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＜要 旨＞
○中小企業の組織化は、結束による効果実現と施策受け入れの媒体として必要となる。
○組織化の目標・機能は、規模の利益の実現、経営資源の相互補完、集団全体の改善発達、の
3点に整理できる。ただ、この視点に縛られることなく様々な角度から分析を試みるべきであ
ろう。
○組織化に期待される役割についてみると、従来型の同業種・同業態の量的集積による規模の
利益を実現する重要性は相対的に低下し、経営資源の相互補完による様々な戦略的な連携が
注目されるようになった。その最も有力な母体として期待されるのは中小企業組合である。
○金融事業は、中小企業が相互扶助の精神のもとに組合としてより大きな信用力をつくりあげ、
金融上の隘路を解決しようとするところにその意義がある。ただ、実務の過程で技術的に難
しい問題が多い。
○共同事業の変遷をみると、主な事業の実施率が総じて上昇しているなか、かつての中心事業
であった金融事業の実施率低下が際立つ。
○近年新規に実施された共同事業としては、
「外国人技能実習生受入」が注目される。
○現在組合が重視しているテーマは、組合活動の原点となる「組合員相互の交流連携活動」や、
「人手不足対応」
、
「人材育成・強化」などである。
○約3 割の組合は、意識の有無に関わらず SDGsに向けた活動に取り組んでいる。また、少数
ながら「物的資源」や「人的資源」を共通使用する、シェアリングエコノミーの取り組みも
みられる。
○現在金融事業を実施している組合は3割程度で、消極的な対応が目立つ。その一方組合金融
の持つセーフティネット機能を評価・重視し、事業を継続する組合もある。
○共同事業はあくまでも組合の目的を達成するための手段の1つであり、その内容や方向性は、
組合の基本方針に沿って決められるべきである。目先の成果や目新しさに拘泥することなく、
中長期的な視点に立ち、目的達成のために今必要と考える取り組みに力を注ぐべきであろう。
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おわりに

では共同事業の実施状況について新旧比較を
行い、その変遷を概観するとともに、新たな動

労働力の確保、人材の育成・強化、働き方

きや昨今注目されているテーマなどへの対応を

改革の推進、事業承継、防災・BCP、SDGs へ

確認する。第3章では先進的な共同事業と、伝

の対応等中小企業が取り組むべき課題は山積

統的な共同事業である金融事業の取り組み事

している。中小企業は「自助」の精神のもとこ

例を紹介し、共同事業の多様性を浮き彫りにし

うした課題に取り組んでいく必要がある。しか

てみたい。最後の第 4 章ではこれらの取り組み

し中小企業が個の力だけでこれらの課題に立ち

を整理・分析することで、組合活動の考え方や

向かっていくことは並大抵ではない。こうした

意義、効用や効果、今後の方向性などについて

なか「相互扶助」の精神のもと、利活用可能な

考察を試みる。

有形・無形のリソースを探索・入手し、結合・
アレンジすること等により、組合員を支援する
組合の取り組みが注目される。その一方、既往

１ 組織化の必要性と共同事業
わが国経済は、少子・高齢化、グローバル化、

の共同事業においても環境変化に応じてその内

空洞化による集積縮小、IT・AIの進化による

容や業務プロセスを見直し、組合員の経営を支

第 4 次産業革命と呼ばれているデジタル経済を

え続ける「いぶし銀」のような組合の取り組み

ベースとした技術革新などの構造的な変化に直

も見逃せない。

面している。しかもその変化のスピードは速く、

本稿ではまず第1章で組織化の必要性を確認

経済面、企業経営面では様々な課題が生じて

し、共同事業の考え方やカテゴリーを整理する。

きている。また社会面に目を転じると、地球環

また、代表的な共同事業である金融事業の意義

境問題の深刻化、格差の拡大による社会の分

や実施体制などについて説明する。次に第 2章

断、
社会的紐帯の希薄化などによる「不安社会」
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の到来を危惧する声が大きくなってきている。

巻く様々なステークホルダーとの関係強化も含

2015年9月には世界が取り組むべき課題として

むものと考える。②の経営力については、生産

国連総会で「持続可能な開発計画（SDGs）
」

性の向上等定量的な効果に注目が集まりがちで

が採択された。こうしたなか企業経営のスタイ

ある。しかし定性的な面、例えば地域にとって

ルは大きく変化してきており、中小企業組合の

なくてはならない企業として高い評価を得るこ

あり方にも少なからぬ影響を与えている。本章

とも企業価値を高め、経営力の強化につながる

では組合の共同事業の必要性や考え方などに

はずである。③については外部経済性や公共

ついて改めて考えてみたい。

性を発揮し、業界のみならず地域社会やサプラ
イチェーン内の関係者などと共存共栄を図って

1.1 組織化の必要性
全国中小企業団体中央会（以下「全国中央会」
と記す）の『中小企業組合組織論』
（2020 年版）

いくことが、畢竟、組合員のレジリエンスを強
化することにつながると考える。
また施策受け入れの媒体としての必要性に

では、“中小企業の組織化は、中小企業の結束

ついて同書は “中小企業の組織化は中小企業へ

による効果実現と施策受け入れの媒体として

の政策普及の担い手であり、同時に、中小企業

必要である。
” と論じている。そして効果実現

の要望や意見を集約して政策実現を求める主

については以下の3 つの意味があると記してい

体でもある。
” と論じている。実際に国や地方

る 1。

公共団体などは、中小企業組合を通じて中小

①外部に対して交渉力をもつことができる。

企業に様々な支援策を講じている。組合員は組

②中小企業自身の経営力を強くすることがで

合を通じて制度融資や補助金などの情報を入

きる。

手している場合が多い。

③業界全体の課題に取り組むことで外部環
境変化への対応力を強くすることができる。

1.2 共同事業の考え方

中小企業および中小企業組合を取り巻く環

代表的な中小企業組合である事業協同組合

境が大きく変化するなか、本稿ではこれらの意

は、相互扶助の精神に基づき経営の近代化・

味を広義に解釈することとしたい。例えば、①

合理化と経済的地位の改善向上を図るために

については同書では “中小企業間の過当競争を

共同で様々な事業を実施している。中小企業組

抑制し、取引先に対する地位を強化するために

合は、組織化の必要性に基づき設立され、共同

重要である。
” と論じているが、中小企業間の

事業を通じて組織化の意味を具現化する。ここ

他にも中小企業と大企業との間にも価格を含め

では共同事業の目標・機能について考えてみ

た様々な競争があり、こうした軋轢を緩和、回

たい。

避することも含める。さらに取引先との関係の
みならず、従業員や地域社会等中小企業を取り

前述の『中小企業組合組織論』等によれば、
組織化の目標・機能を分析し、以下の3点に整

１ 同書 pp.5-6
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理している 2。

とでシナジー効果を生む、つまり㈡につながる

㈠規模の利益を実現する

場合もある。そして組合員が互いに協力して事

㈡中小企業の保有する経営資源を相互に補完

業活動を行うことにより、共同事業のパフォー

する
㈢業界等一定の集団全体の改善発達を図る
現実の組合活動、共同事業は多種多様であ

マンスが向上すれば、組合員の効用は増加し、
プラスサムの効果が得られる。大胆に言えば、
共同事業はすべて最終的には㈢の集団全体の

り、その取り組みを分析する場合には様々な切

改善発展を目標とする活動といえなくもない。

り口が考えられるが、
本稿では共同事業の目標・

なおここでいう効用には、会計上の定量的なも

機能をこの 3 つの視点からみていくこととし

のだけではなく、信用、ブランド力などの定性

たい。

的なものも含めるものとする。

なお補足すると㈠は共同で事業を実施するこ

以上共同事業の目標・機能を先行研究に基

とで取引ロットを大きくし、1取引あたりの平

づき3点に整理してみたが。この視点に縛られ

均費用を引き下げることである。共同仕入・購

ることなく様々な角度から分析を試みるべきで

買が典型的な例である。㈡は経営資源を共有

あろう。共同事業が組合の意図していなかった

化することによって固定費を分散させる「範囲

効用をもたらし、成果を生んでいる場合もある。

の経済」や、異なる経営資源を共用・多重利用

本稿の見方はあくまでも1つの切り口に過ぎず、

すること等により新たなアウトプットを生み出

複眼的な視野を持って共同事業の目標や機能

す「連結の経済」の実現を志向するものである。

及び効用や効果についても考えることが重要で

㈢については広義に解釈し、業界のみならず地

あろう。

域やステークホルダーなどを含めた集団全体の
利益に資する取り組みを包含するものと考え

1.3 共同事業の種類と類型

る。組合の構成員のなかには長年にわたり地域

共同事業を目的別にみると経済事業と非経済

に密着したビジネス、社会貢献活動を続けてい

事業に大別できる。
「中小企業等協同組合法」
（以

る企業が少なくない。また組合を中心にこうし

下「中協法」と記す。
）ではこうした視点から

た組合員が連携し、地域社会の維持・強化や

の分類はしておらず、事業協同組合（及び事業

地域の課題解決、伝統文化の承継などに取り

協同小組合）は図表1 の7つの事業の全部又は

組んでいる例は少なくない。

一部を行うことができると定めている。

ただ実際の共同事業の目標・機能は、この3

第 1 番目には、“生産、加工、販 売、購買、

つのどれか1つに限定されるものではなく、複

保管、運送、検査その他組合員の事業に関す

数の目標・機能を有している場合も多い。例え

る共同事業” が挙げられている。

ば㈠を意識した取り組みが結果的に組合員間

2 番目には、“組合員に対する事業資金の貸

の連携を強化し、異なる経営資源を持ち寄るこ

付け（手形の割引を含む。
）及び組合員のため

２ 同書 pp.7-9 及び全国中小企業団体中央会（1991）pp.168-169
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（図表 1）法律上の共同事業の種類

では実際の組合の現場ではどのような事業に
取り組んでいるのだろうか。全国中央会では、

事業の種類
一

組合員の事業に関する共同事業

二

金融事業

三

福利厚生事業

ている（
「その他の事業」を除く）3。そのなか

四

教育・情報提供事業

五

新分野開拓支援事業

には共同購買、共同販売、金融などの伝統的な

六

団体協約の締結

事業とともに、昭和の時代には想像もできなか

七

上記附帯事業

った外国人技能実習生受入事業が紹介されて

（出所）中小企業等協同組合法

主な共同事業の種類として11の事業を紹介し

おり、組合員ニーズの変化が確認できる。ちな
みに全国中央会では共同事業を「基盤支援事

にするその借入れ”、すなわち金融事業が挙げ

業」
、
「共同化事業」
、
「新分野開拓支援事業」
、
「連

られている。また、中協法第9条の二の10では、

携・交流支援事業」
、の4 類型に大別している 4

“定款で定める金融機関に対して組合員の債務

（図表2）
。
「基盤支援事業」は、組合員が行って

を保証し、又は、その金融機関の委任を受けて

いる事業の種類や内容に関係なく、組合員の経

債権を取り立てることができる。
” と規定してい

営全般にかかわる事業であり、金融事業、福利

る。金融事業は広義にはこれらの他に組合員が

厚生事業、人材育成、情報提供事業などがこ

有する売掛債権の買い取り、組合員の借入の

れに該当し、非経済事業が多い。
「共同化事業」

斡旋などを含む。

は組合員が現在実施している事業の一部を組

なお、1997 年の中協法改正により、共同事

合の事業として行うもので、事業の一部統合の

業に「新分野開拓支援事業」が追加された。

意味をもっており、経済事業である。今日では

改正前は、組合員が組合の定める組合員の資

異業種組合が増加していること、組合員のビジ

格事業に関連しない事業分野に進出する場合

ネスモデルが多様化していることなどから、共

には、組合事業として支援することはできなか

同化事業の利用組合員が限定されてしまう場合

ったことを考えると画期的な改正であった。

もでてきている。

（図表 2）機能に基づく共同事業の類型
事業の類型

主な事業

基盤支援

金融、福利厚生、人材育成、情報提供、共済、施設共同利用、運送・保管、調査研究、事務代行

共同化

購買・仕入、生産・加工、販売・加工、宣伝・市場開拓

連携・交流支援

産学官連携、異業種交流

新分野開拓支援

新技術・新製品開発・新市場開拓

（出所）全国中小企業団体中央会（2004）『平成 16 年版中小企業組合白書』pp.1-2に基づき筆者作成

３ 全国中小企業団体中央会（2020c）pp.12-15
４ 全国中小企業団体中央会（2004）pp.1-2
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なお「連携・交流支援事業」は非経済事業

を幅広く探してきて（知の探索）
、それを自分

であり、事業そのものが組合員に直接経済的な

が持っている「既存の知」と組み合わせ、深堀

メリットをもたらすものではないが、大きな可

する（知の深化）ことの重要性を提示・検証し

能性を秘めている。中協法に基づき組合が設立

ている。こうした異なる知の新しい組合せから

されはじめた当時は、組織化の主目的は㈠規模

高付加価値ビジネスが生まれるのである 6。当

の利益を実現する、ことであったことから、同

該事業はまさにここでいう「知の探索」につな

質を母体とした同業種型組合が中小企業組合

がるものといえる。また組合がこうした情報の

の主流であった。その後高度経済成長期、安

結節点を多く保有することでハブ機能を発揮す

定成長期、バブルの生成・崩壊を経て、わが国

ることができればそのメリットは大きい。ネッ

経済は多品種・少量生産型の低成長経済に移

トワーク上に流れる情報や知識をコントロール

行していった。そして現在は少子・高齢化、グ

することが可能となり、組合員の情報探索コス

ローバル化、空洞化と産業集積の縮小、情報

トを抑えることができるからである 7。

化の進展、IT・AIの進化等構造的な変化に直
面している。社会面に目を転じると、ソーシャ

1.4 金融事業の意義と実施体制

ルビジネスへの対応、SDGs への取り組みの強

中小企業組合の共同事業の歴史について語

化なども大きな課題となっている。こうしたな

る際には、金融事業について説明を行う必要が

か組織化に期待される役割も質的に転換を遂

あるだろう。1963 年に制定された「中小企業

げてきた。すなわち、従来型の同業種・同業態

基本法」では、二重構造問題 8 の解決を図るこ

の量的集積による㈠規模の利益を実現する、重

とが政策の基本に位置づけられ、
「社会的弱者」

要性は相対的に低下し、㈡中小企業の保有す

である中小企業の経済的社会的制約による不

る（異なる）経営資源を相互に補完する、様々

利を是正することが具体的な政策目標とされ

な戦略的な連携が注目されるようになった。そ

た。中小企業が事業資金を調達することは容易

の最も有力な母体として期待されるのは中小企

ではなかった。こうしたなか「金融」
「
、組織化」
、

業組合である。

「診断・指導」を3 本柱として中小企業施策が

すなわち組合が連携・交流をコーディネート

推進されることとなった。そのためかつては組

し、内外の関係者の結節点としての役割を果た

合の代表的な共同事業といえば金融事業であ

すことで、組合員は異業種・異業態から自身の

った。金融事業は、中小企業が相互扶助の精

知らない多様な情報や知識に触れることができ

神のもとに個々の信用力を1つに集結し、補完

る。ジェームズ・マーチの「知の探索・知の深

しあって、組合としてより大きな信用力をつく

化の理論」5 は、自分の知らない「既知の知」

りあげ、金融上の隘路を解決しようとするとこ

５ March,.J.G.（1991）pp.71-81.
６ 入山（2019）p.232
７ Burt,R（1992）
８「昭和 32 年度年次経済報告（経済白書）
』
（1957）では、“わが国の雇用構造は、一方に近代的大企業、他方に前近代的な労使関係に立つ小企業及び家族
経営による零細企業と農業が両極に対立し、中間の比重が著しく少ない” と分析している
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計画について総会（又は総代会）の議決を経

ろにその意義がある。

ておく必要がある。
併せて組合の最高借入限度、

金融事業は、組合が組合員に対して、事業
上必要となる資金調達を支援する金融サービス

1組合員に対する貸付金（手形割引を含む）及

である。組合員に対する貸付についてみると、

び1組合員への債務保証額の最高限度などの議

その原資は組合の自己資金または金融機関から

決を得ることが望まれる。また事業運営を円滑

の借入金であるが、多くの場合は後者であり一

に進めるために、最初に金融規約を制定し、貸

般的に「転貸」と呼ばれている。そのため組合

出期間、担保、保証、利率、手数料等の基準

が事業を円滑に実施していくためには、まず取

やこれらの見直しを含めた運用のルールを定め

引金融機関の信頼を得ることが必要不可欠とな

ることが肝要である。運営面については、迅速、

る。組合は事業実施体制を構築し、適正に事

適正な対応を図るために金融委員会あるいはこ

業を運営していくことが求められる。制度の主

れに準じる審査機関を設けている例が多い 9。

な検討事項については図表 3 の通りであり、事

なお組合員に対する貸付事務の基本的な流れ

業を行うにあたっては、毎事業年度、当該事業

は図表4 の通りである。

（図表 3）金融事業制度の主な検討事項
制定機関

運用の基準

総会

定款、金融事業規約、金融委員会規約、事業計画・収支予想

理事会

金融事業規程

〇借入金額の最高限度
〇1組合員に対する貸付
（含、手形割引）
または
1組合員のためにする債務保証金額の最高限度

（出所）商工中金（1983）『組合金融事業の手引』p.2に基づき筆者作成

（図表 4）貸付事務の基本的な事務の流れ
④審査

③付議

金融委員会等

②調査

⑤意見具申

①借入申込
組合員

⑨契約締結等

⑥貸付の可否決定

理事会等

⑩貸付金交付

⑨契約締結等

⑧貸付決定

⑦借入申込

⑩貸付金交付

事務局

金融機関
（出所）商工中金（1983）『組合金融事業の手引』p.3に基づき筆者作成
９ 金融委員会は理事会の諮問機関として設けられる
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ただ、金融事業は実務の過程で技術的に難

への取り組み、現在組合が重視しているテーマ

しい問題が多い。組合が貸倒損失等のリスクを

や中小企業への浸透に課題があるとされている

回避しつつ組合員の事業発展に貢献するため

SDGs への対応、生産性向上に資するシェアリ

には、審査体制の整備を図るとともに実務担当

ングエコノミーについても確認する。他方かつ

者が法律、財務等金融関連の基本的な知識を

て共同事業のなかで中心的な役割を担っていた

身につけ、適切な運営を行う必要がある。とは

金融事業にも着目し、その取り組みスタンスや

いえ金融に詳しい人材が組合内部にいるとは限

事業に対する評価の変化などについて整理する。

らない。実務に際しては取引金融機関からの情

なお1981年調査時点では、火災共済事業の

報や助言が貴重となる。金融委員会のメンバー

専業組合である「火災共済協同組合」は事業

には組合役員、組合員のみならず、金融機関職

協同組合とは異なる類型であったが、2012 年

員など金融面に明るい人材を選ぶこともでき

の法改正により当該類型は廃止され、その多く

る。こうした点からも組合は常日頃から金融機

は事業協同組合に包含されることとなった。従

関とのコミュニケーションを確保し、信頼関係

って以下の2019 年調査の数字は「火災等共済

を構築していくことが重要になってくる。なお

組合」11 を除いたものである。

組合の金融事業を支援する代表的な金融機関
としては、商工中金が挙げられる。

ちなみに1981年といえば、中小企業組合数
が 58,721（同年3月末の数字）とピークに達し

ちなみに上記は金融事業の内部管理態勢を

た年である 12。その後解散組合数が設立組合数

構築するための原則的な枠組みであり、実際の

を上回る状況が続き、2002 年以降は18 年連続

業務執行に際しては、信用リスクの大小に応じ

で組合数は減少している。その結果、2019年3

てメリハリをつけて適宜柔軟に対応している 10。

月末の組合数は35,917とピーク対比約4 割の減

例えば、総会等で定めている1組合員あたりの

少となっている。

貸付（転貸）限度額で、かつ一定の条件満た
している（信用リスクが小さい）場合は、理事
会等最終的な意思決定機関への報告は事後で
も可とする扱いを許容するなどの運用例もある。

２ 共同事業の変遷
本章では1981年と2019 年の調査の結果を比

2.1 共同事業実施状況
（１）1981年調査
商工中金調査部では、1981年 2 月に事業協
同組合を対象としたアンケート調査を実施して
いる 13。共同事業については32の選択肢を設け、
その実施状況（実施率）を調査している。実施

較することで、事業協同組合の共同事業実施

率が最も高かったのは、
「資金の貸付」
（88.9％）

状況の変遷を概観する。さらに新たな共同事業

であった（図表 5）
。9 割近くの組合が実施して

10
11
12
13

理事会等の招集が月1回と定められている場合などは、原則に拘った運用では組合員への資金交付に時間がかかり、機動的な対応ができない
2014 年 4 月1日に存する「火災共済協同組合」は、改正後の「火災等共済組合」として存続することとなった
全国中小企業団体中央会（2020b）p.58
商工中金（1981）
。調査時点1980 年12 月31日、調査実施時期1981年 2 月、調査対象組合 5,079 組合、回答組合 4,486 組合
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（図表 5）共同事業実施状況（1981 年調査）
順位

選択肢

実施率（％）

（２）2019年調査
2019 年に商工中金と当財団は「組合実態調

1

資金の貸付

88.9

2

資金の斡旋

45.0

3

債務の保証

35.8

報告書』
）
。共同事業については31の選択肢を

4

共同購入

34.5

5

その他の情報関連

32.3

設け、その実施状況（実施率）を調査してい

6

建議・陳情などの政策活動

19.8

7

その他共同福利厚生

19.3

以下同じ）についてその結果をみると、実施率

8

共同教育訓練

18.3

8

セミナー開催・機関誌発行

18.3

が最も高かったのは、
「組合員、従業員の福利

10

共同宣伝・販売促進

18.0

厚生」
（40.8％）であった。以下「共同仕入・

11

各種共済事業

17.4

12

その他の共同施設提供

16.9

購入」
（40.4％）
、
「組合施設（駐車場、会議室等）

13

市場調査・開発

16.6

の賃貸」
（30.5％）
、
「教育訓練・人材開発」
、
「資

14

共同販売

15.6

15

共同受注

12.7

金の貸付、手形割引」
（ともに22.0％）
、
「保険

（出所）商工中金（1981）『組合実態調査報告書』p.37に基づき筆
者作成
（注）実施率 10％以上抜粋

査」を実施している（
『2020 年版組合実態調査

る 16。事業協同組合（火災等共済組合を除く、

代理業務」
（21.8％）
、
「共同販売」
（19.7％）
、
「共
同受注」
（17.1％）の順に続いている（図表6）
。
「資金の貸付、手形割引」は第 4 位と上位に
はランクされているが、1981年の調査結果と比

おり、ダントツの第1位であった。以下「資金

較すると実施率は▲ 66.9％ポイントと大幅に低

の斡旋」
（45.0％）
、
「債務の保証」
（35.8％）
、
「共
同購入」
（34.5％）
「
、その他の情報関連」
（32.3％）
の順となった。調査対象が商工中金と貸出取引
のある組合であったこともあるが、上位 3 位ま
でを金融事業が占めており、
「売掛債権買取」
（3.4％）を含めると共同事業実施組合のうち
92.9％が何らかの金融事業を実施していた 14。
ちなみに1984 年 3月の全国体中央会の調査に
おいても、事業協同組合の「資金の貸付」実
施率は58.6％と過半数を占め、最も実施率は高
かった 15。
このように当時は共同事業といえば金融事業
であったといっても過言ではない。

（図表 6）共同事業実施状況（2019 年調査）
順位

選択肢

実施率
（％）

1

組合員、従業員の福利厚生

40.8

2

共同仕入・購入

40.4

3

組合施設（駐車場、会議室等）の賃貸

30.5

4

教育訓練・人材開発

22.0

5

資金の貸付、手形割引

22.0

6

保険代理業務

21.8

7

共同販売

19.7

8

共同受注

17.1

9

高速道路等利用料金の共同精算

15.1

10

共同宣伝・販売促進・イベント主催

13.0

11

共済事業

10.6

（出所）商工中金・商工総合研究所（2020）『組合実態調査報告書』
2020 年版 p.49に基づき筆者作成
（注）実施率 10％以上、火災等共済組合を除く

14 金融事業実施組合数÷1つ以上の共同事業実施組合数、で算出
15 全国中小企業団体中央会（1984）
16 中小企業組合を取り巻く環境は大きく変化しており、1981年と2019 年の調査では選択肢は異なる。例えば 2019 年は情報関連の選択肢はない
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下している（図表 7）
。また事業協同組合の金融

施率低下が際立っている。

事業の実施率は30.1％となっており、1981年の
調査結果を62.8％ポイント下回る結果となっ

2.2 新たな共同事業

た。前述した1984 年の全国中央会の調査結果

2019 年調査では、現在実施している事業と

と比較しても20％ポイント超える低下となって

して回答組合の15.1％が「高速道路等利用料金

いる。さらに最近 5 年間に縮小・廃止した事業

の共同精算」を挙げている（前掲図表6）
。また、

をみると、
第1位は「資金の貸付、
手形割引」
（33.5

同調査では現在実施している事業のうち、最近

％）となった。3つの調査はそれぞれ対象組合

5 年間に新規に開始した事業を聴取している。

抽出の基準が異なっているため単純な比較はで

結果をみると、
「外国人技能実習生受入」
（9.5％）

きないが、金融事業の実施率が大幅に低下して

が第5 位にランクされている。いずれも1981年

いることは明らかである。

調査時点では存在しなかった事業である。両事

一方1981年の調査結果と2019 年の調査結果

業の概要については以下の通りである。

から、金融事業以外の主な共同事業の実施率

高速道路等の別納割引制度は1963 年に料金

の変動状況をみると、
「組合員、従業員の福利

の後納制度として導入され1966 年から大口利

厚生」
（19.3％→ 40.8％）
、
「組合施設（駐車場、

用者の定着と大量利用の促進を図る目的で導入

会議室等）の賃貸」
（16.9％→ 30.5％）
、
「共同

された。その後割引差益を享受することを目的

仕入・購入」
（34.5％→ 40.4％）
「
、共同受注」
（12.7

とする不正利用が発生したこと等から、当制度

％→17.1％）
、
「共同販売」
（15.6％→19.7％）
、
「教

は2005 年 3月末に廃止され、翌月からETCの

育訓練・人材開発」
（18.3％→ 22.0％）は実施

利用を前提とした 大口・多頻度割引が導入さ

率が上昇している 17。このように共同事業の中

れた。組合が実施する「高速道路等利用料金

では、かつての中心事業であった金融事業の実

の共同精算」事業は、一般的には組合員の

（図表 7）主な共同事業の実施率の差異
1981 年調査結果
選択肢

2019 年調査結果
Ⓐ実施率
（％）

選択肢

Ⓑ実施率
（％）

Ⓑ－Ⓐ
増減
（% ㌽）
▲ 66.9

資金の貸付

88.9 資金の貸付、手形割引

22.0

共同購入

34.5 共同仕入・購入

40.4

5.9

その他共同福利厚生

19.3 組合員、従業員の福利厚生

40.8

21.5

共同教育訓練

18.3 教育訓練・人材開発

22.0

3.7

共同宣伝・販売促進

18.0 共同宣伝・販売促進・イベント主催

13.0

▲ 5.0

各種共済事業

17.4 共済事業

10.6

▲ 6.8

その他の共同施設提供

16.9 組合施設（駐車場、会議室等）の賃貸

30.5

13.6

共同販売

15.6 同左

19.7

4.1

共同受注

12.7 同左

17.1

4.4

（出所）図表 5，6に同じ、
（注）2019 年調査では火災等共済組合を除く
17 選択肢の文言が多少相違している場合でも、ほぼ同じ内容とみられるものは同一事業とみた
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ETCコーポレートカード取扱業務と高速道路

受入れ、傘下の実習実施者で技能実習を実施

利用料金割引計算業務を指し 18、組合員のコス

する。実習生の受入れについては後者の「団体

ト削減や業務の効率化に寄与する。

監理型」が総在留者数の97.6％と圧倒的多数を

外国人技能実習制度は、1960 年代後半頃か
ら海外の現地法人などの社員教育として行われ

占めている 19。また、
「監理団体」の約95％は
中小企業組合である 20。

ていた研修制度が評価され、これを原型として

なお 2019 年には深刻化する人手不足に対応

1993 年に制度化されたもので、2010 年には在

するため、
「特定産業分野」において、一定の

留資格「技能実習」が新設された。制度の内

専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を

容は、外国人技能実習生が、日本において企業

受入れることを目的と特定技能制度が創設さ

や個人事業主等の「実習実施者」と雇用関係

れた 21。

を結び、出身国において修得が困難な技能等の
修得・習熟・熟達を図るもので、国際貢献を目

2.3 現在組合が重視しているテーマ

的としている。受入れ方式には、
「企業単独型」

2019 年調査では組合が重視しているテーマ

と「団体監理型」の2つがある。前者は、実習

（第1 位、2 位、3 位）について聴取している。

実施者が海外の現地法人、合弁企業や取引先

事業協同組合についてみると、第1位に挙げら

企業の職員を受入れて技能実習を実施する。

れた項目の中では「組合員相互の交流連携活動」

他方後者は、事業協同組合や商工会等の営利

が 27.8％と最も多くの回答を集めた（図表8）
。

を目的としない団体（
「監理団体」
）が実習生を

以下「人手不足対応」
（16.6％）
、
「人材育成・

（図表 8）重視しているテーマ第 1 位（N=1,695、3 項目以内選択）
順位

選択肢（総数 22）

実施率（％）

1

組合員相互の交流連携活動

27.8%

2

人手不足対応

16.6%

3

人材育成・強化

7.0%

4

組合活動に資する補助金の取得、情報の収集

5.8%

5

販売・受注ルートの開拓

5.5%

6

共同宣伝や見本市、展示会の開催など販促活動の推進

4.3%

7

事業承継支援

4.1%

8

防災、ＢＣＰ

3.4%

9

ブランド化、品質の保証・維持等による非価格競争力の強化

3.0%

10

その他

2.9%

（出所）商工中金・商工総合研究所（2020）『組合実態調査報告書』2020 年版のデータに基づき筆者作成
（注）火災等共済組合を除く上位 10 項目
18 ETCコーポレートカードは東／中／西日本高速道路株式会社（NEXCO）が発行し貸与するカードで、ETC 時間帯割引、車両単位割引、大口・多頻度
割引等のさまざまな高速道路割引制度が受けられる
19 法務省・厚生労働省（2020）p.6。2019 年度末「技能実習」に係る在留者数に基づく比率
20 2020.8.6 現在の「監理団体一覧（一般監理事業）
」
、
「同（特定監理事業）
」
（外国人技能実習機構 HP）より算出
21 2020.8.20 現在1,000を超える組合が同制度を支える「登録支援機関」の登録を受けている。
【事例 G】協同組合若越も2019 年 9 月に登録を受けている（法
務省（2020）
）
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強化」
（7.0％）
、
「組合活動に資する補助金の取

まちづくり」
、
「環境対応・省エネ、再生エネル

得、情報の収集」
（5.8％）
、
「販売・受注ルート

ギー等の促進、製品等の安全性向上支援」
、
「働

の開拓」
（5.5％）の順に続いている。第 2 位に

き方改革の推進（含、
女性・高齢者の活躍促進）
」

挙げられたテーマは、
「人材育成・強化」
（16.6％）
、

の少なくとも1つに取り組んでいる組合が 30.7

「人手不足対応」
（11.5％）
、
「組合員相互の交流
連携活動」
、
「組合活動に資する補助金の取得、

％を占めている 24。
シェアリングエコノミーについても91.9％の

情報の収集」
（ともに9.5％）などが上位を占め

組合は意識した取り組みを「行っていない」と

た。第3 位については、
「人材育成・強化」
（11.3

回答している 25。ただ、組合員の生産性向上の

％）
、
「人手不足対応」
（10.1％）
「働き方改革の

ための取り組みについてみると、数は多くない

推進（含、女性・高齢者の活躍促進）
」
（9.1％）

ものの、
①「物的資源」を共通使用する、
②「人

が上位 3 項目となった 22。このように事業協同

的資源」を共通使用する、③「物的資源と人的

組合の多くは、組合活動の原点となる「組合員

資源」を同時に共通使用する、以上3 種類のパ

相互の交流連携活動」や、わが国経済の構造

ターンが確認できる。

的課題である「人手不足対応」
、労働生産性向

具体的な例をみると、①については、車両、

上に不可欠な「人材育成・強化」に向けた組

荷物の共同輸送、機材・工具等の相互利用、

合員支援を重視している。

高所足場の共同使用、倉庫の空きスペースの利
用など、②については、人材の相互派遣交流、

2.4 S
 DGsへの対応、シェアリングエコノミー
の導入状況

期間限定の出向（人材）
、調理人等人材の融通
など、③については、オペレーター付きクレー

2019 年調査では SDGsとシェアリングエコ

ン、運転手付きダンプカーの融通などが実践さ

ノミーについても聴取しているが、双方ともに

れており、現場の様々なアイデアや工夫が窺え

ほとんどの事業協同組合が未実施と回答して

る。このように組合内の様々な資源や情報・ノ

いる。

ウハウの共通利用を進めていく動きが広がって

SDGsについては、95.1％の組合が意識した
取り組みを「行っていない」と回答している 23。

いくことで、組合員の生産性が向上することを
期待したい。

しかし他の設問に対する回答から、約3割の組
合は、意識の有無にかかわらず持続可能な社
会を構築していくための活動に取り組んでい
る。すなわち「防災、BCP」
、
「組合施設の開放、

2.5 金融事業の位置づけの変遷
（１）1981年調査
組合財政面からみた事業の位置づけをみる

地域・コミュニティへの貢献と連携（含、地域

と、金融事業収入は、組合の収入の14.9％を占

の課題解決）
」
、
「事務所周辺環境・景観の整備、

めていた。経済事業およびその他の事業収入

22
23
24
25

第 2 位の有効回答数は1,103、第 3 位は 684、いずれも3 つ以内選択
有効回答数 2,237
該当組合数 909、火災等共済組合を除く調査票回答数 2,791（設問の一部無回答先を含む）を分母として算出
有効回答数 2,378
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の68.5％と比較するとそのウエイトはかなり低

（31.5％）
、
「1/2 以上 3/4 未満」
（28.2％）
、
「1/4

いが、事業外収入（9.2％）
、その他の事業収入

未満」
（8.6％）と、半数以上の組合員が金融事

（7.4％）を上回っていた。同調査では、組合事

業を利用している組合が全体の59.9％を占めて

務局の人件費、事務経費などの固定経費を賄う
財源についても聴取している。その結果をみる
と金融事業収入は21.4％を占め、
「賦課金収入」

いた。
これらの金融事業の利用度が高い組合にそ
の理由を聴取すると、
「借入手続きが容易であ

（38.7％）
「
、共同事業（除、金融事業収入）
」
（24.1

る」
（62.7％）
が最も多くの回答を集めた
（図表9）
。

％）に次ぐ第3 位であった（以下「親会社等の

以下、
「組合員の安定した経常資金調達源とな

支援」
（7.9％）
、
「その他」
（7.8％）
）
。このように

っている」
（50.1％）
、
「組合員の希望する時期に

金融事業は組合財政を支える経済事業の1つで

タイミングよく借入れできる」
（41.1％）
、
「制度

あった。

融資等、低利資金の借入れができる」
（33.2％）
、

既述の通り1981年調査時点では共同事業を

「組合が積極的に利用を勧めている」
（32.1％）

実施している組合の9割以上は金融事業を実施

などが主な理由として挙げられた。このように

していた。形態別にみても9つの形態いずれに

借入手続きの容易さや、安定した資金調達源と

おいても実施比率は8 割を超えていた 26。また

しての機能を評価する声が多かった。また、組

金融事業を利用している組合員の割合をみる

合側も転貸手数料収入確保のために前向きに

と 27、
「3/4 以上」
（31.7％）
、
「1/4 以上1/2未満」

対応していた様子が窺える。

（図表 9）金融事業の利用度の高い組合の利用理由（N=2,498、3 項目以内選択）
（％）

（出所）商工中金（1981）『組合実態調査報告書』p.66に基づき筆者作成

26 同調査では事業協同組合を、
「下請組合」
、
「地区組合」
、
「集団化組合」
、
「系列組合」
、
「産地組合」
、
「システム組合」
、
「同業者組合」
、
「商店街組合」
、
「そ
の他」の9 つに分類している。なおシステム組合は、異業種が有機的に結合して事業を行っている組合、と定義している
27 金融事業は「資金の貸付」のほか「債務の保証」
、
「資金の斡旋」
、
「売掛債権の買取」を含むが、1981年の調査では「資金の貸付」に限定し、アンケー
ト調査を実施している
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金融事業の効果についてみると、
「組合員の

（２）2019年調査

資金調達の道がふえた」
（64.3％）が最も多く

組合財政面からみた事業の位置づけをみる

の回答を集めた（図表10）
。以下、
「組合員の借

と、金融事業収入が組合の主要財源（第1位）

入れ手続負担が軽減された」
（58.2％）
、
「相互

に占めるシェアは3.1％にとどまっている。財源

連帯感が増し、組合の結束が強まった」
（37.8

別に比較すると、
「賦課金・会費」
（38.4％）
、
「共

％）
、
「単独借入れ困難な組合員が借入できた」

同事業（金融事業収入、賃貸料を除く）
」
（36.2

（32.6％）などが主な理由であった。組合員の

％）
、
「賃貸料」
（12.2％）
、
「その他」
（9.3％）に

金融ニーズにタイムリーに応える意義、これに

次ぐ第5 位であった（以下「各種補助金・助成金」

よる組合員の結束強化の効果が確認できる。
また事業実施組合に将来の方針を聴取する

（0.8％）
）
。
金融事業実施状況をみると未実施組合の比

と 28、
「現状維持」が 55.0％、
「拡充する」が

率が 7割を占めた
（図表11）
。
「実施していないし、

41.2％を占め、
「縮小廃止」はわずか1.2％であ

今後も実施することはない」が全体の68.5％を

った（
「未定」2.6％）
。組合の形態別にみても「縮

占め、未実施組合の大多数は今後についても消

小廃止」は9 形態すべて5％以下であった。

極的なスタンスである。一方 3割を占める実施

このように1981年調査時点では金融事業の

組合の内訳をみると、
「実施しており、今後拡

利便性や効果は組合員から高く評価され、組合

大方針」
（1.0％）
、
「実施しており、今後も現状

の属性を問わず、多くの組合にとって金融事業

維持」
（19.7％）
、
「実施しているが、今後縮小

は魅力のある事業であった。

方針」
（9.4％）となっている。このように実施
組合においても今後縮小を志向する組合が拡

（図表 10）金融事業の効果（N=3,933、3 項目以内選択）
（％）

（出所）商工中金（1981）『組合実態調査報告書』p.68に基づき筆者作成
28 商工中金（1981）p.59
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（図表 11）金融事業実施状況と取り組みスタンス（N=2,619）
実施状況
（％）

実施

1.0%

〇

実施しており、今後も現状維持

19.7%

〇

実施しているが、今後縮小方針

9.4%

〇

実施しており、今後拡大方針

実施していないが、今後実施したい
実施していないし、今後も実施することはない

取り組みスタンス

未実施

①消極

②現状
維持

③積極
〇

〇
〇

1.5%

〇

68.5%

〇

〇
〇

（出所）商工中金・商工総合研究所（2020）『組合実態調査報告書』2020 年版 p.51に基づき筆者作成

大志向組合を上回っており、数字をみる限り金

％）などが続いている。第1位と4 位は、組合

融事業に積極的に取り組もうとするインセンテ

員側からみた魅力の低下、第 2、3、5 位は、組

ィブは低い。

合側からみたリスクの大きさと整理できるであ

次に金融事業取り組みスタンスを回答比率の

ろう。言うまでもないが、転貸方式で金融事業

高い順に、①消極対応、②現状維持対応、③

を実施している場合には、金融機関からみると

積極対応の3つのカテゴリーに分けて、①と③

組合は主たる債務者となり、組合員から組合へ

についてはその理由、②については活性化に向

の返済が滞った場合には組合が返済義務を

けた取り組みを確認する。①の消極対応は、
「実

負う。

施していないし、今後も実施することはない」
、
「実施しているが、今後縮小方針」と回答した

次に②の現状維持対応組合の活性化のため
の取り組みをみると、
「特別な対応策は講じて

組合で計 77.9％を占める。②の現状維持対応は、

いない」
（51.2％）が最も多くの回答を集めた。

前述の通り19.7％を占める。③の積極対応は、

組合は金融事業の必要性を認識しているもの

「実施していないが、今後実施したい」
、
「実施

の、組合のリスクを勘案すると、積極的な対応

しており、今後拡大方針」と回答した組合で計

は難しいとみている様子が窺える。次いで「借

2.5％に過ぎない。

入金利、転貸手数料の引下げ努力」
（29.4％）
、

まず多数派を占める①の消極対応組合の理

「貸出金の種類・内容の拡充、借入手続きの簡

由をみると、
「組合員の成長により金融機関か

素化等、取扱内容の見直し｣（15.1%）の順に

らの単独借入れが可能となったため」
（32.3％）

続いている。

が最も多くの回答を集めた（図表12）
。以下「組

最後に③の積極対応組合の理由をみると、

合員の業況悪化・倒産等によりリスクが懸念さ

「金利の低い融資制度を利用するため」
（36.7％）

れるため」
（30.1％）
、
「組合事務局の体制が不

が最も多くの回答を集めた。以下「組合員の資

十分であるため」
（24.1％）
、
「組合員が直接借

金調達手段を多様化し、資金調達力を強化す

り入れる方が金利が低いため」
（21.8％）
、
「組

るため」
（35.0％）
、
「組合員にとっては、組合か

合役員が連帯保証に消極的であるため」
（18.7

ら借り入れる方が手続きが簡単なため」
、
「組合

2021.1
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員の資金需要にタイムリーに対応するため」
（と

（３）集団化組合と金融事業
工場団地、卸団地などの集団化組合では、

もに30.0％）などが続いている。
このように回答率や順位は異なるものの、

他の形態と異なり団地や建物内に組合員所有

1981年調査の金融事業の利用率の高い（半数

不動産（含、持ち分）があることから 29、これ

以上の組合員が利用している）組合の理由とほ

を貸出金の担保として活用することが可能であ

ぼ重なっている（前掲図表 9）
。一方、
「組合員

る。高度成長期、安定成長期は、組合員の資

単独では金融機関からの借入が困難な組合員

金需要が増大するなか、地価の上昇に伴い組

が多いため」
（20.0％）
、
「転貸手数料収入の増

合員所有地の評価額が高まり、各組合員に対

加により組合の経営基盤を安定させるため」

する与信限度額も拡大を続けた 30。1981年調査

（18.3％）は下位となっている。

では、集団化組合の94.3％が金融事業を実施し
ており、90.9％が資金の貸付を行っている。そ

（図表 12）金融事業の取り組みスタンスとその理由、活性化のための取り組み
①消極対応
縮小・未実施理
（N=1,849）

②現状維持

③積極対応

活性化のための取り組み
（N=557）

（％）

組合員の成長により金融機関から
の単独借入が可能となったため

32.3 特別な対応策は講じていない

51.2

金利の低い融資制度を利用する
ため

36.7

組合員の業績悪化・倒産等による
リスクが懸念されるため

30.1

借入金利、転貸手数料率の引下げ
努力

29.4

組合員の資金調達手段を多様化
し、資金調達力を強化するため

35.0

組合事務局の体制が不十分である
ため

貸出金の種類・内容の拡充、借入
24.1 手続きの簡素化等、取扱内容の見
直し

15.1

組合員にとっては、組合から借り
入れる方が手続きが簡単なため

30.0

組合員が直接借り入れる方が金利
が低いため

21.8

組合金融事業の意義の説明等、組
合員に対する PR・啓蒙

10.2

組合員の資金需要にタイムリーに
対応するため

30.0

組合役員が連帯保証に消極的であ
るため

18.7

制度融資の導入・活用による魅力
の増大

7.4

組合員単独では金融機関からの借
入が困難な組合員が多いため

20.0

その他

13.0

経営分析、金融相談、情報提供等
ソフト面でのサービスの充実

4.7

転貸手数料収入の増加により組合
の経営基盤を安定させるため

18.3

組合員が自社の企業内容が他の組
合員（又は組合）に漏れることを
嫌うため

6.2

アンケート調査の実施等による組
合員ニーズの把握・掘り起し

4.1 組合員の資金需要が強いため

組合員にとって、転貸手数料の上
乗せによる金利の割高感があるた
め

6.0

金融委員会設置や事務局増強等、
金融事業運営体制の整備・強化

2.7 その他

転貸借入を組合員の直接借入に切
り替えていく方針のため

5.4 その他

親企業からの資金供給、金融支援
が受けられるようになったため

0.9

（％）

拡大・新規実施理由
（N=60）

（％）

11.7

5.0

2.3

（出所）商工中金・商工総合研究所（2020）『組合実態調査報告書』2020 年版 p.p.52-54に基づき筆者作成
（注）いずれも3 項目以内選択

29 一般的には高度化資金制度の「集団化事業」を活用し、中小企業者が 1つの団地や1つの建物に集団で移転して設立された組合を指す。具体的には工
場団地組合、卸商業団地組合、流通団地組合、共同工場組合、共同店舗組合の5 形態
30 具体的には組合員毎に団地内の所有不動産の評価額（土地単価×面積＋建物価額）や組合預り金、出資金等を基準に毎年組合員毎に与信限度額を見直
していた（組合ルール）
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のうち48.6％が拡充方針、47.8％が現状維持方

員のニーズは強く、1981年調査では過半数の

針であった。形態別にみると実施率、拡充方針

組合が金融事業を実施していた。借入手続き

ともに回答比率は最も高かった。しかし1990

の容易さや、安定した資金調達源としての機能

年代に入ると地価が急落し、組合員に対する与

は組合員から高く評価され、組合員にとって組

信残高が組合の保全を上回る「オーバーローン」

合の金融事業は、経営上必要不可欠なインフラ

が常態化し、組合は毎年転貸限度額を縮小せ

の1つであったとみられる。組合にとっても求

ざるを得ない状況に追い込まれた。現在でも保

心力の維持・強化にもつながっていたことは間

全が不足している組合が少なくないと推察さ

違いない。また転貸手数料などの金融事業収

れる。

入は主要財源となっていた。

ちなみに集団化組合について2019 年の調査

現在では、金融事業を実施している組合は3

の結果をみると、金融事業を実施している組合

割程度で、実施組合のなかでも今後縮小を志

は37.6％と1981年調査比53.3％ポイント減少し

向する組合が拡大志向組合を上回っており、未

ており、
「実施しているが、今後縮小方針」が

実施組合を含めて消極的な対応が目立つ。その

その半数近くの18.1％を占めている（図表13）
。

理由は、組合員からみた魅力の低下と組合側か

また、最近 5 年以内に縮小・廃止した事業をみ

らみたリスクの大きさに整理できる。前者につ

ると、
「資金の貸付、手形割引」
（56.6％）
、
「債

いては、金融環境の変化による影響などから、

務保証」
（14.5％）
、
「資金借り入れの斡旋」
（11.8

組合員が直接金融機関から借入れすることが

％）と上位 3 位までは金融事業であった。この

可能となったこと、貸出金利の低下が進み、転

ように総じてみると集団化組合も金融事業に消

貸手数料の負担が相対的に大きくなったこと、

極的なスタンスに転じている。

などに因る。後者については与信リスクの問題
である。組合の場合は普段接している組合員か

（４）小括

らの借入申し込みを断ることは現実的には難し

金融事業は、かつては組合の共同事業の中

い。また、組合執行部・事務局には金融の専門

で最も重要な事業であった。中小企業が金融

家がいないことも多く、調査、審査、事後管理

機関から借入することが難しかった時代は組合

等金融事業に係るマネジメント体制を構築する

（図表 13）集団化組合の金融事業実施状況（N=426）

実施比率
（出所）商工中金・商工総合研究所（2020）『組合実態調査報告書』2020 年版のデータに基づき筆者作成
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ことは簡単ではない。
一方少数派ながら、借入手続きの容易さや、

規模の利益の実現を主目的としていた。今日に
おいてもその重要性は高く効果は大きい。ただ

安定した資金調達源としての機能を重視し、現

こうした取り組みに加えて「範囲の経済」や「連

在も金融事業に積極的に取り組んでいる組合も

結の経済」の実現や、地域社会との共生を目指

ある。また、積極的ではないもののその機能を

す動きもみられる。さらに既成概念にとらわれ

維持する必要性を感じ、金融事業を継続する

ず新たな取り組みに挑戦する例もある。

組合もある。これらの組合は、組合金融の持つ
セーフティネット機能、すなわち相互扶助精神
のもと不測の事態の発生等により資金繰りに窮

【事例 A】十勝品質事業協同組合
（北海道、異業種、組合員数13 名）

した組合員を救助する仕組みを維持することを

～チーズの地域ブランド化、製造技術の共有

評価・重視していると推察される。これまでの

化、共同熟成庫、共同販売～

歴史を振り返ると、金融機関の貸出態度は、景

十勝地域で生産された農林水産物は、国内

気変動の影響を受けやすく、突然厳しくなるこ

外で高い評価を受けており、加工原料として管

とがある。金融事業は現在の利用率、パフォー

外移出する原料移出型農業が主体となってい

マンスだけでは評価できない事業といえよう。

る。特にこの地域は大手乳業メーカーの他に小

３ 共同事業の取り組み事例

さなチーズ工房の数が多く、チーズ生産量は道
内でトップである。このため工房では産品のブ

本稿では全国の中小企業組合の先進的な取

ランド価値を高めて発信しようという機運が高

り組みと、伝統的な金融事業の取り組みを紹介

まっていた。2012 年に管内の農業生産者や食

することで、現在の組合活動の考え方や意義、

品加工事業者、経済団体、金融機関など多様

目指す方向、多様性などを浮き彫りにしてみた

な組織で構成される任意団体の「十勝品質の

い。取材先は、全国中小企業団体中央会の調

会」が設立され、十勝産にこだわり抜いたパン、

査 31 および当財団の『中小企業組織活動懸賞レ

チーズ、菓子などのブランド食品を企画するこ

ポート受賞作品集』などの資料や文献から選出

ととなり、ナチュラルチーズから積極的に取り

し、取材は電話及びメールにより実施した。

組んでいる。

なお事例の内容については取材時点の情報

しかし各工房はすでに様々なタイプのチーズ

に基づくものである。また、事例組合の多くは

を製造しており、味や風味、色、形が違うため、

他にも共同事業を実施しており、本稿で紹介す

共通品質の十勝ブランドとしての訴求力が弱い

る事業はその一部である。

状況にあった。そこで、ヨーロッパの専門家の
アドバイスを受け「ラクレット」に特化した組

3.1 先進的な取り組み
かつての共同事業は、同業種・同業態による

合を設立して工房のノウハウを凝縮し、共通の
レシピで製造する「十勝ラクレットモールウォ

31 全国中小企業団体中央会（2019b）
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（図表 14）共同熟成庫
外観

ラクレットチーズ

熟成庫内の様子

（出所）十勝品質事業協同組合資料

ッシュ」32 の製造・販売に踏み切った。組合は

報を入手し 34、当該制度のメニューの1つであ

国内では初となる共同の熟成庫を設置し、専門

る「少子・高齢化対応事業」が組合にふさわ

熟成士がチーズの一元管理を行うほか、安定し

しい事業テーマであると考えた。具体的には遠

た数量の確保、個々の工房の生産性向上に取り

隔情報の伝達機能という特性と地域とのつなが

組んでいる（図表14）
。

り活かして、高齢者の安全確認と町内の子ども
の安否確認ができる子育て支援サービスに取り

【事例B】協同組合紫波町ポイントカード会

組むことを決意した。

（岩手県、異業種、組合員数59）

当該事業への挑戦は苦難の道のりであった。

～高齢者見守り機能、子育て支援付きのポイ

組合は将来の活用の可能性を考慮し、タブレッ

ントカードによる地域貢献～

ト端末でポイントを移動できるICカード式を採

岩手県紫波町の中心商店街である日詰商店

用することとしたが、ソフトウエアの導入費は

街の店舗などを会員とする紫波町ポイントカー

予想以上の高額となった。しかし事業運営のた

ド会は、1972年にシール式のカードでポイント

めに欠かせない関係機関の協力を得るための交

事業を開始すると、1998 年には協同組合を設

渉は、それ以上にハードルが高かった。組合が

立し、リライト式カードに移行した 33。組合は、

勇んで説明を行うも、当初は反対意見が続出し

住民のニーズに応じて町税や給食費をポイント

た。組合は事業の主旨を何度も丁寧に説明し、

で支払えるようにするなど、行政との良好な関

少しずつ協力者を増やしていった。

係を活かしながらカードの魅力を高めるための

高齢者の見守りについては、町が地域包括

事業を展開してきた。しかし、入力機器の老朽

支援センターや警察署と連携して実施している

化が進むなか電子式ポイントカードの採用につ

「高齢者見守りネットワーク」に参画する形で

いて検討せざるを得ない状況となった。
こうしたなか組合は地域振興助成制度の情

開始した。高齢者が事前に登録した日数カード
を利用していないと本部システムにアラートが

32 十勝に沸くモール温泉水でウオッシュする独自の製法で、約 3か月間熟成させる
33 銀色の印字面に白い文字を印字するタイプのカード
34 東北経済産業局「地域商業自立支援促進補助金」
。費用の2/3を助成
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表示され、ポイントカード会担当者が電話で安
否確認を行う仕組である。
子育て支援については、IC 型カードと連動

このように高齢者と子どもの見守り機能を持
つIC 型カード「平太くんカード」37 は、地域の
安心を支えている。人口3.3 万人程度の紫波町

35
するお守り型
「安否確認キーホルダー」
を作り、

で、当該カードはすでに約1万枚発行されてい

学校の昇降口に「安否確認まちかど端末」を設

る。新規発行希望者も多く、商店街の歩行者

置した。そして下校時に子どもがキーホルダー

通行量・売上高も増加している。

をかざすと（図表15）
、通過時刻がシステムに
登録した保護者の携帯電話にメールで送信さ
れるという仕組みである 36。組合は教育委員会

【事例C】秋田シニアライフ協同組合
（秋田県、異業種、組合員数19）

や校長会と連携し、保護者説明会の開催、子

～経営資源の補完、共同受注、ワンストップサ

ども用のマンガ形式の説明書の配布などを行っ

ービス～

た。その結果、関係者に子どもの安全につなが

組合は「終活」に関連する異業種のメンバー

ることが理解され、
現在町内の全ての小学校（11

がこれまで培ってきたノウハウや知識を持ち寄

校）及び中学校 3 校で導入されている。なおこ

り、総合的な終活支援及びライフサポート行う

の仕組みは介護施設にも1件（1台）導入され

ことを目的に2016 年1月に設立された。秋田県

ており、施設を利用した際にポイントを発行し、

は、全国でも最も高齢化が進み、
「相続」や「お

家族へのメールが送られる。

墓・葬儀」
、
「孤独死・お一人さま」といった問
題がクローズアップされている 38。組合は組織

（図表 15）安否確認まちかど端末使用状況

内に「あきた終活支援センター」という終活全
般に関する無料相談窓口を設けて、人生の終焉
を迎えるにあたり後悔のない安心した老後を送
れるような支援を行っている 39。具体的には共
同受注方式により、家屋解体、墓石、葬儀、宴
席、写真、相続、土地家屋調査、旅行、仏事、
墓地、
事務用品、
広報などの終活に関連する様々
な支援事業を実施している 40。さらに除雪や除
草、家具の移動、電球の取り換えなど日常的な

（出所）協同組合紫波町ポイントカード会資料

ライフサポートの分野でも、それぞれの専門家

35
36
37
38

新一年生及び転校生に関しては毎年無償提供している
子どもがキーホルダーをかざすことで、保護者の持つカードに1日1ポイントが付与される
紫波町は「銭形平次」の作者である野村胡堂の生まれ故郷で、町民は「銭形平次の里」と呼んでいる
総務省の人口推計によれば、2019 年10 月1日現在の都道府県別の高齢化率は秋田県が 37.2％と最も高い。ちなみに【事例B】協同組合紫波町ポイント
カード会の所在地である岩手県も33.1％（全国第 8 位）と上位に位置する（全国平均は 28.4％）
39 事務局長、事務員、相談員5 名の体制で運営
40 原則として組合は終活に関する様々な業務を一括して請け負うことから、顧客は業務ごとにそれぞれの業者と交渉する必要はない。ただし1 組合員のみ
で対応可能な場合は、組合は当該組合員に業務を斡旋する形となる
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（図表 16）組合の事業内容

（出所）あきた終活支援センター（秋田シニアライフ協同組合）Webサイト

がノウハウや知識を提供している（ 図表 16）
。

【事例D】東京社会保険労務士協同組合

なお最近では高齢者本人のみならず、その生活

（東京都、同業種、組合加入者1,901名

を支える親族等からの相談が増加してきてお

（組合員1,389 名 賛助会員512 名）
）

り、
「終活」への社会的関心の高まりが窺える。
「終活」は、人生の終わりを前にして自分の

～「婚活パーティー」開催による組合員の事業
承継支援～

想いを周囲に理解してもらい、亡くなった後も

組合は、東京都社会保険労務士会の会員の

自分が生きた証を残すための人生の棚卸作業と

うち開業会員 41（法人社員を含む）を組合員と

いえる。有意義な老後を過ごすためには、判断

しており1999 年に設立された。事業内容は、

力や意思疎通能力を失う前に行うことが重要と

研修・情報提供、書籍・印刷物等の共同購買・

なる。そして「終活」には、①残された遺族の

斡旋、福利厚生事業などであり、厚生事業の中

負担を軽減できる、②日常生活の記録として物

で特に注目されるのは婚活パーティー「ハッピ

忘れをした時などの備えとなる、③遺族に対し

ー・パートナーパーティー」である。

て自分が伝えたいメッセージを残すことができ
る、などのメリットがある。

労働社会保険制度は複雑で、公的年金、健
康保険、労災保険、雇用保険などの適用・給

組合の取り組みである「終活」のワンストッ

付業務の難易度は高い。そのためマンパワーに

プサービスは、高齢化、人口減少が進む地域

制約がある多くの中小企業ではこれらの業務を

社会の課題解決に資する他に例を見ない斬新

専門家である社会保険労務士にアウトソーシン

な活動といえる。

グしている。こうしたなか社会保険労務士制度
は創設されて50 年以上が経過し、組合員であ
る事務所代表者（所長）の世代交代の時期に

41 勤務等の会員も加入を希望すれば賛助会員になることができる
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差し掛かっている。しかし資格試験の難易度が

の状況好転を信じ、新会場でのイベント方式に

高まってきたこともあり 42、所長の子女への事

よる開催など新機軸の模索を通じ、参加者及び

業承継は意外なほど少ない。このままでは、組

成婚カップルの増加による組合員支援を目指し

合員の有力な顧客基盤が失われてしまうととも

ている。

に、主な顧客である中小企業への悪影響も懸念
される。そこで組合は組合員の事業承継支援
策として「婚活パーティー」を企画・開催し、

【事例E】新潟まんが事業協同組合
（新潟県、同業種、組合員数18）

有資格者と組合員の子女との結婚を後押しでき

～新たな業界団体として外部に対する交渉力

ないかと考えた。

確保、共同受注による一貫製作～

当該事業開催に至るまでの道のりは平坦では

県内のクリエーター、漫画家ら11 人とデザ

なく5 年の検討期間を要した。組合の事業とし

イン会社によって 2016 年 2 月に設立された日

て実施することに疑問を呈する組合役員も多数

本初の「プロ」の漫画家による協同組合である。

いた。また、国家資格である社会保険労務士に

組合の「プロ」の定義は、①商業誌で掲載さ

特化した婚活パーティーが果たして成功するの

れている、またはされていた、②商業誌で受

か、組合員から懐疑的な声も少なからずあった。

賞している、③会社や自治体と仕事をした経

しかし2015 年の東京商工会議所千代田支部主

験がある、のいずれかを充たす者である。組

催の婚活パーティーの盛況ぶりを目の当たりに

合は共同受注方式で、プロが責任をもって漫

し、組合は2016 年10月に「ハッピー・パート

画からパンフレット、Webの製作まで一気通

ナーパーティー」を開催することとした。参加

貫で請け負う仕組みを構築し、プロ以外の漫

者は男性 25 名、女性 21名で、司会進行はプロ

画家等の競合者との差別化を図っている。具

に依頼し、7 組のカップルが誕生した。アンケ

体的な仕事の流れについては、組合が窓口と

ート調査の結果からは様々な課題が浮き彫りと

なり仕事を受注し、組合員が分担して制作し、

なり反省点も多かったものの、パーティーの

組合が納品する。営業活動や納期管理等のマ

2か月後に参加者から「私たち結婚します」と

ネジメントはデザイン会社が担当し、製作は作

いう報告が届き、組合は大きな喜びに包まれ

家が分担している（図表 17）
。

た 43。その後組合は課題の改善に取り組みつつ

「漫画家」は公的な資格ではないため社会的

3年連続でパーティーを開催し、2017 年は9 組、

信用が得られず、組合員はこれまで安定した受

2018 年は3 組、2019年は4 組のカップルが誕生

注を確保することは容易ではなかった。しかし

した。

組合設立後は、新聞、テレビ、ラジオからの取

2020 年はコロナ禍の影響を受け開催が叶わ

材も増え知名度が上がり、3 年間で 400 点近く

なかったが、厚生事業部員一同、2021年以後

の受注を確保するに至った。また、ドイツの漫

42 2019 年 8 月に実施された第 51回試験の受験者数は38,428 人、合格率は6.6％（厚生労働省（2019）
）
43 成立したカップル外からの報告。敢えて「いいねボタン」を押さず、閉会後に合流
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（図表 17）共同受注事業のイメージ

（出所）新潟まんが事業協同組合資料

画美術展への出展依頼があるなど海外からも

加工業者により設立された。給食の原材料は県

注目されている。こうした縁もあり組合はドイ

の学校給食会から支給され、組合員の工場で

ツ若手漫画家育成に協力するなど活動の幅を

加工され、各学校に納品される 44。組合の主要

広げている。

事業は共同計算事業（組合員の委託加工賃収
入のとりまとめ）であり、2015年に組合員及び

【事例F】静岡県学校給食パン協同組合
（静岡県、同業種、組合員数26）

学校給食会との受発注業務の合理化・効率化、
情報の共有化を図るためにクラウドを活用した

～クラウド方式による受発注業務の一元化、共

情報ネットワークシステムを構築した（ 図表

同計算～

18）
。

組合は1955 年に県内の学校給食パン・米飯

組合は安全・衛生面の管理にも力を入れて

（図表 18）共同計算事業の概要

（出所）静岡県学校給食パン協同組合資料に基づき筆者作成
44 学校給食用パンは 2015 年度から国内産小麦 100％を使用している
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いる。全組合員が「静岡県ミニHACCP」45 を

た。2017年12月には「一般監理事業」46 の許可

取得、全工場に金属探知機を導入するなど組

を取得し、現在までに累計で約1,200 名の研修

合員の意識は高い。また、組合では毎月検便を

生・実習生を受入れている。2020 年3月末時点

実施するとともに、ノロウイルス対策として手

の実習生の総数は383 名で、国籍別にみると中

洗いタイプの外用殺菌消毒薬などの衛生用品を

国人が最も多く365 名である。なお組合は監理

無料配布している。研修にも力を入れており、

団体として実習実施者（実習生受入れ先）であ

2019 年度（2019 年 4 月～ 2020 年 3 月）は「学

る組合員を監督・指導する立場にあることから、

校給食用パン実技」
、
「衛生」
、
「異物混入防止」
、

受入れ事業については一切勧誘を行っていない。

「学校給食食品衛生」
、
「学校給食米飯品質向上」
をテーマとした講習・研修会を実施している。
年明け以降新型コロナウイルス感染症が拡

組合の事業報告書によれば、組合が行う技
能実習生受入れ事業は、①職業紹介事業、②
講習事業、③監査指導事業、④その他の事業、

大し、2020 年3 ～ 5月は臨時休校等により学校

の4つに分類されている。行政機関への提出書

給食はほぼ全面的に中止となった。こうしたな

類は多く、①②③の事務負担も大きいが、実務

か組合が中心となり補償金等の請求交渉を行っ

上は法令等に定めのない④が重要となる 47。具

た。また学校給食会と組合員との契約内容の見

体的には技能実習生からの相談受付や、組合

直しを求め、今回のコロナ禍のような想定外の

員への技能実習支援などの組合員と実習生の

アクシデントが原因で年間を通じての給食実施

コーディネーターとしての業務である。

回数が 5％以上減少した場合には、給食会が組

言葉の壁・文化の違いがあることから、組合

合員の逸失した加工賃の8割を補償する条項が

員だけの力で実習生と円滑なコミュニケーショ

9月に付加された。このように組合は組合員の

ンを確保することは容易ではない。そのため、

経営を支え、安心・安全なパン・米飯の納入態

実習生は困ったことが起きると会社に相談する

勢を堅持するための取り組みに注力している。

前に組合に相談することが多い。彼らにとって
母国語に堪能な組合職員の存在は何よりも頼り

【事例G】協同組合若越
（福井県、異業種、組合員数55）

になる 48。これまでの18 年に及ぶ組合の対応事
例は多種多様である。病気や怪我、事故や事

～外国人技能実習生受入れ、外国人材の受入

件に巻き込まれた際には迅速かつ適切な対応

れ支援～

が必要となってくる。その際にはまず本人の安

組合は2004 年1月に異業種組合に形態変更

全を確保し、母国の親族や送出し機関、場合に

し（組合名も現名称に改称）
、本格的に外国人

よっては領事館等に連絡し、状況について丁寧

技能実習生受入れ事業に取り組むこととなっ

に説明している。また、母国の親族の病気等か

45 自治体 HACCP 等認証制度。組合員は一般社団法人静岡県食品衛生協会が実施する「静岡県ミニHACCP 承認事業」の承認を受けている
46「優良」な監理団体として第1 号から第 3 号までの技能実習に係る管理業務を行える
47 制度の概要については筒井（2020）参照
48 組合の中国人職員4 名及び日本人職員2 名、計 6 名は中国語に堪能である
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ら心理的に不安定になる実習生も出てくること

を占めており、決して特殊な事業ではない。金

から、カウンセラーのような役割が求められる

融事業の意義が失われてしまったとみるのは早

場合もある。また、日本人からみると些細に思

計であろう。ここでは金融事業に取り組む組合

えることがトラブルの火種となることも少なく

の事例を通して組合のリスクテイクについての

ない。こうした非定型かつ突発的に発生するア

考え方や今日的な意義やメリット について考

クシデントへの対応は、最も労力を要し、現場

えてみたい。

力や経験が求められる。組合理事長の言葉を
借りれば、組合は「
（実習生と組合員の）究極

【事例H】協同組合青森総合卸センター
（青森県、卸団地組合、組合員数134）

の世話係」として、実習以外の生活面全般で
様々な対応を行っている。
組合員の要望に支えられ技能実習生の受入

～管理会計の導入、与信リスクの「見える化」
により信用収縮を回避～

れは増加、実習生の多くも日本で働くことを希

組合は以下の通り与信リスクをコントロール

望しており、組合員も実習終了後も彼らととも

できる態勢を構築している。そのうえでリスク

に働きたいと考えている。こうしたなか組合は

（デメリット）よりもリターン（メリット）のほ

2019年9月に、一定の専門性・技能を有し即戦

うが大きいと判断し、金融事業に積極的に取組

力となる外国人材受入れを目的とする「特定技

んでいる。

能制度」に基づく登録支援機関の登録を受け、

組合の金融事業実施に伴うリスクの管理手

外国人材の受入れを開始した 49。しかし、2020

法は次の通りである。

年に入ると新型コロナウイルス感染症の拡大に

①随時転貸限度額の見直し（引下げ）を実施

より、組合員の多くは売上が大幅に減少した。
また出入国が制限される状況なった。組合は、

している。
②金融事業利用組合員が貸付金を延滞する場

外国人の雇用を維持するよう組合員に強く要請

合に備え、優先して返済金に充当する「返

するとともに、雇用調整助成金の申請などの相

済準備預り金」として融資額の5％を預かっ

談に積極的に応じている。

ている。
③金融事業利用組合員に融資額の1％を拠出さ

3.2 金融事業
既述の通り現在の組合財源（第1位）に占め

せ、損失補償に充てる準備金とする「保証
基金」を設けている。

る金融事業収入の割合は3.1％と微々たるもの

④転貸貸付金の5％以上を目途に貸倒引当金を

である。または実施組合の比率は低下傾向にあ

有税で積み立てている（2020 年 3 月末現在

り、大多数の組合は今後についても消極的なス

の残高は転貸残高の11.4％）

タンスに変化はない。ただ、共同事業実施状況
をみると、金融事業実施組合は22.0％と第 4 位

⑤与信管理業務に精通した担当者の育成に努
めている。

49「特定技能」の在留資格である「特定技能1号」は、第 2 号技能実習修了者は試験免除
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以上の管理手法を確立したうえで、組合の財

ように態勢を整備し、適切にマネジメントする

務・収支状況からみた損失額の許容範囲を段

ことで、取引金融機関の信頼を得ており、金融

階的に数値化し「見える化」することで、与信

事業の基盤が強化されている。

リスクを客観的に評価している（図表19）
。

金融事業を安定的に実施することによるメリ

これは組合が管理会計を導入し、財務・収

ットは、与信リスクのように定量的に把握する

支実績をほぼリアルタイムで把握できる仕組み

ことは難しい。しかし、組合員の事業継続を支

を構築していることにより可能となっている。

え、組合員に安心感を与えることなどにより組

すなわち組合は、組合員からの借入申込時点で

合の求心力が強化される（図表 20）
。また組合

与信リスクを定量的に把握することができ、リ

員の脱退を防止する一方組合への新規加入を

スクを過大評価することによる信用収縮を回避

誘引し、団地内施設の遊休化を回避することに

しつつ、迅速な審査を行うことができる。この

もつながる 50。このように中長期的にみると、
ソフト・ハード両面で団地という「場」の魅力

（図表 19）金融事業にかかるリスクの段階
リスク
の段階
Ⅰ

小

全体の利益に資することとなり、定性的な面か
内容（推定限度額を数値化している）
組合事業全体の損益の範囲内

Ⅲ

Ⅱ＋返済準備預り金の範囲内

Ⅳ

Ⅲ＋保証基金の範囲内

Ⅴ

Ⅳ＋貸倒引当金の範囲内
大

らみた効果は大きい。

金融事業の損益の範囲内

Ⅱ

Ⅵ

が高まり、組合員のみならず団地内のメンバー

Ⅴ＋資本の特別積立金の範囲内

（出所）取材に基づき筆者作成

（図表 20）金融事業を実施する主なメリット
主な項目

内容

組合は組合員を見捨てないというイメージが醸成される。
転貸限度額は公示価格を勘案しながら見直し（引下げ）も行っているが、限度額の減
組合の求心力が強化される
額に対応できない組合員向けに「特定保証融資」というセーフティーネット貸出制度
を創設している
組合員の実態やニーズが
把握できる

組合員の財務・収支状況を知ることができ、組合と組合員とのコミュニケーションの
強化が図られる。これにより組合が組合員の金融面以外のニーズ（移転等）について
も把握できる機会が増加する

倒産・廃業等の際の
跡地処理が速い

組合が第一順位の抵当権者であり、倒産・廃業時にはすみやかに買い取る

組合員の新規加入の際の
インセンティブとなる

金融面で組合の手厚いサポートがあることは組合員となることの大きなメリットとな
り、跡地の処理が円滑に進む

金融機関の組合に対する
信頼性が高まる

組合が金融事業を管理することで金融機関の組合に対する信頼性が高まる

（出所）取材に基づき筆者作成
50 組合員の倒産・撤退への対応は団地組合にとっての共通かつ宿命的課題となっている
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４ 考察
事例で取り上げた様々な取り組みを踏まえ、

は非経済事業であり、これ以外の6つは経済事
業である。
組織化の目標・機能という面からみると、

まず組合の必要性について考えてみたい。ビジ

㈠規模の利益を実現する、に該当する取り組み

ネスモデルの多様化が進む今日では、新しい業

は事例 A、B、F、H であり、㈡中小企業の保有

界や業態が次々に誕生している。しかし、現場

する経営資源を相互補完する、に該当するのは

の声を集約し発信する団体が存在しない場合、

事例C、E である（図表 21）
。また、㈢業界等一

中小企業は経済的・社会的弱者として不利益を

定の集団全体の改善発展を図る、については広

被ることとなる。事例E は、こうした状況に置

義に解釈すれば 8つの取り組みすべてが該当す

かれていた漫画家が、結束による効果実現と施

る。また事例B、C は組合員のみならず地域住

策受け入れの媒体として設立した組合の取り組

民も受益者となる。すなわち事例B は高齢者の

みである。組合を設立し共同受注事業を実施す

見守り及び子育て支援、事例C は高齢化率の最

ることが、組合員の売上確保に結び付いている。

も高い秋田県で終活をサポートする取り組みで

また外部に対する交渉力を高めることも可能と

あり、地域の課題解決の一助となっている。な

なる。制度融資や補助金の受け皿としての機能

お少し長めの時間軸で考えれば、事例 A につい

も期待できる。事例F のように業界の要望や意

ては、十勝チーズのブランドに磨きをかけてい

見を集約して外部に発信する母体にも成り得

くことが、地域の知名度やイメージアップにつ

る。既存組合の場合、
組合員にとって組合は
「空

ながるだろう。また事例H については、金融事

気」のように所与のものであり、その効用につ

業などを通じて卸団地の求心力を高めることが

いて思い巡らすことは少ないと思料する。2つ

できれば、人や情報が集まり、団地を中心とし

の事例に鑑み、今一度組合の必要性や存在意

た地域の活性化が図られよう。

義について考えてみてはどうだろうか。

ちなみに今日的な視点からみると、お互いの

次に8つの事例の共同事業を複眼的な視点か

経営資源を拠出することでワンストップサービ

ら整理してみたい。形式面からみると、法律上

スを可能とし、差別化を図っている事例 C、E

事例H が金融事業、事例D が福利厚生事業、そ

のような取り組みが目を引く。量よりも質を重

れ以外の6 事例は組合員の事業に関する共同事

視した動きが少しずつ広がってきているように

業に該当する（前掲図表1）
。事例B と事例C は、

思われる。また事例B、C のような地域社会の

後述の通り地域の課題解決を念頭に置いた取り

一員として地域の課題解決に一役買う取り組み

組みでもあり、附帯事業にも該当するとみてい

は、SDGsの目標達成に向けた社会的責任を果

いだろう。機能に基づく類型については、取り

たすものである。組合事業が外部経済性、公

組み内容からみていずれも基盤支援事業に該

共性を発揮している好例といえる。さらに組合

当する（前掲図表 2）
。また、事例 A は、共同化

それぞれ独自の考え方があることから、事例D

事業にも該当する。目的別にみると、事例D、G

の婚活パーティーのような組合事業の前例に捕
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らわれない挑戦的な取り組みも注目される。

効用や効果である。旧い事業、地味な活動であ

その一方、事例H では、組合の存在価値を高

っても現場の創意工夫、業務プロセスの見直し

めていくために、伝統的な共同事業である金融

などにより現状を上回る成果を上げることがで

事業に積極的に取り組んでいる。当該事例に学

きるはずである。また、事業を安定的に運用し

ぶべき点は多い。与信リスクを恐れるあまり思

ていくための仕組みを構築しなければならな

考停止に陥ることがないようリスクを「見える

い。どんなに素晴らしい企画であっても事業化

化」し、客観的に組合の許容能力を見極めたう

できなければ意味はない。事例B では、関係機

えでリスクテイクしている。現在の実行体制、

関の協力を得るための交渉が最大のハードルで

運用ノウハウは、組合員の倒産・廃業、時価の

あったが、組合が何度も丁寧に説明し、協力者

下落などにより、与信リスクが拡大していくな

を増やしていった。このよう運用に際しては、

か、現場が組合員の期待に応えるべく試行錯

組合の熱意と行動力が求められる。

誤を繰り返し構築されてきたものであろう。こ

組合事業のパフォーマンス向上のためには、

うした組合の合理性に基づく柔軟な対応力が、

組合員個々の力を集結し環境変化に適応して

事業維持・推進の原動力となっている。

いくことが従来以上に重要になってきている。

本稿では、時代の変化に適応しようとする先

組合が、組織化の原点であり組合の求心力強

進的な取り組み事例を中心に紹介した。しかし

化につながる組合員相互の交流連携活動を最

事業の新規性、話題性ばかりに目を奪われてい

も重視していることはその証左ではないだろ

ては、共同事業本来の目的を見失うおそれがあ

うか。

る。重要な点はその内容ではなく考え方や意義、
（図表 21）事例の取り組み内容と組織化の目標・機能
事例

取り組み内容

A チーズの地域ブランド化、共同熟成庫
B

ポイントカード活用による高齢者見守り、
子育て支援

規模の
利益

経営資源の
補完

〇

〇

△

〇

△

〇

△

E 新業態の利益確保、共同受注

〇
〇

G 技能実習、特定技能
H 金融事業

地域

〇

D 婚活パーティー開催による事業承継支援

クラウド方式による受発注業務の一元化、
共同計算

組合員

〇

C 共同受注方式による終活支援

F

集団全体の利益

〇
〇
〇

〇

△

（注）直接的受益者の範囲が限定されるとみられる場合は△で表示
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り組みに力を注ぐべきであろう。そして成果を

おわりに

上げていくためには環境の変化に柔軟に対応

本稿では、中小企業組合の共同事業の変遷

し、組合員のニーズに応えられるよう実行体制

を辿るとともに、最近の多様な取り組みを紹介

を整備し、運用面についても改善を進めていく

してきた。これらの組合活動を整理・分析する

ことが求められる。事業の現状を分析し問題点

ことで、組合の必要性や共同事業の目標・機能、

を炙り出し、改善計画を立案する。そして計画

今日的な意義などについて考察を試みた。

を実行し、定期的に進捗状況や結果を検証・

共同事業の内容や方向性は、組合の基本方

評価し、その結果明らかになってきた課題の解

針に沿って決められるべきである。共同事業は

決を検討する。こうしたPDCAのマネジメント

あくまでも組合の目的を達成するための手段の

サイクルを確立することが基本となるだろう。

1つであり、経済事業、非経済事業に貴賤はな

中小企業が組合活動の意義とその効用を再

い。事業の新旧やその内容についても同様であ

確認し、相互扶助精神のもと組合事業に積極

る。目先の成果、目に見える結果、目新しさだ

的に参画することで、共同事業のパフォーマン

けに拘泥することなく、中長期的な視点に立ち、

スが向上することを期待したい。

組合の目的を達成するために今必要と考える取

【取材先】
事例

取材組合名

取材日

A

十勝品質事業協同組合

2020.09.08

B

協同組合紫波町ポイントカード会

2020.09.08

C

秋田シニアライフ協同組合

2020.09.14

D

東京社会保険労務士協同組合

2020.09.14

E

新潟まんが事業協同組合

2020.09.08

F

静岡県学校給食パン協同組合

2020.09.11

G

協同組合若越

2020.09.09

H

協同組合青森総合卸センター

2020.09.16

2021.1

65

【参考文献】
⃝入山章栄（2019）
『世界標準の経営理論』ダイヤモン
ド社

中央会先進事例調査結果」
⃝全国中小企業団体中央会（2020a）
『中小企業組合組

⃝経済企画庁（1957）
『昭和32年度年次経済報告（経済
白書）
』

織論』
⃝全国中小企業団体中央会（2020b）
『中小企業組合の

⃝厚生労働省（2019）
「第51回社会保険労務士試験の合
格者発表」

設立動向』令和元年度版
⃝全国中小企業団体中央会（2020c）
『2019-2020中小企

⃝公益財団法人高速道路調査会（2014）
「高速道路制度
あれこれ」-法制度・料金制度関連用語集⃝商工中金（1981）
『組合実態調査報告書』-昭和56 年

業ガイドブック』
⃝総務省（2020）
「人口推計（2019 年10月1日現在）
」
⃝中小企業庁「平成27年度地域商業自立促進事業モデル

2月調査 ⃝商工中金（1983）
『組合金融事業の手引』

事例集」
⃝筒井徹（2016）
「組織化の現状と新たな展開」
『商工

⃝商工中金・商工総合研究所（2020）
『組合実態調査報
告書』2020 年版

金融』2016 年8月号
⃝筒井徹（2017）
『中小企業を強くする連携・組織活動』

⃝商工総合研究所（2018）
『連携・組織化で中小企業を
強くする』

商工総合研究所
⃝筒井徹（2020）
「技能実習制度と中小企業」
『商工金融』

⃝商工総合研究所（2020）
『連携・組織化で中小企業を
強くする』

2020 年2月号
⃝藤野洋（2019）
「シェアリングエコノミーによる生産

⃝全国中小企業団体中央会（1984）
『新たな課題に対応

性向上」
『いま中小企業ができる生産性向上』商工

するための組合財政基盤確立に関する調査研究報
告書』

総合研究所
⃝法務省（2020）
「登録支援機関登録簿」2020 年8月20

⃝全国中小企業団体中央会（1991）
『中小企業組合組織
論』

日現在
⃝法務省・厚生労働省（2020）
「外国人技能実習制度に

⃝全国中小企業団体中央会編
（1999）
『組合事業運営論Ⅰ』
中小企業情報促進協会

ついて」令和2年10月1日改訂版
⃝宮沢健一（1988）
『業際化と情報化』有斐閣リブレ

⃝全国中小企業団体中央会（2004）
『平成16年版中小企
業組合白書』

⃝Burt,R.（1992）. Structual Holes; The Social Structure

⃝全国中小企業団体中央会（2019a）
『平成 30 年度中小
企業組合のあり方研究会報告書』

of Competition, Harverd University Press（邦訳
『競争の社会的構造』新曜社、2006 年）

⃝全国中小企業団体中央会（2019b）
『平成30 年度中小

⃝March.J.G.（1991）“Exploration and Exploitation in

企業組合のあり方研究会報告書』別冊「都道府県

Organizational Learning” Organization Science,Vol.2

【参考 URL】
⃝あきた終活支援センター（http://www.shukatsu-akita.com/index.html）2020.09.07アクセス
⃝外国人技能実習機構（https://www.otit.go.jp/search_kanri/）2020.08.27アクセス
⃝一般社団法人静岡県食品衛生協会（http://shizushokukyou.or.jp/）202009.01アクセス
⃝一般財団法人食品産業センター（https://haccp.shokusan.or.jp/）2020.09.01アクセス
⃝紫波町（http://www.town.shiwa.iwate.jp/）2020.09.03アクセス
⃝法務省（http://www.moj.go.jp/index.html）2020.08.27アクセス

66

2021.1

