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― 地域での実践活動から、生協の課題と役割を探る ― 

生協運動のいま、そして未来へ 
 

１ 全国の生協の概要と社会的取り組み（５～１２Ｐ） 
  

 

２ 生協を構成する基本要素の再確認（生協＝助け合いの組織） 

 
（１）自発的な生活共助組織。営利目的ではない「助け合いによる生活の安定と向

上」を目的とする組織。 
 
 （２）目的を実現するため、生協は手段として事業を営む。活動の資金を事業を通

して自ら調達する自立した共助組織。 
 
 （３）組合員自らが出資し、利用し、運営に参加する自治的な参加民主主義の組織。 
 

３ 協同組合の精神・賀川豊彦が生協に託したこと 
   

 

 

 

 

 

 

賀川豊彦（1888～1960） 

① 初代日本生協連会長 

②旧制徳島中学を卒業、明治学院高等部神学科に入学。その後神戸神学校に

転校。1909年より神戸のスラムで「救貧活動」を開始。  
その後、労働運動、協同組合運動、農民運動、平和運動へ、そして「防

貧運動」へ。 
③神戸購買組合、灘購買組合（現在のコープこうべ）の設立（1921 年）。関

東大震災（1923年）で救済ボランティア活動、本拠を東京に移す。 

①「協同組合の精神を一口にいへば助け合ひ組織である 

 

②「利潤があった場合、これを組合の利益のみに使はずに是非、社會公共のために捧げ

るやうにありたい」 

 

◆「協同組合中心思想」の遺訓 

－1954年灘生協（現在のコープこうべ）来訪の際に求めに応じて書かれたもの 
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４ 東日本大震災で実践された支援活動の特徴 

－厚生労働省・社会福祉推進事業の調査報告より抜粋－ 
 
（１）迅速で大量の支援物資の輸送 

（自治体との災害支援協定） 
 
（２）生協の多様な特性を活かした義捐金・見舞金 

（善意を託される組織→社会的責任） 
 
 （３）自発的な活動・統一的な活動 

（各生協ごとに判断した活動→現地で連帯） 
 
 （４）各生協の専門性を活かした多様な総合力 

（購買×医療×大学×共済の連携） 
 

 （５）地元生協の業務継続の支援 
          （営業再開→安心・安定の創造） 
 
 （６）ひとりひとりの組合員への訪問活動 
          （宅配事業、共済事業のインフラが活きる） 
 
（７）まとめのコメント（報告書より抜粋） 

 
① 過度な利益を追求せず、共同購買や医療･共済等の公的な使命を担う生協は、一般

的に機能しなくなった行政や地元組織を代替する主体のひとつとして十分な資格

と能力を有する。 
② 生協は緊急医療や災害支援物資の供給から訪問活動、ボランティア等による心のケ
アやコミュニティの再生、購買力･商品企画力を活かした産業の復興まで、総合的

な対応力を持つ組織であり、このような包括的な対応は、生協とその連合体の特長

を活かせる重要な貢献である。 

     
   いわて生協の炊出しの様子       熊本の被災地に配達する生協配送車 
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５ 生協が２１世紀の社会で果たす役割 
－ 組合員の活動から見えるテーマ － 

 

① 共助の仕組みづくりへの貢献 

 

●生協が地域に存在する助け合いの力を

コーディネイト 

・「おたがいさまの会」「子育て支援活動」 

・復興支援募金、ボランティア活動 

 

② 危機管理機能と福祉機能を持つ地域コ

ミュニティ作りへの参加 

 

●協同組合、行政、ＮＰＯとの連携で新

しいセーフティーネットづくりへ 

・地域見守り協定 

・災害支援協定 

・労福協、社協とのネットワーク 

 

③社会的な課題を解決するための運動 

 

●生活者視点で必要な法制度の設置や改

善を促す運動 

・食品安全基本法 

・被災者生活再建支援法 

・奨学金制度に関する要望 

 

       

 

 

制度的 

（フォーマル） 

 

 

公助 

公的         自  私的 

（組織的）       助 

     共助 

  

生協 

 

 

人と人とのつながり 

（インフォーマル） 

 
 
●「助け合い」の理念は変わらない。しかし「助け合うべき社会的課題」は変化す

る。対応すべき課題としくみの「現代化」を図るのが我々の役割。 
 
 
《参考データ》                              

主な担い手 セクター 支配的な規範           競争 

 企業型 行政 公共セクター 平等・公正  

中間組織 

（ＮＰＯ、 

ＮＧＯ） 

社会セクター 

（ボランタリ

ーセクター） 

友愛・連帯  見返りを            見返りを 

求める             求めない 

         生協型モデル 

個人・企業 市場セクター 自由・効率                 共同体型             

共生 
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６ 日本生協連の２０２０年ビジョン 

 

(１)１０年後のありたい姿 

 

 私たちは人と人とがつながり、笑顔があふれ、 

信頼が広がる新しい社会の実現をめざします 

 

(２)ビジョンを実現するためのアクションプラン  

 

  ①ふだんのくらしへの役立ち 

   

組合員の願いを実現するために、食を中心にふだんのくらしへの役立ちをより

一層高めます。 

  事業改新に不断の努力をつづけ、組合員のくらしに貢献し信頼を培います。 

 

②地域社会づくりへの参加 

   

生協の事業・活動のインフラを活用し、行政やさまざまな団体と協働しながら

地域社会の変化から生れる、新たなニーズに応えた取り組みを展開します。 

 

③世界と日本社会への貢献 

 

 平和で持続可能な社会と、安心してくらせる日本社会の実現をめざし、積極的

な役割を果たします。 

 

④元気な組織と健全な経営づくり 

 

 組合員が元気に参加し、職員が元気に働き、学びあい成長する組織と健全な経

営を確立します。 

 

⑤さらなる連帯の推進と活動基盤の整備 

 

 全国の生協が力を合わせ、組合員のくらしに最も役立つ生協に発展させます。 

 

７ おわりに 
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都道府県 世帯加入率(%)

宮城 74.2
兵庫 59.5

北海道 58.5
福井 51.3
宮崎 49.0
岩手 48.7
奈良 47.1
香川 46.6
京都 44.9

全国 37.7

世帯加入率上位の県

地域生協の組合員数 2,146万人 （2015年度実績）

全国加入率

Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.

福祉・子育て・まちづくりなど、幅広い分野に渡る「包括連携協
定」の締結が進む。

■協定締結生協のある都道府県

■全市町村と協定締結の都道府県

宅配事業のインフラを活用した「地域見守り活動」で協定を締結

 全国94生協が、46都道府県の976市区町村と協定を締結

 976市区町村は、全市区町村（1,741）の56.1％

 職員の認知症サポーターは、全国で3万5,000人超
（2017年3月現在）

「地域見守り協定」から包括連携協定へ発展

地域見守り協定
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 地元の自治体と災害発生時の
物資支援や物資運搬、ボラン
ティア派遣などの協定を積極的
に結んでいます。

 東日本大震災では、この協定に
基づき、支援物資を全国の生協
から被災地を通して、いち早く被
災地に届けることができました。

都道府県 協定数

北海道 29
宮城 26
茨城 46
群馬 34
埼玉 35
千葉 29

神奈川 26
長野 48
愛知 54
大阪 25
兵庫 39
奈良 40
岡山 26

全国 761

都道府県別合計協定数
（25以上抜粋）2017年4月時点

緊急時における支援協定

Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.

・緊急時における支援協定

全国からの被災地支援

1995年阪神・淡路大震災 2011年東日本大震災

1995年2月6日付朝刊 東京新聞
2016年3月22日付朝刊 読売新聞
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全国につながる組合員の活動 
 
 

 

被災地につながる「助け合い」活動 

 

2016 年 9 月 13 日付朝刊 

読売新聞（九州）35 面 
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 組合員同士が助け合う活動「くらしの助け合い」
55生協・2連合会で実施。活動参加組合員は2万3千人、
年間活動時間は102万時間超。（2014年度）

 孤立しがちな高齢者の居場所づくり｢お食事会・ｻﾛﾝ活動」
店舗の会議室等を活用し、交流できる集いを定期的に開
催。お食事会 （約1千回、3万食）、サロン活動 (約２千回、
２万５千人が参加）。（2014年度）

 配食事業
高齢者中心に、夕食弁当等を配達。安否確認の役割も。
48生協で1日約11万食（2015年10月現在） 。

高齢者宅での助け合い活動

生協の店舗での高齢者お食事会

夕食弁当を配達。安否確認にも

高齢者・障がい者への支援

Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.

子育て家庭を事業・活動の両面で支援

 子育て家庭等への配達手数料の減免
65生協で、高齢者・障がい者を含めて合計139万人を減
免登録。対象者の利用回数は延べ6,205万回、減免62
億円。

 子育て中の親子が集える 「子育て広場」の開催
52生協が実施し、約15万組の親子が参加。（2014年
度）子育ての不安や悩みで孤立しがちな親子が交流。

「子育て広場」での親子ヨガ教室

 子どもの貧困問題への対応「子ども食堂」
26生協が子どもの貧困問題への取り組みを実施、子ど
も食堂への食材提供（12 生協）、もフードバンク（15 生
協）、学習支援の場の提供（5 生協）

子ども食堂（コープこうべ）

8



Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.

①高齢者ｻｰﾋﾞｽの総合的実施地域の事例（ｺｰﾌﾟとちぎ・社会福祉法人ふれあいｺｰﾌﾟ）

②全世代を対象としたｻｰﾋﾞｽが充実している事例 （南医療生協）

③生協の「事業」として、生活支援ｻｰﾋﾞｽが充実している事例
（コープおおいた）

④組合員活動(任意活動)として生活支援ｻｰﾋﾞｽが充実している事例
（おたがいさままつえ、おたがいさまいずも、おたがいさま雲南、おたがいさま大田、おたがいさま浜田、おたがいさま益田）

⑤高齢者が担うｻｰﾋﾞｽが充実している事例
（コープこうべ・コープくらしの助け合いの会、助け合い制度コープむつみ会）

⑥子育て支援ｻｰﾋﾞｽが充実している事例 （生活クラブ生協東京）

⑦障害者支援ｻｰﾋﾞｽが充実している事例
（大阪いずみ市民生協、ハートコープいずみ、いずみエコロジーファーム、ハートランド事業部）

⑧生活困窮者自立支援ｻｰﾋﾞｽ(生協独自事業)が充実している事例
（みやぎ生協）

⑨行政との協定を締結した活動等の事例 （コープさっぽろ）

⑩行政との見守り協定に基づく取組の事例 （こうち生協）

生協が行う地域福祉の先駆的な取組事例

出典：平成29年8月厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室 資料

Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.

生協が行う地域福祉の先駆的な取組事例
団塊世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らい暮ら
しを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制
（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためのにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口が減少する町
村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。 出典：平成29年8月厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室 資料

(生協等) 等
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１ 貧困をなくそう 2 飢餓をゼロに 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう
6 安全な水とトイレを世界中に 7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8 働きがいも経済成長も
9 産業と技術革新の基盤をつくろう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任つかう責任
13 気候変動に具体的な対策を 14 海の豊かさを守ろう 1 5陸の豊かさも守ろう 16 平和と公正をすべての人に
17 パートナーシップで目標を達成しよう

国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.

国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と生協の主な活動
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協同組合は本来の性質上、3つの重要な役割を果たす

2030アジェンダ実現に向けた協同組合の貢献

経済面での役割
雇用機会、経済参加の機会

および所得を創出する

環境面での役割
協力行動を通じて

自然資源の持続可能な
利用と管理を推進する

社会的組織
としての役割

社会的保護と保障を拡充
し、共通の目標に基づき
平等と社会正義の実現に

寄与する

出典：2017年9月7日日本協同組合連絡協議会・国際労働機関駐日事務所 共催 公開セミナー
ILO企業局・協同組合部長シメル・エシム氏講演資料より
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2016年11月30日ユネスコ無形文化遺産委員会にて決定

「共通の利益の実現のため
に協同組合を組織するとい
う思想と実践」

出典：ユネスコホームページ

協同組合がユネスコ「無形文化遺産」に登録

決定にあたってユネスコは、協同組合を「共通の利益と価値を通じてコミュニ
ティづくりを行うことができる組織であり、雇用の創出や高齢者支援から都市
の活性化や再生可能エネルギープロジェクトまで、さまざまな社会的な問題
への創意工夫あふれる解決策を編み出している」としています。
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日本の協同組合

Confidential and Proprietary KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD. 2

正しく理解されていない「協同組合」

 質問：協同組合はどのような団体か知っていますか？

正答率 34.3％

• 20-69歳男女の認知

99.5%
98.0%
97.5%
96.6%
92.0%
86.3%

２０１６年３月調査

行政機関

半官半民

民間の営利団体

民間の非営利団体

その他

２０１３年１０月調査
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