
キーノートスピーチ②
協同組合がSDGsに取り組む際の意義、可能性、課題

～尊厳ある暮らしと仕事を、地域と世界で具体化していくために～

話題提供 田中 夏子

イタリアの社会的協同組合(社会的排除と闘う活

動)やコミュニティ協同組合(再生可能エネル

ギー等地域資源を軸とした、イタリア中山間地

の地域再生)を探究。

東京、神奈川および山梨にて大学非常勤講師。

2013年から農ある暮らしを志して雇用労働から

ひとまず撤退し、自営的な暮らしを組み立て中。

農園Vento e Terra（風と土）園主（長野県佐久

市）。日本協同組合学会 会長(2017.10-)

協同シンポジウム 2018 in おおさか ～ SDGsで誰もほっとかへん社会へ



構 成

1 協同組合はSDGs取り組みの宝庫⁉

2 「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

3 こうした時代にあって、協同組合に求められる発想とは何か

4 協同組合間協同をさらに一歩進めて…SDGsに接近するには？手が届いていない領域？

5 まとめ

貧困率、食の「分断」とセーフティネットづくり、社会政策全般の「地域化」
協同組合に関わる諸政策の流れ、地域政策の動向…ここから見えてくる課題は？

真の意味での補完性の原理の回復、社会的共有財の破壊にどう抗し、保全するか、
社会的排除との闘いをSDGsと関連づけてどう展開するか

地域で活動する様々な連帯的取り組みと連携
協同組合が置き去りにしている領域はないか、考えあう機会を

様々な協同組合とSDGsとの間には、理念・実践において実に多くの共有部分が存在



1 協同組合はSDGs取り組みの宝庫

2018年 国際協同組合デーでのアリエル・グアルコ ICA 会長メッセージ

世界の組合員数は 12 億人にものぼります。200 年足らずで協同組合運動
ほど成長した経済的・社会的・政治的運動は世界にはないでしょう。

しかし、成長が最も重要なことではありません。私たちは、環境と調和を
保ちコミュニティと連帯しつつ、地球が私たちにもたらしてくれている資
源を消費し、生産し、活用しています。それが、私たちが国連の『持続可
能な開発目標（SDGs）』の重要なパートナーとなっている理由です。
 http://www.iyc2012japan.coop/whatsnew/pdf/2018_message.pdfより

農協等第1次産業
に関わる協同組合

…持続可能な方法に
より健全な土壌を維
持して食糧生産、海
洋資源の保守、森林
管理

生協…商品の持続
可能な調達を推進
し、責任ある消費
について消費者教
育

協同組合金融…

顧客との近しい
関係性により、
経済的安定性に
貢献、金融アク
セス 提供

エネルギー等資
源の供給・活用
の協同組合…エネ
ルギーや水へのア
クセスを住民参加

型で提供

労働者・社会的
協同組合…多様
な部門（医療、福
祉、教育、文化
等）で長期的で持
続可能な仕事を、
環境配慮型で提供

ICA文書「協同を通じた持続可能な社会」へより



農協の綱領とSDGs

JA綱領 ― 1997年第21回JA全国大会

 わたしたちJAの組合員・役職員は、協同組合運
動の基本的な定義・価値・原則（自主、自立、
参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行
動…略…。さらに、地域・全国・世界の協同組
合の仲間と連携しより民主的で公正な社会の実
現に努める。

1．地域の農業を振興しわが国の食と緑と水守る
1．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心し

て暮らせる豊かな地域社会を築く。
1．JA への積極的な参加と連帯によって協同の成

果を実現。
1．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、JA を

健全に経営し信頼を高める。
1．協同の理念を学び実践を通じて共に生きがい

を追求。

◆世界から農産物を輸入できる虚像に惑わされず…世
界の労働力・水・大地を根こそぎ収奪している日本
であってはならない。

◆荒廃里山、やぶ山林⇒農地として再生⇒原発事故で
努力が0⇒2014～畜産廃棄物を軸に時間をかけて再
生可能エネルギー事業の研究途上

◆新規就農サポート、農福連携模索
◆土壌スクリーニング事業（「人類史上最悪の原発事
故の汚染」について全国から361名の生協職員が参
加し放射能測定と実態把握）⇒農地再生加速

◆直売所・地産地消の振興⇒フードマイレージ（環境
負荷の削減）

◆環境保全活動団体の表彰、食育教材の提供
◆学校教育支援（農業体験、食育、原発事故で、子ど
もたちが土から遠ざけられた時期も含め）

◆女性組合員・職員の事業運営参画（途上国支援、学
習、福祉）

JA ふくしま未来…

日々の実践がSDGsにつながっている
日本協同組合連携機構『にじ』2018年夏号
ふくしま未来農協 代表理事組合長

菅野孝志さんの文章より

綱領の血肉化、
SDGとの親和性強



森林組合綱領とSDGs

私たち森林組合は、地域の森林管理主体として、地域の
森林を協同の力で育て守り続け、森林環境保全と林業発
展を通じて、地球温暖化防止へ貢献するとともに、水源
の保全、国土の安全、健全な森林環境と良質の木材を国
民へ提供しながら、健康で安心、豊かな住生活を支えて
いくことを使命とします。…略…そして、地域・全国・
世界の協同組合の仲間と連携し、平和とより民主的で公
正な社会の実現に努めます。

1 森林(もり)の恵みに感謝し、地球環境保全のため、

豊かな森林(もり)を未来に引き継ごう。
1 森林(もり)を守り育て林業と山村を活性化しよう。

…略…

◆持続可能な地域社会の実現
◆経済・社会・環境の3つの分野の統合的解決
◆そのための森林総合産業の構築
◆地域エネルギー自給、低炭素化
◆高齢化対応社会の創造
…循環型森林経営が可能となる前提として、
森林組合も含め、長期にわたり林業担い手の養成

日本協同組合連携機構『にじ』2018年夏号
全国森林組合連合会総務部長 佐々木太郎さん綱領の血肉化、

SDGとの親和性強

下川町（2017SDGsアワード賞）（北海道）

◆石央森林組合（島根県）

◆社会復帰促進センターとの連携による地域循環型森
林経営構築プロジェクト（コンテナ苗の生産を林福
連携で）…復帰促進センターの訓練生の受け入れ、
社会復帰への支援

⇒目標③すべての人に健康と福祉を
◆シルバー人材センターの高齢者のいきがい就労
⇒目標⑧働きがいと成長
◆農林中金による「みらい基金」初年度助成事業採択



労働者協同組合とSDGs

原 則

協同労働の協同組合は、共に生き、共に働く社会をめ
ざして、市民が協同・連帯して、人と地域に 必要な
仕事をおこし、よい仕事をし、地域社会の主体者にな
る働き方をめざします。尊厳あるいのち、 人間らし
い仕事とくらしを最高の価値とします。

１ 仕事をおこし、よい仕事を発展

２ 自立・協同・連帯の文化を職場と地域に広げます

３ 職場と地域の自治力を高め、社会連帯経営を発展

４ 持続可能な経営を発展

５ 人と自然が共生する豊かな地域経済をつくり出す

６ 全国連帯を強め「協同と連帯」ネットワーク拡大

７ 世界の人びととの連帯を強め、「共生と協同」の

社会をめざす

◆理念的には重なりあい、大（ディーセントワーク）
◆「してあげる」⇒「みんなでともにつくる」(パー
トナーシップ)

◆FECH自給圏形成⇒循環型＋持続可能な仕事／暮し

(里守型産業…環境＜社会＜経済の統合的取組み)

◆親和性の一方で…

何が希薄なのか、足りないのかへのアンテナ

日本協同組合連携機構『にじ』2018年夏号
ワーカーズコープ連合会センター事業団 岡安智生さん

◆センター事業団(兵庫県)

◆障害を持った人、サポートステーションに集う若者
…労働市場で不利な立場にいる人がひっぱる関係性

◆地域の担い手の一人として踏み出す
◆農業、農産物加工、自伐林業、再生可能エネルギー

◆はんしんワーカーズコープ(兵庫県)

◆就労困難者を中心にフラットな社会関係づくり
◆そこから意外かつ楽しい発想、発明 例「商店街
で森づくり」等



労働者福祉協議会とSDGs

「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」

（2020年ビジョン）中央労福協

・誰もが経済的困窮や社会的孤立に陥ることなく、豊か

に安心して暮らすことのできる地域づくり

・政策・制度要求の活動とともに、「助け合い・支え合

う」共助拡大の取り組み

・給付型奨学金制度の創設等要求、制度設計への参画・公開

◆2010年～中央労福協、市民団体で「フードバンク
を考える会」

◆2011年東日本大震災・福島第1原発事故～
埼玉労福協、セカンドハーベストジャパン連携
被災者、被災地支援…「フードバンク埼玉」始動

◆フードバンク研究会を重ねるごとに、参加者拡大
◆2015～生活困窮者支援指導(特に「制度の隙間」で
大変な思いをしている家庭支援)

◆2017 NPO法人フードバンク埼玉設立
◆運営方式
・多様な運営団体が共同運営…労協、県生協連、単
協(コープみらい、バルシステム、生活クラブ、医
療生協さいたま、各種NPO法人、JA埼玉、労組(連
合、労連)

◆支援対象の幅広さ(特に困窮者支援)

・行政窓口、市町村社会福祉協議会、自治体相談
窓口、地域包括支援センター、NPO(困窮者支援)団
体、県内こども食堂

2108 国際協同組合デー記念中央集会でのお話
フードバンク埼玉
埼玉労働者福祉協議会 永田信雄さん
埼玉生協連 岩岡宏保さん

SDGとの親和性強

「コープSDGs行動宣言」 日本生協連 2018.06

・持続可能な生産と消費⇒商品とくらしのあり方見直し

・地球温暖化対策推進、再生可能エネルギー利用・普及

・世界から飢餓や貧困をなくし、子どもたちへの支援

・核兵器廃絶と世界平和の実現をめざす活動を推進

・ジェンダー平等（男女平等）と多様な人々の共生

・誰もが安心してくらし続けられる地域社会づくり

・健康づくり、福祉事業・助け合い活動

生活協同組合とSDGs



協同金融とSDGs

労働金庫…理念・設立経過と大きく重なり

・あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。

多重債務防止・可処分所得向上、求職者等へ資金融資制

度等

・すべての人に包摂的・公正な質の高い教育確保、生涯学

習機会

・ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力

強化

・すべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

ディーセント・ワーク促進。

・NPOとの協働展開「ろうきん森の学校」…国連生物多様

性の10年日本委員会と連携

信用金庫・信用組合
・SDGsに対応して綱領本文・細則改定
・人権全般への言及、ディーセントワーク等を新設・強化

◆「ＮＰＯ事業サポートローン」2000春～
◆「エイブル・アート近畿」
＝(障害のある方の芸術活動を推進する市民芸
術運動支援2000年～→「エイブル・アート
近畿～ひと・アート・まち」近畿ろうきん

◆「子どもの貧困」
＝「働く仲間のゆめ・みらい基金」沖縄ろうきん

＝「子ども基金」 ＝地域のNPOやボランティア団
体対象。1団体5～10万円助成、活動支援

◆臨時・パート労働者等非正規勤労者への生活支
援としての低利生活資金・教育資金融資…金融
包摂

◆「コープぼうさい塾」地域の市民が集い、災害
時の発生事項を検討、自分を守り、ともに助
け合うことにつき学びあう企画(各地で開催、
日生協、地域生協と連携)



10.9 12.9 12.8 12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3
13.9

54.5
51.4 50.1

53.5

63.1
58.2 58.7

54.3
50.8

54.6
50.8

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

貧
困
率
％

貧困率の年次推移

子どもがいる現役世帯のうち、
大人が1人の世帯の貧困率

子ども貧困率

2「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/seigo_g_171005.pdfより作成

貧困線
（万円）
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◆貧困率は高位推移、2015に貧困率は低下したものの、基準となる「貧困線」の基準が、低下

→社会総体の貧困化



食をめぐる最近の動向から…食ビジネス加速的展開

 「宅配食材を自宅の調理家電に入れるだけで「有名店」

の味を楽しめる」朝日2017年9月27

 「国産ブランド牛のアジア富裕層への輸出拡大」朝日新聞2017年6月24日

 「生鮮含む高級食材の深夜配達」朝日新聞2017年4月21日

２「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

◆メディア…「有名」「高級」「ブランド」の活字が並ぶ
しかし…

◆日常的に食のアクセスがままならない層の拡大

→配食・給食事業等（適正価格、素材の良さ）
フードバンク、子ども・地域食堂のひろがり

日本の富裕層
（資産100万ド
ル保有）人数は
アメリカについ

で
世界2位！
約283万人

2016年

協同組合関係者による関与大
長野県高齢者生協配食事業

未収金増
2日に一度に
変更等



食を通じたセーフティネットづくり
共感・交流を土台に、集めること、届けること…いずれも、
広範囲で多様な人々による身近の拠点での日常的な関与必要

事業面・組織面で協同組合の力がもっとも発揮され得る領域の1つ！

こうした時代にあって…

長野県かがや
き生協(福祉)

全県的なネットワーク
フードバンク信州（中核的
な構成団体として県生協連、
JA長野中央会、労福協等、
高齢者生協、ワーカーズ
コープは単協及び事業所単

位で正会員）
事業所A

フードドライブ
事業所B

フードドライブ

生協組合員サークル活動

「協同畑」で野菜の提供
組合員、地域の協力者か

ら提供

困窮
者

ひとり
親世帯

支援
団体



疑問

福祉をめぐる最近の動向
制度枠「地域包括ケアシステム」＋「一億総活躍」＋財政支出の抑制

◆社会福祉政策の「地域化」…高齢者、障害者、児童、困窮者等に限定せず、誰もが
どの人生の局面においても対象となる。

◆これを地域で包括的・総合的に支援する仕組み（高齢者、引きこもり、障害者、
若年認知症、 難病患者、がん患者、自殺予防、困窮者他）

福祉のみならず、地域づくりの拠点、防災対応、文化財保護の担い手 としても

政府は「住民の主体的取り組み、多様な主体の連携」を推奨

誰が、どう担う
のか？

●自治体の力量に左右される→地域間格差拡大！
●一般の事業者は自治体の財政対応無しでは動かず。

２「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

これに加えて・・・

暮らしの総合性(食、医療、
福祉、生活支援等)で既に実
績ある非営利・協同組織へ
の期待…大
農協、漁協、生協、労福協、
森林組合、協同金融(労金等)

地域自治組織、NPO、社協

期
待



◆農協改革…農協法改訂（2016）による協同組合的性格の弱体化

２「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

期待…しかし同時に
今、協同組合の意義に逆行するような政策！？も…

◆水産庁による漁業制度改定構想「骨太方針」への組み込み（2018）
…漁協が担ってきた養殖業・定置漁業への企業参入の促進

◆森林経営管理法（2018.05）…法趣旨「林業経営の意欲の低い小規模
零細な森林所有者の経営を意欲と能力のある林業経営者につなぐ」

「成長産業
化」「競争力
強化」の名の
もと、協同組
合が担ってき
た公益的機能
【農・林・水
産の分野横断
的】を排して、
営利的な企業
の参入を促進◆TPP、CPTPP等 2017つどいの高橋巌氏講演参照、協同組合学会としても意見

◆政府の規制改革推進会議の農業ワーキンググループ会議(2016）の提言を

農業競争力強化支援法（2017）主要農作物種子法廃止(2017）
…自治体や農業試験場が持つ種子生産の技術や知識を民間企業に提供することを
求める

◆水道法改訂（2018→見送り）…「広域化や民間企業の参入を促すことで水道事業
の経営を効率化」

「効率化」
「民間意欲」
の名のもと、
公共領域を市

場化



資料
◆日本協同組合学会 2016 年秋総会にて

「＜特別決議＞地域に根ざす「いのち」と「くらし」を脅かすＴＰＰの批准に

反対する」声明を発信

◆声明のポイントは3つ

・第一に、同協定が掲げる「例外なき関税撤廃」が「（日本の）農林水産業に

大きな打撃を与え、国民の食料基盤のぜい弱化」をもたらすこと、

・第二に、数多くの非関税措置の撤廃は、「食の安全・安心を守る基準や制度

をはじめ、公的医療保険、保健・医療、金融・保険、政府調達、投資等の制

度」的基盤（=「いのち」と「くらし」の土台）を脅かすものであること、

・第三に、日本のグローバル企業が途上国の経済や環境、健康に負の影響を及

ぼしてきた現状を踏まえ、日本側は、同協定によって被害者となるのみなら

ず、加害者ともなりうること



２「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

「成長産業化」「競争力強化」

公益的機能が重要な農・林・水産の分野
横断的に、営利的な企業の参入を促進

「効率化」「民間意欲」

公共的領域を市場化

「新・自由主義」という考え方に基づく社会の組み立て
「強力な私的所有権、自由市場、自由貿易を特徴とする制度的枠組みの
もと、企業活動の自由とその能力とを無制約に発揮させることによって
人類の富と福利が最も増大する、と主張する政治経済的実践の理論」

（Ｄ．ハーヴェイに基づく規定）

規制改革

自分たちの組織、活動領域に限定せず、協同組合ひいては「公共的領域」がどう
改編されようとしているのかという、広角的な視点の重要性



◆2005年代に終息した全国総合開発計画に替わる「国土グランドデザイン」

・リニア新幹線軸に「スーパーメガリージョン」東京、大阪、名古屋大都市圏域相互連携

・地方都市…実質「切り捨て」を意図する「集中と選択」がキーワード

・「コンパクトシティ」や「小さな拠点」がその下位に位置付けられ、内発的に展

開してきたはずの住民自治や地域づくりが、上からの「評価」によってかく乱

◆「離島」…「我が国の主権と領土・領海を堅守」するために「外海の遠距離離島

に住民が住み続けることは国家及び国民の利益」「いわば「現代の防人」」

（「新たな国土のグランドデザイン（骨子）国土交通省2014年」

２「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

協同組合が依拠すべき「地域社会」に関わる制度・政策はどうなっているのか？

「国家の論理」で地域再編が急速に進展
⇒「選ばれない」地域の疲弊



２「今」という時代は、どのような特徴をもって進んでいるのか

EUもモデルになりにくい時代
◆EU統合「政治や社会とは切り離されたマネー経済の都合のみで軽率に進められた」

（西川・アマンベール『共生主義宣言』（2017 コモンズ）)

◆EU「（これまでは）埋め込まれた新自由主義」→「むき出しの新自由主義への回帰」
福原・中村・柳原『ユーロ危機と欧州福祉レジームの変容』（2015明石書店、p.107）

これまで「モデル」視されていたEUの社会政策や市民運動

今や日本と同じ課題を抱えている！？

EUの変質！？ しかし
…だからこそ参考になる。
日本にEUの情勢が近づいて
きた。

2000年代後半から、EUが加盟
国に厳しく求める「財政均
衡」（＝公的支出の削減）

EU市民による

反緊縮運動



３ こうした時代にあって、協同組合に求められる発想とは何か

協同組合と市民自治との連携
多様な主体・担い手とのパートナーシップ

協同組合と身近な自治体（住民自治）
との連携

協同組合間連携

協同組合と多様な
連帯経済との連携

◆国土・地域再編政策…(政府文書によれば)

・その「担い手」として「ソーシャ
ル・ビジネス」「地域ビジネス」
に期待(協同組合と地続き)

◆協同組合や市民事業にとっては留
意を要する点。

◆国家の論理を補完する道具とし
て、上から競争的に選ばれる市民
事業ではなく、国に対し、市民
自治の発揮・体現を最大限保障さ
せる、分断に翻弄されない連携を

①真の意味での
「補完性の原理」（注）の保障

注 補完性の原理…「…前略…下級の団体が自ら履行できる職務を、この団体から奪って、より広域の上級団体に
ゆだねることは不正義であり、同時にそれは、社会秩序に極めて甚大な被害を及ぼし混乱を与える」
出典;ヨーロッパ評議会「補完性の原理の定義と限界」（抄訳）杉原泰雄他編『充実した地方自治を求めて～資料 現代地方自治』勁草書房



３ こうした時代にあって、協同組合に求められる発想とは何か

②社会的共有財の保全

◆TPPに体現される分断の諸局面
→協同組合の重要な使命が映し出されている

〇自分たちの足元の生活基盤を守りぬく…これは協
同組合にとって誰にでも共有される当然の課題意識

〇それを成り立たせている社会の仕組みを、社会的共有
財として保全・拡充…この点が充分関係者で共有？

〇自らが内包する「排除」的側面への認識。協同組合自
身が、「共益」や「助けあい」を重視する一方で、そ
れを越える課題については、取り組む時期→SDGsへ

理念・実践面で、すぐれた困窮者支
援、途上国支援や平和運動、フェア
トレードを積み重ねる協同組合は多
数存在。そうした活動に学びつつ、
同時に国際社会における日本のふる
まいに、市民社会としてアンテナは
る必要。その拠点たる資源が、協同
組合には存在

公害規制、環境保全、食品安全、
医療・福祉等、市民が激しい攻
防を経て得た「共有財」数々あ
り。しかし制度化されたからと
いって安心はできず、絶えず、
その後退傾向を監視し続ける活
動が必要。



３ こうした時代にあって、協同組合に求められる発想とは何か

③社会的排除と闘い…SDGsとの関連

◆SDGs「誰も置き去りにしない」に多くの共感
◆協同組合が、SDGsのゴールに自らを照らし合わせてみ
ると、その親和性の強さを強く実感

◆他方SDGsは、従来の国連目標（貧困、飢餓削減等）
MSGと異なり、その取り組み対象が、開発途上国から、
先進国の貧困層へも拡大。途上国の貧困・飢餓や人権
侵害に対する対応が拡散、後手となる懸念もあり。

◆それぞれの我田引水的取り組み
・政府「誰も取り残さない」＝「一億総活躍プラン」
・企業 取り組み内容…経済活動や市場開拓に直結する

ものを優先選択
・協同組合は？

◆「持続可能な開発のための 2030 ア
ジェンダ」(2015年9月国連総会採択)…
「我々は誰も取り残さないことを誓う」
そのため「最も遅れている（脆弱 注）
ところに第一に手を伸ばすべく努力」
⇒協同組合が担う「排除との闘い」に
とって示唆的

◆「統合的アプローチ」の必要性
「すべての貧困撲滅、国内的・国際的不
平等との戦い、地球の維持、持続的・包
摂的・持続可能な経済成長を作り出すこ
と、並びに社会的包摂性を生み出すこと
は、お互いに関連し合っており、相互に
依存」
⇒協同組合は、各自が強みとできる目標
に安住せず、目標相互関連づけてこそ初
めて意味があることを、協同組合連携を
駆使してこそ提起できる。

注「脆弱」とは、国・地域については「特にアフリカ諸国、後発開発途
上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国は、紛争下や紛争後国」を、
また人々については、「子供、若者、障害者、HIV/エイズと共に生きる
人々、高齢者、先住民、難民、国内避難民、移民」および「複合的な人
道危機の影響を受けた地域に住む人々及びテロの影響を受けた人々」等



[例]食を通じたセーフティネットづくり（前のシートと重なる部分は薄字）
共感・交流の土台に、集めること、届けること…いずれも、広範囲で多様な人々による身近の拠点で

の日常的な関与必要

協同組合の力がもっとも発揮できる領域の1つ！

4 協同組合間協同をさらに一歩進めて…SDGsに接近するには
① 地域に先行して存在する連帯的な活動とのつながをどう大事にするのか

長野県かがや
き生協(福祉)

全県的なネットワーク
フードバンク信州（中核的
な構成団体として県生協連、
JA長野中央会、労福協等、
高齢者生協、ワーカーズ
コープは単協及び事業所単

位で正会員）事業所フード
ドライブ

事業所フード
ドライブ

組合員のサーク
ル活動

「協同畑」野菜
組合員、地域の協力者か

ら提供

従来の地域ネッ
トワーク

山谷（やま）農
場（小海町－信
濃のフードバン

ク）

当事者
団体、
支援団
体との
交流

はるな医
療生協

ダルク

大阪
シンマ
マ会

カラカサン

CTIC難民
救援

困窮
者

ひとり
親世帯

支援
団体

◆組合員が、生活の中から生み
出し持ち寄るものが、社会を動
かすことを実感できる場

地域にもともとある連帯的な活動
(NPO,市民活動)…そことのつなが
りをどう大事に育てるのか



◆自治体合併による大規模化の弊害から地域を守る取り組みとして…各地で地域自治組織の結成

 自治体や地域資源、地域組織の「合理化」の流れの中にあって、住民らが自主的に「福祉」「暮ら
し」を軸に、多様な課題を設定して地域づくりをする例も多く存在。

⇒教育、福祉、防災、特産品開発等に住民が自主的な議論や活動を展開。

関わった人たちのお話から見えてきた効果（長野県木曽町調査（田中）の例）

・地域をより深く理解する場となる、
・要求実現の「回路」を見つける場となる、
・住民自治の取り組みとはやや距離のあった事業者が加わることで問題の
発見や解決手法に幅。

・そのことに当事者が手ごたえを感じている、
・地域に本当に必要なものを見極めその負担構造を考える方向
・活動を通じて、新しい人間関係や信頼関係が醸成へ

上からの「地域共
生」にふりまわさ
れず、自分たちの
ペースで地域運営
の実態をつくり、
そこから制度要求
する必要

4 協同組合間協同をさらに一歩進めて…

②地域自治（住民自治）の担い手として

こうした地域の動きにもアンテナをはっていく必要



参考事例① 木曽町の地域自治組織と住民参加の部会活動、協同組合も参加

 木曽福島地区の地域自治組織および部会の仕組み

 地域自治組織は、同町の「まちづくり条例」を根
拠として設置されているが、旧町村単位で、その
組織のあり方、部会の設定は異なる。木曽福島の
場合、図表1に見るように、住民集会（代議制で
区から人口割りで選出された130名）の下に、地
域自治組織が構成され（「木曽福島地域自治組織
規約」第8条）、その代表者は、地域自治組織の
運営に当たる「地域協議会」において選出後、住
民集会の同意を得る（同規約 第7条）。協議会
には５つの「部会」が設置され、協議会のメン
バーは、「部会」において選出された部長、副部
長および公募住民によって構成される（同規約
第10条）。

 図表1 木曽福島地域自治組織の仕組み （同町
ホームページより）

住民集会

この部会に、地元の漁協、JAも
参画し、特産品開発等、地域の

商工業者と協働



参考事例②大分県臼杵市 地域社会の理解と
理念の共有を重視した社会関係づくりと森林整備

参考事例②大分県臼杵市 地域社会の理解と理念の共有を重
視した社会関係づくりと森林整備

上北地区自治会
協議会11地区から構成

流域住民

（臼杵市からの支援の受
皿。モデル地域がめざす
森林像への理解・共有）

臼杵市
（行政）

森林所有主を中心と
した地区組織

（集約の合意の取り付け等
例 中ノ川地区森睦会）

上北森林再生株式会社
（住民と水源利用企業が出資する

公共性高い事業体)

森林計画の申請・認定・軽作業

モデル地区申
請、整備事業
助成金申請

地区指定、
助成金支給

経営計画作成サポート（専門
家＝森林組合ОB派遣）

施業の協議

4 協同組合間協同をさらに一歩進めて…
③自治体とともに地域の課題を考える担い手として（渇水、流域保全、森林整備）

施業の主要部分は森林組合に委託

・2010から2年続いた渇水
・森林整備が急務「水資源を
守る臼杵市を創るための提
言」を受け、右事業実施。

①地域で森林計画の樹立やその
実施、合意形成に対応。

②臼杵市が市費で整備事業を推
進するため、森林整備の公共的
意義を地域で共有できる設計
＝山林所有者以外の住民を含む
「地区自治会協議会」を市助成
金の受け皿とし、流域住民全体
が整備事業の意義を共有

③施業の主要部分は地元森林組
合が実施。軽度作業については、
集落での雇用を創出。山主等、
地元住民が作業に従事。



参考事例②大分県臼杵市「食」をめぐる多様な実践～自治体と協同事業者連携

蓄積されてきた、地域の「食」をめぐる多様な動きの存在

生産者、市民、行政、食関連事業者等の幅広いコミットメント

臼杵市では学校給食センター設立時（2000年9月）～市内農産物中心に使用

 市内農産物割合1/4（地元農産物比率の高さに加え、地元出荷者50名のうち
11名は有機農業者である等質の探究が多様に行なわれている）。

 同市では2001年、環境保全型農業の受託組織として農協と連携し（社）臼
杵市環境保全型農林振興公社を設立、2006年以降この公社を中心に有機た
い肥使用農産物の普及に取り組んできた。

 「臼杵市有機農業推進計画」（2009年）を策定、2010年には完熟たい肥を
提供する「臼杵市土づくりセンター」を立ち上げ、同センターの堆肥使用
等を促す市独自の有機農産物認証制度「ほんまもん」を導入。

 市内の生協、Aコープ等で市が認証した「ほんまもん」の農産物を提供。

 廃校利用した養殖事業「磯端会議」

 水産業普及指導員、自治体、市民、漁協関係者で特産魚振興、「百年弁
当」の開発

同市での「食」の取り組みは、ドキュメ
ンタリー映画「100年ごはん」（大林千茱
萸監督 2014年公開）として発信

地域の食文化の豊かさや、食文化への人々の関わりの豊かさを背景とし
て、これを「就労準備支援プログラム」(＝生活力向上セミナー)、第一次
産業関連の就労支援事業につなげて展開



市 場（肥大）

公共経済の市場化、生活世界の市場
化により肥大傾向

営利原則のもとディーセントでない働き
方・当事者参画不在の財・サービス

公 共（縮小）

市場経済によって発生した「格差」を
是正する機能が減退傾向

公共領域の市場化の増加傾向

官製ワーキングプアの創出

社会的経済／連帯経済（協同
組合、社会的企業）

公共経済及び相互扶助の一部を
「連帯経済」として再構成⇒事業
の持続性を確保

人間が大事にされる働き方

公共・市場へ、人々が大事にされ
る仕組みを要請

地域づくり／たすけあい／地域通貨

協
同

対
抗
経
済

規制・新しいルー
ルづくりの提案 競争原理へ

の同化圧力再分配機能の
拡充要請

小さな
経済

中規模
経済 連携

コス トカッ
ト委託

5 まとめ 協同組合が連携しながら、大きく何を展望するのか？

『協同組合の思想と実
践』関するユネスコ無形
文化遺産登録（2016年11 月）

協同組合＝
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
決策を編み出す」主体

創意工夫を社会に投げ
かけながら最も脆弱」
な層を大事にできる社
会構想へ


