の研究をフォ

立、他方で直接雇用の試みや組合員によっ

ローし、「協同組合の職員労働の特質」の

て組織されたワーカーズ・コレクティブに

解明に向う。

業務を委託するといった動きがある。

そこでは次の４つの役割が提起される。

最後に生協の職員労働は複雑多様と

① 事業を通じた組合員ニーズ（暮らし・

なっており、消費生活だけでなく、
「労働」

仕事の支援）の把握・充足。

② 職員自身・および組合員自身の自己

にも正面から向き合うこと、生協の現場を

組織化、民主的な運営への参画。

正確に把握して評価することが求められ

③ 社会的課題の把握と対応を、協同組

ていると結ぶ。

合の理念に立って展開することで、組

新しい切り口による、生協を中心とした

織の「社会化」をはかる。

「職員論」として最新の生協に切り込み

④ 協同組合、職員、組合員が、市民と

問題の所在を明らかにしている。

して現代社会の積極的な構成者とし
＜論考編２＞：社会学・農 田中夏子「く

て機能していく。
そして「各協同組合における施策・取り

らしの労働と職員参加」

組みと職員の役割の醸成」として、ＪＡあ

同論文は筆者によれば、雇用労働者であ
りつつ、同時に協同組合運動の担い手とも

つぎ、ＪＡ京都にのくに、ＪＡ兵庫六甲、

される、いわば二重性を備える協同組合職

以上３つのＪＡの施策・取り組みと、職員

員労働のあり方をめぐり、その特質を「職

の役割の醸成との対応関係を解明する。

員の役割」として検討することを目的とし
＜実践編１＞：生協アドバイザー 毛利敬

ている。
－3－
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典「組合員のつながりと共感を生み出す職

て自らのくらしづくりを行って、ネット

員の意識と行動」

スーパーや食材配達の世界にはない、生協

本論考は、多くの単位生協において長年

の共同購入ならではの世界が生み出され

にわたり相談役等の仕事に従事してきた

ていった事例が紹介されている。また「荷

経験から、生活協同組合の共同購入事業に

受け場ではずむ商品談義」では、ある男性

おけるすぐれた職員の世界を探り当て、そ

職員の担当者について、掲示板を通じて組

こから見えてきたものは何かを明らかに

合員同士がつながってくらしを創ってい

する。そこには報告者の核心的立論が提示

るという実感、組合員さんのくらしの深い

されており、当研究会の「協同組合職員の

ところまで知ることができたとする。ま

地位と役割」研究にも大きな示唆を提示す

た「組合員との緊密な関係の大事さに気づ

るものと思われる。

く」では、組合員のその時の嬉しそうな顔

まず氏は、共同購入事業において「担当

を見ていて自分も嬉しくなったこと、気に

者の姿勢が業績と直結していた」ことを突

かけてあげたら嬉しいんだと感じた、とい

き止めた。「担当者の姿勢」とは何か。氏

う担当者の例が紹介される。ここにおける

は共同購入における組合員との関係が担

共通して重要な点について各担当者の言

当者の受け持っているコース全体の供給

説から学ぶことができよう。

高に影響をもたらしているといった仮説

「聞くという行為の大事さ」の項におい

に立っていたが、それは次のような確信に

て、その１つに「組合員が自らをお客さん

なったとする。すなわち、ある担当者の振

という位置に引き下げてしまうことを防

り返り交流における記述文章の「担当者の

いでいる」という位置づけ、２つに「その

思いを組合員に向けることで、組合員と思

人が、自分のくらしについて、何を考え、

いが共感できてくる、それが組合員の満足

何を感じているのか、そして、生協事業に

となって、供給に結びつく」の言葉に確信

何を期待しているのかを感じとる感度が

したのである。

大切なんだ。」との言説は深い問題が含意

また氏は次のようないくつかの事例を

されている。

取り上げる。「組合員をつなぐ担当者」で

「優れた担当者を育てるマネジャーの特

は、組合員のくらしの知恵を担当者が聞

徴」の項では、基本的なリーダー像が示さ

き、それを伝えることで、組合員のくら

れる。最も重要なのは氏が示したすぐれた

しへの関心が呼び覚まされ、自らもその

担当者の特徴を促進することであるかも

知恵・工夫を担当者に投げかけ、こうし

しれない。

て、ニュースを介して組合員がつながっ
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「組合員との関係」
「思いの共感」
「つながっ

の関係に強い正の相関が見て取れ、経営伝

ているという実感」等の言葉が散りばめら

達機能を強化することで従業員満足度を

れているが、こうした協同組合に関わって

高める可能性があることを意味している
と評している。

「思い」
「実感」など「心意」の領域の重要

「全国生協職員意識調査」（2015年）の結

性に目を向けることが求められていると
いえよう。

果によれば、ハーツバーグの理論から、生
協職員は「動機づけ要因」において満足度

＜実践編２＞：日本生活協同組合連合会

が高く、「衛生要因」において小売業より

村田二三男「生協職員の意識実態と人材育

も低いといった特徴を検出している。また

成」

同理論にもとづいた分析からいくつかの

同論文は、日本生協連において実施され

特徴を引き出して、５つの課題を提示す

てきた人事労務に関する調査（①人事労務

る。①組織への連帯感、キャリア形成と自

実態調査と②職員意識調査）の結果に基づい

律、②高い知的好奇心に応え、理念共感や

て論じられている。

自律した働き方を促進、③管理職の役割

人事労務実態調査（2015年）の概要とし

（連結機能）
、④生協間・部署間との連携推

て、日生協加盟生協の職員の基本的な事項

進への「適切なアプローチ」、⑤衛生要因

の調査が、上場小売業における状況との比

の改善。この５つはこれらの調査から導き

較の上で論じられている。そこでは、生協

出されたものであり、全体として検討に値

の人事労務上の問題点が概括的に示され

する課題である。

る。その結論部分では、「生協の店舗事業

なお、本報告においても取り上げられて

が非正規中心の運営となっており、正規職

いるように、
「理想と現実のギャップ」の問

員の負荷軽減と非正規職員の主体的参画

題、「理念と日常業務の関係」、「課題設定

が課題です」と整理される。

のための理念と現実」そして、「共感」や

「全国生協職員意識調査」（2013年）の結

「実感」といった「心意」の問題について

果によれば、一般小売業と比較した生協職

より深く検討することが重要な課題とな

員の職場満足度が低いことに衝撃を受け

ろう。

るが、その主因は「労働時間・休日」に関
わることであるという。基本的な人事労務

＜実践編３＞：日本労働者協同組合連合会

上の問題ということもできる。また従業員

事務局長

田 嶋 康 利「 労 働 者 協 同 組 合

満足度と因果関係が強いものとして、経営

（ワーカーズコープ）における組合員の意識

伝達機能（理念、ビジョン、方針を含む）と

の変化と社会的役割―運動・事業の歴史と
－5－
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センター事業団組合員アンケート調査結

分析は、さらに豊富な内容を提示すること

果より―」

になるかもしれない。

同論文は、各種協同組合における職員の

ところで、労働者協同組合（ワーカーズ

地位と役割の調査研究の一環として、「協

コープ）の組合員は、労働者であり、その

同労働」の組合員について検討する。

点は他の協同組合（農協や生協）と大きく異

センター事業団の全組合員を対象に、

にしている。農協や生協では利用組合員を

2001年以降過去５回にわたって「仕事と暮

基本構成として職員労働者は組合員とは

らしに関するアンケート」を実施してき

別の存在であるが、労協では利用組合員は

た。 ①2001年、 ②2004年、 ③2007年、 ④

労働者組合員であり職員労働者である。利

2010年、⑤2012年の５回である。長期にわ

用組合員と労働者職員の同一性に大きな

たって継続してきた調査であるので、特徴

特質がある。そうであるならば、この点の

的な時系列的な変化を看取することがで

より深い検討が求められるであろう。

きるかもしれない。アンケートでは、「経
営の参加意識」、「事業計画づくりの参加」、
「よい仕事の意識」、
「２カ月出資の関係」の

堀越 芳昭（ほりこし・よしあき）
1944年 愛知県生まれ
商学博士（早稲田大学）

４項について特に分析しているが、「経営

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

の参加意識」の推移は〔28.2％―32.6―53.4

現（一社）JC総研特別研究員

―21.0―45.1〕、
「事業計画への参加」の推移

日本協同組合学会元会長

は〔24.8％―31.0―58.0―38.0―45.1〕、「よ

〔主著〕『協同組合資本学説の研究』日本経
済評論社（1989年）、
『近代日本の経済官僚』

い仕事の意識」の推移は〔34.2―35.6―？―

同社（2000年）、
『協同組合の社会経済制度』

63.5―49.5〕、「２カ月出資の関係」の推移

同社（2011年）、『協同組合研究の成果と課

は〔43.5―42.5―38.0―39.4―52.0〕であっ

題 1980-2012』家の光協会（2014年）、
『協同
組合の独禁法適用除外の今日的意義』JC総

た。こうした動向の変化要因は何に求めら

研（2015年）。

れるのであろうか。研究者による分析が紹
介されているが、その上で本論では、組合
員アンケート結果に見る「よい仕事・経営
参加・協同労働」として、「よい仕事と協
同労働」の意識が半数から半数以上を超え
ており、30％程度の「経営への参加意識と
仕事おこし」「事業計画づくり」より高く
なっているとする。このアンケート結果の
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ミニ特集 無形文化遺産に登録された
「協同組合の思想と実践」

特集解題

―「協同組合の思想と実践」の
ユネスコ無形文化遺産登録を
どう受け止めるか ―
前田 健喜
Maeda

Kenki

●JC総研 協同組合研究部長・主任研究員

2016年11月30日 に「 協 同 組 合 に お い

鉾・屋台行事」の代表一覧表への記載も

て共通の利益を形にするという思想と実

決定され、広く報道がなされたが、ドイ

践」（以下、「協同組合の思想と実践」） がユ

ツからの提案による「協同組合の思想と

ネスコの無形文化遺産に登録された。よ

実践」については日本での報道はなかっ

り詳しくいうと、「協同組合の思想と実

た。国際ライファイゼン連盟からのメー

践」を「ユネスコ総会で採択された『無

ルでこのことを知った日本協同組合連絡

形文化遺産の保護に関する条約』に規定

協議会 （JJC） 会員団体からJJC事務局を

された『人類の無形文化遺産の代表的な

務めるJC総研に情報が寄せられ、これを

一覧表』に記載することについて、政府

受けてJJCが12月14日にプレスリリース

間委員会が決定した」ということになる。

を発表 １）したのが、日本語で広く発信さ

「無形文化遺産の保護に関する条約」（以

れた初めての情報であったと思う。

下、
「 無形文化遺産保護条約」）は2003年のユ

今回の特集は、日本の協同組合の関係

ネスコ総会で採択され、条約発効の条件

者からの本件に関する詳しい内容や背景

と な っ て い た30か 国 の 批 准 を 得 て2006

についての情報を求める声に応えるため、

年に発効した条約である。

①今 回の登録の内容・プロセス・背景

「人類の無形文化遺産の代表的な一覧

等についてできるだけ正確に伝える

「代表一覧表」） への記載は、無
表」（以下、

こと、

形文化遺産条約を批准した国（締約国）か

②そ れを踏まえて、日本の協同組合と

らの提案に基づきなされるが、本案件を

してどのように受け止めるべきかを

提案したのはドイツであった。同じ日の

提起すること、

政府間委員会で、日本が提案した「山・

を目的としている。

－53－
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各論文・対談・資料はいずれも、目的

①に資するものとして、「協同組合の思

①②の両方に資するものではあるが、以

想と実践」のドイツ国内目録への提案・

下では便宜上大まかに、それぞれを両目

登録、さらに人類の無形文化遺産の代表

的に振り分けながら、解題をすすめてい

一覧表への提案・登録を主導した２団体

きたい。

であるドイツ・ヘルマン・シュルツェ・

上記の目的①に資する最初の論文とし

デーリチュ協会およびドイツ・フリード

て、まずヴルフ論文が、ドイツのユネス

リッヒ・ヴィルヘルム・ライファイゼン

コ委員会副委員長、無形文化遺産専門家

協会（それぞれ都市信用組合の創始者シュル

委員会委員長の立場から、「協同組合の

ツェ＝デーリチュ（1803-83）と農村信用組合

思想と実践」の現代社会における重要性

の創始者ライファイゼン（1818 ～ 88）の業績

について多くの論者を引きながら様々な

や彼らの遺した知的財産の維持・普及を目的

観点から評価している。人びとが参加し

とする団体） の立場から、これらのプロセ

連帯して共通の社会的・文化的・経済的

スを紹介するとともに、この登録が協同

利益のために働く組織であること、民主

組合の仲間を大いに元気づけたこと、ド

主義の原則に基づくこと、誰にでも開か

イツのメディアでも好意的に広く取り上

れていること、柔軟性・創造性を持つこ

げられたことを述べ、この登録を受けて

と、コミュニティに根ざしていること、

協同組合の思想をさらに発展させていく

社会的課題の解決に有効であること、持

ことが重要としている。なお、来年2018

続可能性に貢献すること、新たな環境へ

年はライファイゼン生誕200年にあたり、

の適応力があること、等々。ドイツ社会

今回の登録が「ライファイゼン・イヤー

に根ざしつつもドイツに限定された実

2018」の口火を切ることになったとのこ

践 で は な い こ と も 述 べ ら れ て い る。 ま

とである。

た、他国の国内目録や代表一覧表にこれ

二神論文については、登録を規定して

まで登録された協同組合に類似する社会

いる無形文化遺産保護条約に関して、条

的な協同の形態を持つ案件も紹介してい

約採択の背景、条約の概要、無形文化遺

る。ドイツのユネスコ委員会が、
「 協同組

産とは何か、締約国の役割、代表一覧表

合の思想と実践」をいかに高く評価して、

の趣旨、登録（inscription。二神論文にある

ドイツ最初の代表一覧表への記載案件と

ように「記載」と訳されることも多い）にい

して提案したかを読み取っていただける

たるプロセス等について詳細に解説する

と思う。

とともに、
「 協同組合の思想と実践」が登

ヴィルデ・ツォルク論文もまた、目的
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介し、今回の登録をどのように受け止め

をどのように受け止めるか、語っていた

るべきかを提起している。本特集の目的

だいた。

として上述した２点に関していうと、二

さらに、主に特集の目的①に資するも

神論文は、背景を含めた内容豊かな解説

のとして、資料１～３を収録した。資料

として目的①に資するとともに、目的②

１の提案書は、提案の内容・背景につい

に向けた提起ともなっている。

て理解するための包括的な資料である。

以上を踏まえ、以降の対談・論文を主

資料２のユネスコ政府間委員会の決定か

に目的②に資するものとして収録してい

らは、「協同組合の思想と実践」の何を

る。

同委員会が評価したのかを読み取ること

まず関・大高・吉森による対談は、今

ができる。資料３はドイツが無形文化遺

回の登録を機に、どのように協同組合の

産保護条約の批准を前に、国民にその意

価値を日本で広めていけばよいのか、を

義を伝え、参加を呼び掛ける文書であり、

テーマに実施された。登録の背景となっ

ドイツの無形文化遺産に対する考え方を

た ド イ ツ の 協 同 組 合 の 状 況、 と り わ け

知ることができる。
今回の登録の意味について、ありうる

2006年 の 改 正 協 同 組 合 法 に よ り 小 さ な
協同組合が自由に設立できるようになり、
市民が「つくるところから、自分が参加
する」という協同組合活動により容易に

疑問として次の３つがあるように思う：
（ア）ドイツの提案によるものであり日
本の協同組合とは関係ないのではないか。

関われるようになったこと ２）、ユネスコ

（イ）「無形文化遺産」というものは過去

等への提案プロセスでの組合員の参加の

のもので抛 っておくとなくなってしまう

状況などを踏まえ、協同組合の価値や魅

ものではないか、協同組合をそのように

力は協同組合の日々の活動のなかでこそ

扱われたとすれば、我々日本の協同組合

形成され伝えられていくことが三者から

関係者として喜ぶ筋合いのものではない

語られている。

のではないか。（ウ）「保護」というのは

ほお

続くグールド論文は、国際協同組合同

そういった過去のものを後生大事に保存

盟（ICA）事務局長チャールズ・グールド

しておくことで、日々現場で組合員・地

氏のブログからの転載で、ICA事務局長

域の課題に取り組む我々日本の協同組合

の立場から今回の登録を評価している。

関係者にとって、あまり意味がないので

これらを受けて、JJC委員長・IYC記念

はないか。

全国協議会代表であるJA全中奥野会長

これらの疑問に対して、本特集全体を

から、日本の協同組合として今回の登録

通じて答えられていると思うが、筆者と
－55－
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して特に答えを示していると考えている

こと、奥野論文での「協同組合に参加し、

部分を書いておきたい。

協同組合で働く私たち一人ひとりの日々

（ア）の疑問については、ヴルフ論文

の取り組みが協同組合の思想と実践を形

で協同組合が「ドイツに限定された実践

づくっていると思います。だからこそ、

ではないこと」が述べられ、また、二神

協同組合原則にあらわされるような『協

論文は明快に「代表一覧表に記載された

同組合の思想』を大切にしながら、協同

個々の案件は、
『 代表として』一覧表に示

組合が社会の変化とともに変わっていく

された無形文化遺産であることから、数

ことが必要です」との指摘、さらに二神

多くの類似の活動 （の担い手） も、記載さ

論文での「代表一覧表に記載された『協

れた案件は同様の無形文化遺産の代表と

同組合』を実践することは、どこの誰で

して、その存在を世界に示している、と

あってもできる。それぞれの担い手が協

考えるのが適切であろう」と述べている。

同組合に関する活動の振興や継続を図る

つまり、世界中の協同組合の思想と実践

ことが、無形文化遺産の保護であり、そ

を代表するものとして今回の登録がある。

のことで、代表一覧表に記載された案件

（イ）の疑問に対しては、ヴルフ論文を

に自分たちも実質的に加わることが可能

はじめ、さまざまな面から語られた協同

である」との端的な記述をはじめ、本特

組合の現代的な有効性が、「無形文化遺

集全体を通じて、無形文化遺産が現在も

産」とは過去のものではなく、現在も生

生きたものであること、「協同組合の思

き日々実践されているものだと伝えてい

想と実践」に日々新たに取り組み、発展

る。なお、この点については、無形文化

させていくことこそが「保護」なのだと

遺産保護条約が「無形文化遺産は、世代

いうことが、明らかになったと思う。

から世代へと伝承され、社会及び集団が

上述のように無形文化遺産保護条約は

自己の環境、自然との相互作用及び歴史

2003年に採択されたが、ドイツは2013年

に対応して絶えず再現」するものとして

４月、世界で153番目に締約国となった

いることも付記したい。この「再現」は

（日本は2004年に世界で３番目に批准）。な

英語ではrecreate、すなわち「再創造」

ぜ、ドイツが批准するまでにこれだけ時

という意味も含んでいる。

間がかかったのか。この点について、本

（ウ）の疑問に対しては、関・大高・吉

特集にも寄稿いただいたドイツの無形文

森対談において、協同組合の思想と実践

化遺産専門家委員会のヴルフ委員長のイ

を日々の協同組合の活動のなかで形成し

ンタビューをもとにしたベルリン自由大

伝えていくことが重要と提起されている

学のウェブサイトの記事 ３） があったの
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で、参考に引用しておきたい。

日本の協同組合の皆様の本件に対する理
解、皆様の日々の取り組みの意義の再確

なぜドイツの批准にこれだけ時間が

認や取り組みの発展に資することができ

かかったのか、なぜこの国が習慣や伝

れば幸いである。

統に対する感謝を示すのにこれだけ苦
労したのか、それには、多くの要因が
あるが、ドイツの過去も関わっている。
ヴルフ氏はこういう。「ナチスの時代
に、習慣、文化的な祭事、舞踊は濫用
され、政治的なイデオロギーのために
利用された」。
けれどもドイツの文化の歴史のこう
した裂け目と折り合いをつけていくプ
ロセスは、よい機会を提供するもので

注）
１）http://www.iyc2012japan.coop/
approach/150224_01.html#161214_01
２）ドイツの改正協同組合法に関しては、
『 JA
全農ウィークリー』第796号、2017年３月
27日に、対談に参加いただいた関先生の
インタビューが掲載されている。http://
www.zennoh.or.jp/weekly/
３）http://www.fu-berlin.de/en/
sites/inu/international/cic/
newsletter/2015/201501/201501christoph-wulf-intangible-culturalheritage.html

もある、とヴルフ氏は言う。「国際的な

前田 健喜（まえだ・けんき）
一般社団法人 JC総研 協同組合研究部長

議論のなかでドイツは、ドイツの文化

主任研究員

遺産の多くの多様な形を再発見するこ

1964年東京生まれ。東京大学農学部卒業。

とができる」。

1989年JA全中より総合企画部企画開発課
で協同組合間連携を担当、1996年～米国・
ワシントンDCアーター＆ハーデン社へ出

文化が政治的に濫用された歴史を踏ま
え、文化に関する多くの議論を踏まえて、
批准にたどり着いたようだ。だからこそ、

向、1999年～食料農業対策部、くらしの活
動推進部、広報部等での勤務を経て、2014
年～協同組合連携課にてJJC・IYC記念全
国協議会事務局およびICA関連業務を担

今回、代表一覧表に記載すべきドイツ最

当し、2016年４月～現職。日本協同組合

初の提案案件として「協同組合の思想と

学会会員。

実践」をドイツが提案したことには、現
代にも生き社会的課題を解決していくよ
うなこうした案件こそ、伝承され再創造
されるべき人類の無形文化遺産だという
意気込みがあるように思える。
業務ご多忙のなかご執筆いただいた皆
様に感謝申し上げるとともに、本特集が
－57－
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