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◆コミュニティ協同組合への着目

程に入れない協同組合は、協同組合として

の背景

の要件を欠くともいえる。しかしそれなら
ば、なぜあえて「コミュニティ協同組合」と
いう枠組みが必要とされるのか。屋上屋で

近年、協同組合やそれを取り巻く社会連

はないかとの疑問も呈されよう。

帯経済の実践・研究に関わる者の中で、
「コ

コミュニティ協同組合の意義があらため

ミュニティ協同組合」への関心が高まって

て主張される背景として、第一に、急速な変

いる。
本特集では、まず本解題において、どのよ

化にさらされる「周辺化された地域」
（農山

うな社会的背景および運動的課題のもと

村）や、
「インナーシティ」
（地方都市）におけ

で、そうした関心が醸成されてきたのか、そ

る「社会的排除」が深刻化していること、第

の経過をたどるとともに、特集本編の論考

二に、そうした「社会的排除との闘い」を、市

編、実践編では、持続可能な暮らしと地域に

民のイニシアティブで深める際の具体的な

とって、また住民自治の拡充にとって、コ

場や方法が必要とされていること、第三に、

ミュニティ協同組合という発想や手法がど

個々の必然性に突き動かされて蓄積されて

う寄与し得るのか、またそのための課題は

きた各種のとりくみが、相互に学びあうこ

何かを検討する。

とを通じて、守備範囲をじわじわと拡大し
つつあることが挙げられよう。

そ も そ も 協 同 組 合 は、種 別 を 問 わ ず、
ICA 第７原則のもと「（協同組合の）組合員
によって承認された政策を通じてコミュ

◆コミュニティ協同組合の要件と

ニティの持続可能な発展のために活動す

して想定される３つの事項

る」ことを掲げており、コミュニティを射
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～仕事起こし、地域生活の質の向上、住民自

統工芸、修復、観光、再生エネルギー創出、コ

治・団体自治の拡充

ミュニケーション等）として何を選択する

まず、コミュニティ協同組合とは何か。明

か」も問わないとする。その上で、重要なの

確な定義が共有されているわけではなく、

は、
「 当該コミュニティの価値を認識し、そ

またその生成過程や推進主体は多岐にわた

のおかれた条件を改善していくこと、そし

るものの、力点として「雇用創出」
「
、 地域再

てそれらが特に若年雇用の創出を通じて行

生」
、さらに
「地域住民の主体的な参加を必

われるという点」にあると述べている。

須とする内発的発展の社会開発の手法」を

上記のレガコープの定義に加え、実際に

掲げて活動する協同組合とみなすことがで

コミュニティ協同組合のリーダー層が重視

きるのではないか。イギリスはじめ、ヨー

する点として「コミュニティ協同組合の創

ロッパでは 1970 年代から散見された。

設、運営に際し、市民による住民自治の取り
組みと連動していること」が挙げられる。

近年は、イタリア・レガコープを中心とす
る協同組合陣営が、上記の志向を持つ多様

例えば、南部イタリアで再生可能エネル

な協同組合が各地で形成されていることを

ギー事業に取り組むコミュニティ協同組合

受け、これを
「コミュニティ協同組合」とい

のリーダーも、
「 この町が、
（ コミュニティ）

うカテゴリーでくくり出して、その育成、支

協同組合として太陽光発電に取り組む意義

援を打ち出している。

は ･･･ 一つは発電施設の設置やそのメイン
テナンスはじめ電力を活用した施設等で、

レガコープが 2011 年に発刊した「コミュ

地域の若い世代に仕事を提供できること

ニティ協同組合のためのガイド」
（”Guida
１

alle Cooperative di Comunità”） によれば、

（①）、もう一つは、福祉サービスや公共交通

コミュニティ協同組合とは「協同組合の構

等、小さな自治体での、人々の生活の質を向

成員が所属する地域社会にとっての利益を

上させること（②）だ。そのことはまた、地域

創出することを明示的な目的としているこ

運営に市民が主人公として参加をするこ

と」、その目的とは「社会的・経済的生活の質

とでもある（③）」
（ イヴァン・ストメオ氏

（の向上）にとって重要・不可欠な課題につ

プーリア州メルピニャーノ市長の言葉）と

いて、安定的な形で財・サービスを波及させ

して、仕事創出、地域生活の再生に加え、住

ていく」ことを意味し、したがって、
「協同組

民参加の充実を挙げている。

合の形態（生産者組合、利用者組合、社会的

このことは、事業に直接関わる就労組合

協同組合、混合型等）としていずれをとるか

員だけの孤軍奮闘に期待するのではなく、

は問わず、また事業内容（流通、社会福祉、公

地域の市民にも幅広く組合員として関わっ

共サービス、環境保全、農業、林業、畜産、伝

てもらうマルチステークホルダー型（＝組
2
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合内に二つの組合員カテゴリー（従業組合員

の企画側の想定を大きく超える様々な示唆

と利用組合員）を認める）を採用すること

が提起されている。したがって、本号は、先

で、市民が、事業利用者としてのみではな

に仮説的に提起したコミュニティ協同組合

く、また、周辺的な応援団としてでもなく、

というカテゴリーに収まり切れない理論

事業の運営者として関わり、事業を育てて

的・実践的到達点と問題提起がなされてい

いく主体、共同生産者として位置付けられ

る点が、何よりの読みどころである。そのこ

るべきとの考えを反映している。

とは同時に、コミュニティ協同組合という
考え方が有している困難や課題を乗り越え

あわせて、コストカットや自治体財政の

ていく道を見いだすことにもつながる。

窮乏に翻弄されないよう、協同組合陣営が
全国的なネットワークを活用して、特に金

本号は、論考編として２本の論文、そして

融面・資金面での多層的なバックアップを

実践編として６本の論文から構成される。
論考編の第一論文の石田正昭氏は、前半

行う点も特徴的だ。
また、住民自治を実質化するために、特に

でイタリアでの現地調査をベースに、コ

小規模自治体連合との連携が強化されてき

ミュニティ協同組合の制度的特徴に触れた

たことも、近年のコミュニティ協同組合の

上で、JA 内部にもコミュニティ協同組合に

重点のひとつといえよう。自治体側は、協同

類似する実践が集落営農や福祉の領域で存

組合との連携を「若者及び高齢者を始め、そ

在すること、さらに行政が主導する地域運

こで生活する人々を大切にする、自覚的で

営組織が生活密着のコミュニティビジネス

自己決定に基づく地域発展のあり方を活性

を展開する際、JA が側面からその立ち上げ

２

化するための戦略」 と位置付けおり、先の

や経営継続を支援する等、中間支援組織と

コミュニティ協同組合の３つの要件に合致

しての機能を備える方向を提起する。
論考編の第二論文の原田晃樹氏は、政府

した連携を模索していることがうかがえ

が主導する地域創生政策の集権性と競争性

る。

が、地域を疲弊へと引きずり込む構造を指

◆コミュニティ協同組合という発

摘する。これに対し、人権、共生、協同管理、

想 を 豊 か に し て い く た め の、考 え

自力更生の価値を土台とした「社会運動と

方、諸実践

しての内発的発展」として展開するコミュ
ニティ事業組織の特質を描きだし、そうし

以上、コミュニティ協同組合の概要を、イ

た特質を備える組織の要件と、その基盤を

タリアの事例に添って描いてきたが、本号

支える自治体の関与、支援のあり方に言及

に寄稿いただいた諸論文からは、実は、上記

する。
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実践編第一論文の和田寿昭氏は、生協の

という考え方に依拠して、生協とともに、神

2030 ビジョン検討の一環で視察したイタ

奈川県下で 25 の地域で展開する計 117 の

リアのコミュニティコープが、現代日本の

ワーカーズコレクティブが連携して、市民

協同組合にいかなるヒントをもたらしうる

発の在宅福祉支援の仕組みを構築している

のかを提起する。公共財源緊縮化のもと、地

現状を紹介した上で、協同組合組織の内部

域の課題解決を担う市民活動や NPO に加

に留まらないたすけあいの関係性を、地域

え、課題に
「事業を通じて」持続可能な形で

へと押し広げていく必要性を強調し、その

取り組む主体が必要とされていること、そ

ための具体的処方を示す。

こに住民参加や住民自治の視点を重ねる必

同第五論文の鎌谷一也氏は、1995 年の

要があること、多様で複合的な協同組合の

WTO 以降顕著となったグローバリズムに

手法が活かされることが指摘される。

よる食と農の破壊を受け、これを生産者・消

同第二論文の田中羊子氏は、ワーカーズ

費者間の連携及び生産者側の連携によっ

コープの視点から、東北被災地での、７年に

て、どう乗り越えてきたか、20 年の取り組

わたる仕事起こしの経験を振り返り、被災

みを鳥取県の酪農農協を中心として振り返

当事者である市民が「地域の底から社会を

る。またこうした産直の真価と課題を明ら

つくる」過程で、協同労働がどう活かされう

かにした上で、これらの協同組合間協同を

るのか、さらに、協同労働という考え方・実

基盤とした「共生の里」、さらには下からの

践自体が、被災という厳しい現実を前に「生

バリューチェーンとでもいうべき「みんな

きようとするひとたちの願い」に織り込ま

の牧場」の取り組みを通じて、協同組合間協

れて「本物になっていく」様相を描く。

同の革新を展望する。

同第三論文の高見優氏は、新潟高齢者生

同第六論文の吉川成美氏は、日本の有機

活協同組合の活動が、地域に根ざした事業

農業の先駆者である山形県高畠町で、自身

としてどう形成されてきたか、関係者の声

も関わる「たかはた共生プロジェクト」につ

を織り込んで綴る。制度事業を利用しなが

いて、南方熊楠の「翠点」概念に依拠して言

ら、その制約・拘束を突破し、自分たちの暮

及する。同町では青年団運動の学習活動が

らしをよりよきものに作り変え、また新し

土台となり、その蓄積はやがて産消提携に

い取り組みを立ち上げていくプロセスにつ

結実するが、東日本大震災の原発事故に

いての客観的・分析的提起は、その困難も含

よって、生産者・消費者間の関係性に「根底

めて他の地域にとっても示唆に富む。

から」の揺らぎがもたらされた。そこからど

同第四論文の大場英美氏は、福祉クラブ

のような「もやい直し」が行なわれ、震災前

生協が、
「コミュニティオプティマム福祉」

よりも一層高次の提携関係へと展開してい
4
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金分配によるコントロール等分断的な施策

くのかが示される。

に翻弄されない、耐久力を持ったコミュニ

◆ディーセント (= 尊厳ある ) な暮

ティの事業を、協同組合間の連携で育て、支

らしと仕事をつくる拠点としての

えていく、そのような重層的な連帯関係の

コミュニティ協同組合と、それを協

形成が、コミュニティ協同組合の構想には

同組合間協同で支える仕組み

必要ではないかと考える。
また第二の課題として、市場主義貫徹型

今日の社会は、規制緩和の名のもと、むき

のグローバリゼーションによる生活破壊

出しの利潤追求を駆り立てる施策が次々と

は、なにも私たちにのみ向けられたもので

繰り出され、いのちが、そしてディーセント

はない。他国、とりわけ発展途上国におけ

（= 尊厳ある）な暮らしと仕事が脅かされる

る収奪は一層深刻なものであり、そこに先
進国生活者が意識する、しないに関わりな

事態にある。
コミュニティという足元の課題に取り組

く加担しているのは明らかだ。コミュニ

みながらも、グローバルに展開する今日の

ティ協同組合は、自分の足場に依拠して展

事態に、協同組合等、非営利事業陣営はどう

開するため、自らの立ち位置が、大きな構

対峙するのか。本特集では、その課題も念頭

図としては収奪側にあることを、ともすれ

に置いている。

ば見えにくくする。だが、本特集の論文で

第一の課題として地域における市民主導

も指摘された、都市・農村間、あるいは産

の様々な取り組みは、ときにその内部にお

直・産消連携における葛藤含みの相互理解

いて、また相互の関係において、直近の足場

の手法が、この見えにくい収奪の構造をク

を重視するがゆえに、対立や葛藤を呈する

リアなものとして認識させる力を備えて

ことが少なくない。

いるのではないか。

しかし葛藤を含みつつも、部分的ではあ
れ共感形成にむけ、一緒にできることを探

（注）
１ legacoop(2011)”Guida alle Cooperative di

していく、そうした流れも、IYC、そして何

Comunità”
(https://www.coopstartup.it/wp-content/

より東日本大震災を経て、協同組合の関係

uploads/2014/07/GuidaCoopComunita2011_

者の間で、強化されてきた。地域に根付いた

プ「コミュニティ協同組合のためのガイド」）

LEGACOOP.pdf ) 閲覧日2018年5月2日（レガコー

事業と支えあいの文化を育てつつ、地方自

２ https://www.borghiautenticiditalia.it/ イタリア・

治（住民自治と団体自治）の権利を最大限に

真正ボルギネットワークのホームページ、2019 年 1 月
31 日閲覧

活用し（活用の前提に、そうした権利行使を
国に保障させ）
、かつ、上からの評価や補助
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