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協同組合の組織と運営①
大阪いずみ市民生活協同組合
（一社）日本協同組合連携機構 基礎研究部 主任研究員 西井

賢悟

2019 年４月、日本協同組合連携機構は「協同組合の現代的価値と存立構造に関する
研究会」を立ち上げ、世界的に高まりを見せる協同組合の価値、そしてその期待に
応える「形」を考察すべく、まずは国内の協同組合に着目し、その組織と運営につ
いて事例研究を重ねることとした。本論はその第１弾として大阪いずみ市民生活協
同組合を取り上げるものである。
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１．はじめに
2016 年 11 月、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）は、「協同組合において共
通の利益を形にするという思想と実践」をユネスコ無形文化遺産へ登録することを決
めた。協同組合の価値が、世界的に見て高まっていることを示すものといえるだろう。
西井 賢悟
NISHII Kengo
岡山大学大学院自然科学研
究科博士後期課程修了、博

21 世紀に入って 20 年が経過した。しかし、前世紀からの課題である地球温暖化
等の環境問題や貧富の差の拡大などは、解決の気配が見えないどころか一層深刻化の
様相を呈している。「市場の失敗」も「政府の失敗」もその克服の見通しが立たない
なか、協同組合への期待が高まるのは必然的ともいえる。

士（農学）。
（一社）長野県

では、現実の協同組合は、人々の「共通の利益」をいかにして「形」にしているの

農協地域開発機構、研究員

だろうか。そして現代社会にどのような価値をもたらしているのだろうか。さらには

を経て現職。主な研究・関
心・専門分野：協同組合の

その価値を高めるために望ましい「形」とはいかなるものなのだろうか。

競争力、ＪＡの事業・組織・

こうした課題に接近するために、日本協同組合連携機構では 2019 年４月に「協同

経営、園芸産地の形成と再

組合の現代的価値と存立構造に関する研究会」
（略称「協同組合研究会」）を立ち上げ
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た。そしてまずは国内の協同組合に着目し、その組織と運営について事例研究を重ね
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況と浸 透 促 進 策 」堀 越 芳

ることとした。
本論はその第１弾であり、大阪いずみ市民生活協同組合（以下、大阪いずみ市民生協）
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を事例として取り上げる。以下では、第１に同生協の組織の概況と事業の動向、第２

編『新時代の協同組合職員

に組合員の意思反映の体系、第３に組合員活動の展開状況を見ていく。そして最後に

－地位と役割－』全国共同
出 版、2018 年。
「 ＪＡ自己

同生協の組織と運営の特徴を考察する。

改革の王道は『組織力』の
再構築」
『ＪＣ総研レポート』
（VOL.42、2017 年）。他
注１）日本生活協同組合連
合会「2017 年度生協の経
営統計」を参照
注２）ここでの小売業の年
間販売額は、同統計に示さ
れる「小売業計」の年間商
品販売額から、「機械器具
小売業」「その他の小売業」
を引いた額を示している。
なお、
「機械器具小売業」
「そ

２．事例生協の概況
（１）組織の概況
大阪いずみ市民生協は、大阪府南部の 18 市６町１村を事業エリアとする。設立は
1974 年 11 月で、その前年のオイルショックによって日用品が高騰するなか、同地
域の主婦たちがお金を出し合ってトラックを購入し、それを利用して始めた共同購入
に出自を持つ。
2018 年度末の組合員数は 53 万 3821 人、出資金額は 148 億円、総事業高は 931
億円となっている。全国の地域生協のなかで組合員数は第７位、出資金額は第 10 位、
総事業高は第６位の位置にあり注１）、全国有数の規模を持つ生協といえる。

の他の小売業」は日本標準

職員数は 1308 人（うち正規職員 718 人）で、子会社４社（＜株＞コープ大阪サー

産業分類上の中分類に位置

ビスセンター、＜株＞コンシェルジュ、＜株＞いずみエコロジーファーム、＜株＞ハー

付けられている。また、注

トコープいずみ）を合わせたグループ全体の職員・社員数は 3877 人（うち正規職員・

３で記される「自動車小売
業」は「機械器具小売業」
の中の小分類、「燃料小売
業」は「その他の小売業」
の中の小分類と位置付けら
れている

社員 1269 人）となっている（数値はいずれも 2018 年度末）。
総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」の直近データ（2016 年度）による
と、管内 25 市町村における小売業の年間販売額は１兆 6205 億円である注２）。これ
に対し、同年度の大阪いずみ市民生協の供給高は 876 億円で、同生協の小売シェア
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注３）本文に示している

は 5.4％と推計される注３）。国内の小売業全体に占める生協全体のシェアを推計する

同生協の供給高を、同じ

と 4.2％であり注４）、大阪いずみ市民生協のシェアは全国平均より高い水準にあると

く本文に示している小売
業の年間販売額で除して

いえる。

算出。なお、日本生活協

また、「経済センサス－活動調査」の前回調査時（2012 年度）における同生協の小

同 組 合 連 合 会「2017 年

売シェアを推計すると 5.2％となる。言うまでもなく大阪府南部は人口密集地帯であ

度生協の経営統計」では、

り、スーパーマーケットをはじめとする小売事業者間の競争が激しいことは容易に想

生協の供給高（総事業高
から共済・福祉・医療事
業収入を引いたもの）を、
経済産業省「商業販売統
計年報」に示される「小
売業計」から「自動車小
売業」「燃料小売業」を

定されるが、そのなかで同生協は小売シェアを高める傾向にあると考えられる。
大阪いずみ市民生協グループでは、理念として「『くらしに笑顔』をお届けします。
そのために、①組合員と地域社会の要望を、事業を通じて実現します。②平和で持続
可能な社会の実現のために行動します。③安心して暮らせる地域社会づくりに参画し
ます。④組合員の多様な活動を支援します」を掲げている。

引いた値で除したものを

①の事業については、宅配事業、店舗事業、エネルギー・通信事業、カタログ・通

生協の「小売シェア」と

販事業、高齢者福祉事業、共済事業などの多様な事業を展開している。また、④の活

している。本論もそれに
なら

倣 うこととしたが、「経

動については、コープ委員会等によってさまざまな活動が企画され、そこには多くの

済センサス－活動調査」

組合員が参加している。こうした事業や活動を通じて、②に記される「平和」や③に

では町村別のデータが中

記される「地域社会づくり」についてもその実現に向けた接近が図られている。

分類までしか掲載してお
らず、小分類に位置付け
られている「自動車小売
業」「燃料小売業」の販
売額を特定することがで
きない。そこでここでは
「小売業計」から「機械

（２）組合員数の推移と加入対応
図１は組合員数と加入世帯率注５）の推移を示したものである。この 10 年間で組合
員数は約 15 万人増加し、加入世帯率は約 10 ポイント高まっている。同生協によれば、
組合員の平均年齢は 60 歳前で、新規加入者は 30 歳代・40 歳代が多くなっている。

器具小売業」「その他の

国勢調査の結果から、管内 25 市町村の人口と一般世帯数の推移を見ると、2010

小売業」を引いた値を用

年から 15 年にかけて前者は 326 万人から 320 万人へと微減、後者は 129 万世帯か

いている

ら 131 万世帯へと微増している。どちらも大きな動きとはなっていない。ただし、

注４）日本生活協同組合
連合会「前掲統計」に示
される 2016 年 度の国 内
生協全体の供給高を、
「経
済 センサス－活 動 調 査 」
（2016 年度）に示される
国 内 全 体 の「 小 売 業 計」
から「 機 械 器 具 小 売 業 」
「その他の小売業」を引
いた値で除して算出
注５）ここでの加入世帯
率は組合員数を加入世帯
数と見なして算出
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この期間における管内の転入者は 26 万人、転出者は 27 万人とかなりの数に及んで
注６）市町村間の転入出

いる注６）。また、転入出者の年齢を見ると、20 歳代から 40 歳代前半において特に多

数 であり、 管 内 25 市 町

くなっている注７）。

村間の転入出数も含まれ
ている

こうした転入出の動きを反映して、組合員の加入・脱退も動きが大きくなっており、

注７）国勢調査では５歳

例えば 2018 年度では、新規加入 2 万 8608 人、脱退 2 万 526 人となっている。大

間隔データを公表してお

阪いずみ市民生協では、転勤等によって転入する若い新規住民の組合員加入を積極的

り、20 ～ 24 歳、25 ～ 29

に推進している。ただし転出に伴う脱退者も少なからず存在しており、近年の新規加

歳、30 ～ 34 歳、35 ～ 39
歳、40 ～ 44 歳 の５階 層

入者には既存の地域住民も多数含まれていると考えられる。

において、転 入者・転出

さて、同生協において組合員加入対応を担当しているのは、宅配事業本部・宅配営

者がともに２万人を超え

業部の下に設置されている「河内エリア」「堺・河内長野エリア」「泉州エリア」「イ

るなど他の階層に比べて
多くなっている

ベント営業チーム」
「エネルギー営業チーム」の５グループである。これらの部署に
は組合員加入にかかる専任者が配属されている。
「河内エリア」「堺・河内長野エリア」「泉州エリア」は個別に出向いて加入対応に
しっかい

当たっている。かつては未加入世帯に対する悉皆的な訪問活動を行っていたが、近年
では夫婦共働きが当たり前となり、日中訪問しても不在が多くなっている。また、特
定商取引に関する法律の改正により訪問活動による営業が制限されている。そのた
め、現在はインターネットを通じて加入を申し込んできた世帯に出向き、事業・活動
等の説明とセットで加入手続きするのを基本的な対応としている。
一方、「イベント営業チーム」は各種のイベントにおいてブースの設置等を通じて
加入促進を図っている。出店するイベントの主催団体は、行政・大手スーパー・ショッ
ピングモールなど多岐にわたる。イベントを通じた加入促進は、多くの地域住民に確
実に働き掛けることができ、組合員加入の重要なルートとなっている。
（３）事業の動向
図２は大阪いずみ市民生協の事業を５つに大別してその推移を示したものである。
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2009 年から 2018 年にかけて総事業高は 610 億円から 931 億円へと 153％の拡大
を示している。事業の伸びが最も大きいのはその他供給事業で、この間に 32 億円か
ら 92 億円へと 289％の拡大となっている。これにはコープでんき供給事業が大きく
寄与している。2016 年度にスタートした同事業では、組合員に再生可能エネルギー
比率の高い電気を供給しており、2018 年度においては利用世帯数が 3 万 9404 世帯
にまで拡大し、事業高は 41.1 億円となっている。
一方、同生協の事業の柱である宅配事業について見ると、この間に 467 億円から
573 億円へと 123％の拡大を示している。2018 年度における同事業の登録者数は
26 万 2024 人で、組合員のおよそ半数が利用している。班配送と個人別配送の２つ
のタイプがあるが、伸びているのは個人別配送で、この間に同タイプの利用者は約
８万人増加し、2018 年度においては 15 万 7883 人となっている。逆に班配送はこ
の間に約３万人減少している。
配送業務を担っているのは、外部の委託会社、子会社（コープ大阪サービスセンタ
ー、コンシェルジュ）、同生協本体の職員で、委託会社の割合が最も高い。もともと、
班配送は本体の職員、個別配送は委託会社の場合が多く、個別配送の拡大に伴って委
託会社の比重が高まったが、近年では外部に依存することのリスクなどを鑑みて、子
会社や本体に同業務を少しずつ戻している。
他方、同生協のもう１つの事業の柱である店舗事業について見ると、この間に 93
億円から 230 億円へと 247％の拡大を示している。近年、同生協では小規模店舗を
閉店し、「おいしさ」「楽しさ」「発見・感動」をコンセプトとする売場面積 600 ～
700 坪程度の店舗を新規オープンし、既存の店舗についても同コンセプトに基づく
リニューアルを図っている。また、同事業の運営業務をコンシェルジュに委託して事
業の効率化を進めている。これらの結果、店舗事業は大きく成長するとともに 2018
年度は黒字化を実現できている。

３．組合員の意思反映の体系
（１）総代の選出と総代会の概況
図３は同生協の運営機構を示したものである。最高意思決定機関は総代会で、毎
年６月に開催されている。総代の定数は 520 人、任期は１期１年、再任に制限はな
く長期にわたって務めている人も少なくない。年齢層は 40 歳代が３割弱を占め、50
歳代と 60 歳代でそれぞれ２割強を占めるなどよく分散している。
総代の選出は組合員活動と密接に関わっている。同生協の組合員活動は、組合員に
よる自発的な運営に基づいて展開しており、その運営機構は組合員活動委員会－エリ
ア委員会－コープ委員会という３層構造になっている。また、それぞれの委員会の事
務局は、組合員活動の専任部署である機関運営本部・組合員活動部の職員が担ってい
る。
コープ委員会は概ね２～３の中学校区を区域とし、管内には空白エリアなく 74 委
員会設置されている。同委員会に登録している組合員はコープ委員と呼ばれ、その代
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表者であるコープ委員長を選んでいる。同委員長等を構成員としているのが、管内を
９地域に分けてそれぞれに設置されているエリア委員会であり、さらに同委員会の代
表者であるエリアリーダー等を構成員として本部に設置されているのが組合員活動委
員会である。
総代の定数は、各コープ委員会の区域に２〜４人、残りは各エリア委員会の区域に
配分されている。同生協では選出時期が近付くと、組合員活動部のスタッフがコープ
委員会に対して総代の立候補について案内をしており、同委員会の協力を得てコープ
委員会区・エリア委員会区どちらの候補者も定数が埋められていく。こうしたルート
以外で自ら立候補してくる組合員はほとんどおらず、定数に満たない場合はテーマ活
動やコープママ制度（後述を参照）の登録者等への声掛けが行われる。このようにし
て毎年２月に選出されている総代は、その８割程度をコープ委員が占めている。
新総代が総代会に向けて最初に出席する会合は、２～３月に９～ 11 会場で開催さ
れる議案書学習会である。同会は次の総代会議案書に関する理解を深めることを目的
とし、旧総代もこの会には参加することとなっている。次に出席する会合は、４月に
９会場で開催される春の新旧総代懇談会で、同会は議案書の内容を具体的に詰めてい
く場と位置付けられている。旧総代はこの会まで参加することとなっている。
議案書学習会と春の新旧総代懇談会を経て開催されるのが６月の通常総代会であ
る。2018 年度の場合、出席者数は 410 人で本人出席率は 79.1％となっている。その後、
しんちょく

10 ～ 11 月に９会場で秋の総代懇談会が開かれ、事業等の進 捗 状況の報告 ･ 協議な
どが行われる。現役総代としての役割はここまでで、２月には新総代が選出されるが、
前述のとおり議案書学習会と春の新旧総代懇談会までは参加を続ける。
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総代会をはじめ各会合の開催に当たっては、総代に対して事前に意見の提出を求め
ている。2018 年度の場合、総代会に提出された意見の件数は 173 件、そのなかから
当日は 11 人が発言を行っている。他の会合については、2018 年２～３月の議案書
学習会では意見提出者が 112 人で意見数 380 件、2018 年４月の春の新旧総代懇談
会は意見提出者が 152 人で意見数 583 件などとなっている。
議案書学習会や総代懇談会の出席率は７割弱と高い水準を保っている。また、これ
らの会合は複数会場で実施しているため各会場の出席者数は 30 ～ 40 人程度と少人
数であり、理事等の説明する側と総代の間で密な意見交換が行われている。加えてそ
こには旧総代も参加できるようになっており、協議の継続性等への配慮もうかがわれ
る。
以上のように、同生協の総代会は組合員の声を丁寧に反映しながら進められている。
（２）理事を通じた意思反映
次に、業務執行を担う理事について見ていく。同生協の理事は 24 人で、全体区理
事と地域区理事に大別される。前者は有識者理事７人、組合員理事３人、常勤理事５
人で構成され、有識者理事は大学教授や弁護士など、常勤理事は職員から選出されて
いる。
一方、地域区理事は前述した９エリアから各１人選出されている。その候補者につ
いては、現役の地域区理事と組合員活動部のスタッフ、および組合員活動部長が意見
交換し、理事要件を満たす組合員に対して立候補を打診する。例えば、組合員活動へ
の関わり方や総代懇談会での発言内容などが判断材料となっている。
理事の任期は１期２年、最長３期６年までを内規として確認している。また、地域
区理事に限っては、３期６年を務めた後、全体区の組合員理事としてさらに３期６年
務めることが可能である。実際にこのプロセスをたどる組合員理事は存在する。
組合員の意思反映という点において、特に重要な役割を果たしているのは地域区理
事である。同理事の基本職務は、①理事会に出席し、重要な基本政策・事業計画など
の意思決定に参画すること、②代表理事・常勤理事の日常執行を監督すること、③生
協運営に組合員の意思を反映させ、生協の発展に努めること、と定められている。
現在、地域区理事はそれぞれの選出地域で開催される月１回のエリア委員会に出席
している。同委員会にはそのエリア内の各コープ委員会の代表者であるコープ委員長
が出席しており、この場を通じて地域区理事は理事会の協議内容等について報告する
とともに、コープ委員長を通じて組合員の意見を聞いている。このようにして地域区
理事は理事会と組合員をつなぐ役割を果たしている。
他方、理事会の下には前述した組合員活動委員会を含む７つの専門委員会が設置さ
れており、各委員会ではそれぞれの分野にかかる方針や課題等の検討を行っている。
いずれの委員会にも組合員理事（全体区の３人と地域区の９人）が配属されており、
さらに「声を実現・事業委員会」「産直委員会」「『とまとちゃん福祉基金』諮問委員
会」「組合員活動委員会」の４委員会には組合員もメンバーとして参加している。
例えば、声を実現・事業委員会には 18 人の組合員が参加しており、アターブルキッ
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チン（ミールキット）や宅配事業に関する検証活動、ポイントサービス・個配手数料
の見直しに関する意見交換などを行っている。それらの結果は理事会に報告するとと
もに広報誌等を通じて組合員に発信している。
このように、同生協においては理事を通じた業務執行への間接的な意思反映はもち
ろん、組合員がより直接的に関与できる仕組みも構築されている。
（３）日常的な意思反映の仕組み
ここまで見てきた総代会や理事を通じた意思反映の仕組み以外に、大阪いずみ市民
生協では組合員個々がより直接的に商品の取り扱いリクエストや改善要望などを伝え
る仕組みを整備している。その１つが、組合員サービスセンターによる電話を通じた
意思反映である。
同センターは、平日は９時から 21 時半まで、土曜日は９時から 20 時まで組合員
の声を聞く体制を敷いており、2018 年度における総入電件数は約 60 万件に達して
いる。組合員の声を聞くことについては、日々組合員と接する配送業務担当者に対し
て委託会社や子会社の社員であっても徹底を図っているが、配送先が増えるなかで十
分に時間を割くことができなくなっている。こうしたなかで、同生協では 2018 年７
月に第２組合員サービスセンターを新設するなど同センターの拡充を図っている。
また、「声・商品リクエスト」として、店舗において利用者が意見を投書できるよ
うにするとともに、宅配においても明細書のスペースの一部を「お声拝借カード」と
して意見を記入できるようにしている。2018 年度におけるこれらの受付件数は１万
件を超えている。
同生協では、サービスセンターや「声・商品リクエスト」を通じた意見に対する回
答の迅速化を進めており、2018 年度において回答にかかる平均日数は 5.9 日となっ
ている。多数の組合員から寄せられる意見、例えば特定商品の品質に関する不安など
については、広報誌に特集を組んで広く組合員に情報を発信している。
このようにして、同生協では組合員一人ひとりの日常的な意思反映が図られている。

４．組合員活動の展開状況
（１）運営体系と取り組み内容
① 運営の３層構造
前述したとおり、大阪いずみ市民生協では総代の多くがコープ委員から選出されて
いる。また、組合員理事 12 人（全体区３人、地域区９人）の略歴を見ると、そのう
ちの 11 人がコープ委員および同委員長の経験を持ち、さらにそのなかの８人はエリ
注８）大阪いずみ市民生

アリーダーの経験も有している注８）。同生協においては、組合員活動の経験が、総代

協「 第 45 回 通 常 総 代 会

や理事の事実上の選出要件になっているといえるだろう。そこでここでは改めて組合

議 案 書１」、2019 年 を 参
照

員活動の展開状況を見ていくこととする。
同生協の組合員活動は、前述したとおり組合員活動委員会－エリア委員会－コープ
委員会という３層構造の下で展開しており、それを模式的に示せば図４のようになる。
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以下では、組合員にとっての１次組織であるコープ委員会から順にそれぞれの概況を
見ていく。
② コープ委員会
コープ委員会の役割は、同生協の「コープ委員会規則」第２条において、「行政区
を基盤にした地域密着の生協の基本組織として、組合員の要望や願いにもとづいて、
主体的に活動をすすめ組合員参加とコミュニケーションを促進する」と定められてい
る。
この役割を果たすため、メーカーを囲むつどいをはじめとする「コープ商品に関す
る活動」、手芸・園芸・ヨガなど「くらしのニーズに応える活動」、平和・環境・子育
てなど「社会的テーマに基づく活動」の３つを活動の柱とし、それらの企画・運営に
当たっている。
同委員会は登録制で、希望する組合員は誰でもコープ委員になることができる。同
生協によれば、広報誌やＨＰでの案内を見て実際の活動に参加し、そこでコープ委員
会に関心を持ち、同委員会の会合等を何度か見学してコープ委員となる場合が多い。
2018 年度末の登録数は 700 人、ほぼ女性で 30 歳代・40 歳代が多い。任期はなく、
なかには 30 年以上続けている委員も見られる。その一方で、登録後に馴染むことが
できずにすぐに辞めていく人もいる。毎年 100 人程度入れ替わっている。
各委員会は登録数３人以上を設置ルールとしており、実際には５～ 15 人程度で構
成されている。登録者数が減ってくると、後述の事務局スタッフが既存メンバーと相
談しながら活動参加者への声掛けを強化するようにしている。また、近年になって
登録者数の大幅な減少が見られたことから、組合員活動への第一歩を踏み出しやす
い活動の企画を増やしている。具体的には美容等をテーマとする講座で、「あなたも
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COOP で “ 自分磨き ” しませんか？」を合言葉に広く参加を呼び掛けている。
同委員会の活動状況を見ると、2017 年度においては 74 委員会でトータル 324 の
活動が企画され、延べ 8273 人の組合員等が参加している。１委員会当たりの平均企
画数は 4.3 活動となっている。活動の予算として、各委員会には年間 15 万円＋コー
プ委員登録数× 500 円（月額）が配分されている。
各委員会はメンバーの互選でコープ委員長、同副委員長、会計をそれぞれ１名選出
することとなっている。委員長には月額５000 円、副委員長・会計には月額３000 円、
各委員には月額２000 円が活動費として支払われている（移動に要する旅費等は別
途）。原則として月１回全メンバーを集めた定例会を開催することとなっており、そ
こで活動の企画や振り返りなどが行われている。
こうした会合や活動には、事務局を務める組合員活動部の職員も参加している。同
部のなかには「組織活動グループ」「河内地区」「堺・泉州地区」の３部署が設けられ
ており、コープ委員会の事務局は「河内地区」
（４人）と「堺・泉州地区」
（５人）が
務めている。
事務局として職員が参加しているものの、各委員会はそれぞれの委員長を中心にメ
ンバーが自ら運営している。事務局は各委員会の自律性を尊重しながら、メンバーだ
けでは実践できない事務のサポート等に務めている。
③ エリア委員会
次に、エリア委員会について見ていく。前述のとおり、同委員会は管内を９つの地
域に分けてそれぞれに設置されており、そのエリア内のコープ委員長と当該エリアか
ら選出されている地域区理事、さらにエリアリーダーによって構成されている。事務
局はコープ委員会と同様に「河内地区」「堺・泉州地区」の職員が務めている。
同委員会の役割は、「生協の広域エリアの基本組織とし、当該エリアにおける生協
内外の実情を踏まえながら、①エリア内の組合員参加と活動の促進、②社会的活動・
公益的活動の促進、③生協内外のコミュニケーションの促進に役割を果たします」と
定められている（同生協「エリア委員会規則」第２条）。
委員の任期は１年で再任に制限はない。月１回定例会を開催しており、コープ委員
長の交流等を通じてコープ委員会の活動をサポートするとともに、商品に関わる活動、
社会的・公益的活動、行政や地域と連動した活動など、コープ委員会では実践が容易
でない活動の企画・運営に当たっている。同委員会の年間の活動予算は上限 120 万
円となっている。
また、定例会のなかでは、地域区理事から理事会での協議内容についての報告があ
り、その内容はコープ委員長の判断に基づいて各コープ委員会においても報告されて
いる。エリア委員会には、理事会と組合員をつなぐ場としての役割もある。
同委員会において、会合での議長役をはじめ代表者として位置付けられているのは
エリアリーダーである。同リーダーはそれぞれのエリア委員会での推薦、理事会での
承認を経て就任している。任期は１期１年で再任は５期５年までとなっており、実際
にはコープ委員長のＯＢが就く場合が多い。月額４万円が支払われている。エリア委
員会には地域区理事も出席しているが、そのなかでエリアリーダーを代表者としてい
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るのには、同理事の組合員活動にかかる負担を軽くし、業務執行の責任をより発揮で
きるようにする狙いがある。
④ 組合員活動委員会
コープ委員会を１次組織、エリア委員会を２次組織としたときに、３次組織と位置
付けられるのが組合員活動委員会である。組合員理事４人（全体区１人、地域区３人）
とエリアリーダー９人で構成され、事務局は組合員活動部の「組織活動グループ」が
務めている。
同委員会の役割は、「①総代会で決定された方針に基づき、組合員の声や情勢、組
合員活動の実践状況を踏まえ、組合員活動の企画や方針を協議し決定します。②くら
しサポート委員会、いずみＬＰＡの会を所管し、組合員活動の企画や方針に反映しま
す。③『ホットメール』『アピエ』を発行します」と定められている（同生協「組合
員活動委員会規則」第２条）。
組合員活動委員会は理事会からの委嘱に基づいて設置されており、①のなかに記さ
れるように、同生協の組合員活動にかかる企画や方針を意思決定している。エリア委
員会やコープ委員会での活動は、ここでの決定をそれぞれの地域で具体化したものと
いえる。
②のなかのくらしサポート委員会といずみＬＰＡの会は、組合員活動委員会の専門
委員会と位置付けられている。前者は公募に基づく委員と理事で構成され、組合員活
動委員会からの要請に基づく調査や学習会、例えばボランティアに関する調査、
「減塩」
をテーマとする学習会などを実施している。後者はコープ共済連のＬＰＡ資格取得者
と取得予定の組合員によって構成され、ＦＰ３級講座や個人相談会などを開催してい
る。
③のなかの『ホットメール』は、月１回発行のコープ委員会向け機関紙で、組合員
活動委員会や理事会で協議・決定した内容などが収められている。同紙を通じてコー
プ委員会間の情報の共有化を図っている。また、コープ委員会のなかでの説明・協議
資料として使いやすいように、ビジュアルやレイアウトにはさまざまな工夫が施され
ている。
同じく③のなかの『アピエ』は、月１回発行の組合員向け広報誌で、『本部版アピ
エ』『河内版アピエ』『堺・泉州版アピエ』『店舗版アピエ』の４タイプがある。それ
ぞれの対象者に合わせて、生協の取り組みの解説や組合員活動の紹介・募集等が収め
られている。コープ委員会による活動は、『河内版アピエ』『堺・泉州版アピエ』のな
かに掲載されている。
組合員活動委員会は原則として月２回開催することとなっており、そのうちの１回
は学習会をメインとするようにしている。同委員会を構成するエリアリーダーには、
エリア委員会の代表者としての役割はもちろん、コープ委員会のサポート役も期待さ
れており、そのために必要となる学びの機会を充実させている。
⑤ テーマ活動・自主活動とコープママ制度
ここまで見た組合員活動は、その主催をコープ委員会やエリア委員会という地域を
基礎とする組織が担っており、地域単位の活動といえる。一方、同生協には地域横断
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的なさまざまな活動も見られ、それらはテーマ活動と呼ばれている。
同活動には、「たべる＊たいせつキッズクラブ」「親子・あそびのひろば」「子どもク
ッキング」「絵本ボランティアの会」「たべる＊たいせつ大人の食育サポーター」の５
つがある。生協側からの働き掛けで組織化されたものが多いが、コープ委員会等と同
様に組合員が自ら運営を担っている。事務局は組合員活動部の「組織活動グループ」
が務めている。
例えば、「たべる＊たいせつキッズクラブ」では自宅で教材を使って学習や体験を
するプログラムを提供しており、学習した内容を「おたより」で返信してくれた子ど
もには、サポーターから手紙を返信している。毎年 15 人前後の組合員がサポーター
として登録している。「親子・あそびのひろば」は乳幼児と母親が安心して遊び、交
流できる時間を提供する活動であり、「ひろばスタッフ」が運営している。毎年 100
人程度の組合員がスタッフとして活動に当たっており、2018 年度は 11 会場で開催
し、延べ 1308 家族が参加している。
こうしたテーマ活動以外に、メンバーだけで行う自主活動として「コープクラブ」
「コープサークル」も展開している。どちらも組合員３人以上で立ち上げることがで
き、無料での使用が可能な店舗集会室等を活動場所にしている。「コープクラブ」は、
福祉、環境、子育て支援、くらし・消費者問題、平和のいずれかをテーマとすること
が要件となっており、上限２万円の活動費が支給されている。2018 年度においては
39 グループが活動を行っている。「コープサークル」は趣味・興味など自由にテーマ
を設定でき、上限２000 円の活動費が支給されている。2018 年度においては 61 グルー
プが活動を行っている。
ところで、ここまで見てきた活動に参加する人のなかには、子育て世代の組合員も
少なくない。そこで問題となるのが託児である。この点に対応するため、同生協では
「コープママ」制度をつくっている。
コープママになるための要件は、同生協の組合員であることと、コープママ登録説
明会への参加およびコープママ養成講座を受講することであり、2018 年度の登録人
数は 213 人となっている。対象となる子どもの年齢は生後３カ月から就学前（６歳）
までで、０～２歳までは子ども１人に対してコープママ１人、２歳以上は子ども３人
に対してコープママ１人で対応することとなっている。１時間当たり 800 円の謝礼
が支払われている。2018 年度においては、726 回の企画や会議に延べ 1663 人のコー
プママが延べ 1947 人の子どものお世話をしている。こうした仕組みも同生協の組合
員活動の活発化に寄与している。
（２）活動を通じた協同組合メンバーとしての成長
以上のように、大阪いずみ市民生協においてはさまざまな組合員活動が展開してい
る。ここではこうした活動が持つ意義について、特にコープ委員会に着目しながら若
干の考察を行うこととする。同委員会での取り組みについて、そのメンバーからは次
注 ９）大 阪いずみ市民 生

のような声が聞かれている注９）。

協の資料より引用
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「コープ委員や講師の先生、参加者とのつながりが広がっていく事がとても嬉しいで
す。年１回行っている行政訪問では、防災のことなど詳しくお話を聞き、自分たちの力
で地域を良くしていきたいと思うようになりました」
「数回の見学を経て委員会に参加することになり、
活動がある日には『とまとちゃん（同
組合の公認イメージキャラクター）に行くよ』と言うと、息子も楽しみにするようにな
りました。小さな子供を持つ者でも無理なく参加できる仕組みが助かります」
「生協主催の学習会や集いにはすべて出席したいと思うほどファンになってしまいま
した。家族と仕事との折り合いをつけ、自分磨きに利用させていただいています。委員
会ではさまざまな提案が出され、大事な刺激となっています」
「みんなで考えたつどいは、地域の人たちと交流し、自分のなかの地域の輪を広げて
いける場だと思っています。色んな世代の人たちにもっと参加いただき、これまでとは
違った目線からの意見を聞きたいです」
「コープ委員になっていなかったら経験できていなかったかもしれないことにも挑戦
できて、人とのつながりも広がり、私にとって良い経験をさせて頂いています。これか
らの委員会活動もがんばっていきます」

これらの声からは、第１にコープ委員会がコープ委員にとって学びの場となってい
ること、第２に同委員の姿勢が極めて主体的であることを特徴として指摘できるだろ
う。
まず、第１の点であるが、注目されるのはその学びの中身である。前述したとおり、
同委員会の活動は「コープ商品に関する活動」「くらしのニーズに応える活動」「社会
的テーマに基づく活動」を３本柱としている。これらは同生協の理念や方針、そして
事業に深く関わるものである。同委員会はそれらの知識を習得する場になっていると
いえるだろう。
次に、第２の点であるが、コープ委員の主体性の高さは、同委員会の運営を自らの
手で担っていることに起因しているのではなかろうか。同委員会が主催する活動を企
画しているのはコープ委員である。そして企画を行う定例会においても実際の活動に
おいても、進行役や報告書の作成、会計等のさまざまな役割はコープ委員自身が担っ
ている。自らの手でやり遂げることによってもたらされる達成感が大きなものとなる
ことは容易に想定され、それが次の活動に向けたさらなる主体性を引き出すという好
循環が起きているのではなかろうか。この点は後で再度考察するが、各委員が主体的
に関わっているのは確かであり、そのなかで組織を運営する能力を身に付けているこ
とも確かであろう。
理念や事業に関わる知識を増やし、組織の運営能力を身に付けることは、協同組合
のメンバーとしての成長を意味しているといえる。こうしたメンバーが、組合員の代
表である総代や理事となることは、それら役職の形骸化を防ぎ、協同組合原則の第２
原則に掲げられる「組合員による民主的管理」の実質性を高めることに寄与している
といえるだろう。
さて、コープ委員会におけるメンバーの主体的な学びについては、それを後押しす
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るさまざまなサポートについても指摘しておく必要があるだろう。
第１には、企画・運営に対するサポートである。その象徴が、組合員活動委員会が
毎年内容を更新しながら発刊している『組合員活動ハンドブック』である。同書には
これまでの活動を通じて培ってきたノウハウが組合員目線で整理されている。具体的
な内容は委員会活動の進め方、取り組みのルール、「コープ商品に関する活動」を実
施する際の企業リストなどで、実際にコープ委員は同書を参考にして運営を進めてい
る。
また、同生協ではコープ委員長を対象として、アサーティブ・コミュニケーション、
会議進行、アンガーマネジメントなどをテーマとするスキルアップ講座を実施してい
る。協議のまとめ役であるコープ委員長がこうしたスキルを身に付ければ、コープ委
員会の運営がより円滑なものとなるのは当然のことといえよう。
第２には、情報発信に対するサポートである。同生協ではコープ委員会の主催する
活動をはじめ、一つひとつの活動について企画内容や取り組みの結果を広報誌やＨＰ
で発信している。各記事には写真やイラストなどが盛り込まれ、その魅力が伝わるよ
うに工夫が施されている。自分たちの取り組みがこうした形で外部に発信されること
は、メンバーの意欲を高めることにつながっていると考えられる。
第３には、経済的なサポートである。さまざまな活動を実施するには経済的な負担
が必要となるが、前述したとおりコープ委員会には主催する活動に対する予算が与え
られている。また、コープ委員には活動費が支払われている。その額は大きなもので
はないが、同委員として果たさなければならない役割に対する責任感の醸成に寄与し
ていると推察される。

５．おわりに ── 組織と運営の特徴──
本論では、大阪いずみ市民生協を事例として、組織の概況と事業の動向、意思反映
の体系、組合員活動の展開状況を見てきた。同生協の組織と運営にかかる特徴は、組
合員活動への参加経験、特にコープ委員会への参加が総代・理事の事実上の選出要件
となっていること、いわば同生協のガバナンスの基礎が同委員会に置かれていること
にあるといえるだろう。
コープ委員会をガバナンスの基礎とするならば、そこで問われるのは同委員会が総
代・理事等にふさわしい組合員によって構成されているかである。この点については、
同委員会での活動を通じて、コープ委員は理念や事業に関する知識、さらには組織の
運営能力を身に付けるなど組合員としての成長を遂げていると考えられ、同委員会は
ガバナンスの基礎を担い得る機関になっているといえる。
さて、同委員会が組合員としての成長の場になっているのは、そこでメンバーの主
体的な学びが展開されているためであろう。同生協によれば、最初は「楽しそう」「役
に立ちそう」など自己の利益のために参加していたコープ委員が、次第に「みなの役
に立つ活動」
「地域に必要な活動」
など他者の利益のために行動するようになるという。
こうした変化を指して、同生協の関係者からは「目覚める」との言葉が聞かれた。
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この「目覚める」はしばしば他の生協でも聞かれるが、いわゆるダブルループ学習
の生起を意味しているのではないだろうか。ダブルループ学習とは、行動の前提と
注 10）
これに対して既存

なる価値観や思考様式に変化が及ぶような学びを意味するが注 10）、本論で取り上げた

の価値観や思考様式に基

コープ委員の声はそうした変化を強く示唆する内容となっている。この点について本

づく学びはシングルルー
プ学習と呼ばれる

論では仮説としての提示しかできないが、今後こうした観点から同委員会の本質を研
究することが望まれる。
一方、コープ委員会はそこへの登録も継続も組合員の自発性に委ねられている。登
録者のなかには馴染むことができない人も少なからず見られ、実際に毎年 100 人前
後が入れ替わっている。端的に言って「来る者拒まず、去る者追わず」が徹底されて
いるといえるだろう。「去る者」の発生を予測するのは容易ではなく、このことはガ
ぜいじゃく

バナンスの基礎としての脆 弱 性を意味しているといえる。
この脆弱性を顕在化させない役割を担っているのが、組合員活動の専任部署である
組合員活動部である。同部のスタッフはすべてのコープ委員会等の事務局を務め、登
録者数の減少には常に意識を払っている。その一方で、コープ委員会が組合員として
の成長の場となるように裏方としての役割に徹している。同部の存在とその機能も、
大阪いずみ市民生協の組織と運営における特徴といえるだろう。
ふ かん

他方、ガバナンスの基礎としてのコープ委員会は、組織全体を俯瞰した上での評価
も必要である。同生協の組合員は 50 万人を超えている。これに対してコープ委員は
700 人程度に過ぎず、圧倒的少数の同委員がすべての組合員の代表者足り得るのは
限界がある。実際に同生協においては、組合員サービスセンターを通じた直接の意思
反映ルートや、理事会傘下の専門委員会を通じた業務執行への直接的な関与の仕組み
なども整備されている。
近年、同生協の組合員は拡大傾向にあり、事業高や事業シェアも伸張傾向にある。
同生協の運営が総じて組合員から評価されているのは確かである。コープ委員会もそ
の一助となっていることは容易に想定されるが、大多数の組合員が同生協に結集して
いく上で、同委員会は具体的にどのような意味を有しているのだろうか。こうした観
点からの研究を深めることにより、ガバナンスの基礎としてのコープ委員会の特徴が
一層浮き彫りになるだろう。
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