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は じ め に

イタリアの協同組合は,わが国の協同組合に比

べると, さまざまな面で違いを持っている。かた

ちのうえでは,イ タリアの協同組合は,専門分野

ごとに分かれ,概 して規模は大きくない。また
,

わが国ではわずかしか例をみない中高年雇用福祉

事業団のような生産協同組合も広範に存在 し, 日

常的な活動を展開している。このような例はスペ

インなどでも組織的なかたちでみられるが,い わ

ば先進資本主義国のなかでは,イ タリアが最 も広

く普及 している。

さらに, ファシズムとの闘いを積むなかで組織

的紐帯を強め,地域社会の伝統的絆が協同組合の

強固な基盤になっている点 も,特徴の一つとして

強調されてよい。加えて,の ちにみるように,協

同組合全国機関が,政治的党派ごとに,三つに分

かれている点も特徴である。

さて本稿のもとになっているのは,1985年の

ささやかなイタリアの協同組合調査である。われ

われは,そ こで, きわめて新鮮な刺激を受けた。

施設はわが国の農協や生協のように必ず しも立派

ではないが,協同組合が社会的機能を果たしてい

る様子をうかがうことができた。

しか し同時に,そ こには,われわれの想像を絶

する協同組合史があったことも痛感せずにおれな

い。われわれは, ローマの LEGA(レ ガ=全国協

同組合・共済組合連盟)本部を訪問したが,入 り口

の側にある受付窓回は,厚い防弾ガラスで仕切 ら

れていた。同時に,ガ ラスの向こうにいた数人の

男たちは,モ ニターテレビで外部を監視 していた。

イタリアの農業協同組合の歴史と現代的特徴

高 橋 五 郎

この一事をもってしても,イ タリアの協同組合

の現在の地位が,多 くの犠牲と闘いによって得ら

れたものであることを,多 くの説明なしにうかが

うことができる。

本稿は,以上に述べたようなイタリアの協同組

合が持つ横顔を意識しつつ,若千の歴史的背景を

追いながら,以下の点について考察することを目

的とするものである。

第 1は,現在のイタリアの農業協同組合を事例

的に取り上げ,そ の活動の実態を概観 し,定款に

みるわが国の農協との制度的差異を明らかにする

ことである。

第 2は ,最近の資料をもとに若干の財務分析を

試みることを通じて,現在のイタリアの各種の協

同組合がどのような状態にあるかを明らかにする

ことである。

なお以上二点について,検討の対象としたのは,

LEGA傘下の協同組合であることを付記 しておく。

1.LEGA(レ ガ)の誕生

(1)イ タリアの協同組合の創成と時代性

イタリアで最初の協同組合が誕生 したのは,

1854(10月 14日 )「 トリノ労働者協会 (Socie僣

degli operai di Torino)」 が開設 した「共同福祉

店舗 (A Welfare Store MagazzinO Previdenza)」

であるとされる。その 2年後には,ア ルターレ 0

ガラス職人協会 (AssociaziOne artisticO― ventraria

di Altare)が 誕生 した
1)。

また 1865年 には最初

の農業協 同組合が,そ の 20年後にはエ ミリアで

借地協 同組合が,1883年 にはイタ リアではじめ

ての本格的「労働協同組合」である日雇労働者総



連合会が誕生 した
2)。 ミラノの印刷工組合 (1880

年), ジェノヴァの金属工組合 (1885年)な ど,工

業面での設立 も続いた。1864年にはロディで最

初の協同組合銀行である農民金庫が発足 した
3)。

これを推進 したルッツァッティは, ドイツに留学

しシュルッェの思想的影響を強 く受けた人物であ

る
4)。

イタリアでは,1883年以降,さ まざまなかた

ちの協同組合の設立をみるが, これは,協同組合

を規定する 10の 条項を含んだ商法が公布された

ことと無縁ではない。この法律は一般の会社取引

きを想定 したものだから,直接,協同組合関係の

規定が優先されているわけではないが,協同組合

の資本が組合員数 に応 じて変化 してよいこと
,

「一人一票の原則」の適用を規定 していたことな

どによって,協同組合の設立と運営に効果を与え

たのである
5)。

イタリアに協同組合ができはじめる時代は,国

家の統一がなされる前後であった。ヴェネーツィ

アと教皇支配のローマとはまだ統一王国に併合さ

れていなかったが,1861年をもって,一般には,

イタリアの統一年 とされている。やがて 1866年

には トレンティーノとトリエステを残 してヴェネ

ーツィアが併合 され,1871年 には住民の投票を

経て, ローマのイタリアヘの併合が決まる
6)。

こうした歴史的経緯を経たのち,イ タリアは約

8,300の コムーネ (日 常生活に最もかかわりの深い地

域単位のことで, わが国でいえば市町村に当るとさ

れる)に ,2,700万人の統一民族が住む近代国家

の成立をみることになった。これが,近代とそれ

以前とに,イ タリア史を大きく分かつ画期となっ

たのである。一般に, リソルジメント (復興)と

呼ばれる歴史的一時期である
7)。

イタリアの 19世紀中葉は, ドイツおよびフラ

ンスが近代化のための政治・ 経済的変革を遂げよ

うとしていた頃にあたる。 ドイツやフランスでは,

この過程で,協同組合運動が大きく高まった。と

りわけ生産協同組合をめぐり, ドイツではマルク

ス派とラサール派が熾烈な闘いを演 じ, フランス

ではビュシェ, ブランなどが社会改革のための有
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効性を唱えて活動を展開していた。

また第一インターの結成 (1864年 ),普換戦争

(1866年),普仏戦争 (1870年),パ リ・ コミューン

(1871年)な ど,1日 支配者層 と労働者・ 農民層な

ど新興諸階層との闘争を基底とする国際的動きが

起きていた頃でもある。伊澳間の国境摩擦や伊普

同盟 (1866年)な どを通 じて, こうした全ヨーロ

ッパ的規模で生 じていた歴史的変革の嵐に,イ タ

リアも巻き込まれていたといえよう。

(2)海外協同組合思想の影響

イタリアにおける上記のような協同組合誕生の

背景には,そ うした歴史的運動の国境を越えての

影響が色濃く反映されていた。当時のイタリアに

は,第一インターの綱領の起草などにも当った

人物であるマッツィーニという優れた革命家 (イ

タリアの共和革命をめざした勢力の指導者)がいた。

ところが彼の政治理論はすでに時代に合わなくな

っており,イ タリアの労働運動を中心とする政治

運動の要請に適合 し得なくなりつつあった。こう

したなかで,す でに (1864年)イ タリアに入国し

ていたバクーニンは,無政府主義的共産主義の啓

蒙活動を展開 していた。その主張の前に,マ ッツ

ィーニの理論はますます影が薄 くなっていった。

もちろんマッツィーニ自身,イ ギリス亡命中に

ホ リヨークと知 り合っている
8)こ

とから,帰国後

は,彼から影響を受けた協同組合思想を母国で広

めたものと思われる。 この他にも,外国からの影

響は,イ タリアの協同組合の創成にとって,小さ

からぬものがあった
9)。

生産協同組合に関しては,

ミラノの印刷工組合やジェノヴァの金属工組合は,

フランスの生産協同組合の影響を受けたものとさ

れている
10)。

(3)イ タリア協同組合の発展と全国機関の組

織化

イタリアにおける協同組合は当初,北部工業地

帯で普及をみた。それはトレンチーノ, ロンバル

ディア,ヴ ェネ ト,エ ミリア 0ロ マーニャ, トリ

ノなどにおいてである。

こうした協同組合運動の拡大のもとで,1886

年,第 1回 目のイタリア協同組合全国大会が 248
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の協同組合の参加の もとで ミラノにおいて開かれ

た。そ して翌 87年 には,「 イタ リア協 同組合全

国 :連 合́,(:Federazione nazionale delle coopera―

tive)」 が設立され,全国機関の結成をみるに至 る。

この「全国連合」は1892年 ,「 イタリア協同組

合連盟」すなわち レガ (Lega NaziOnale della

Socie僣)に 組織替えを した。これが レガの誕生

である。

1925年 , レガはファシズムの高揚のなかで解

散を命 じられ,第 2次大戦を経て再建されたのは

1945年であった。

イタリアには,そ の他,協同組合の全国機関と

して「イタリア協同組合総同盟」(1919年 カトリッ

ク系の協同組合の全国機関として発足,現在約2万の

協同組合が加盟),「 イタリア協同組合総連合」 (1952

年レガ加盟の協同組合のうち,共和党の一部および社

会民主党の支持勢力がレガから離れ結成したイタリア

第二の協同組合の全国機関)がある。いずれも政治

的色彩がはっきりしており, レガは社会党および

共産党系,「総同盟」はキリス ト教民主党,「総連

合」は前述のように共和党および社会民主党とい

われている。

なおイタリアの協同組合は,大部分が専門分野

ごとに分かれたかたちとなっており,わが国の総

合農協のような例は一般的なものではない。 しか

し総合農協のような例がないわけではなく, フェ

デ ル ・ コ ンソル ソ`ィ (Federazione italiana dei

cOnsOrziagrai)は そ の例 と して しば しばあげ ら

れている
11)。

2.イ タリアの協同組合発展の社会的基盤

イタリアは,中部と北部を中心にして,社会の

深部に協同組合が行き届いている国である。その

基盤は何によって支えられているのだろうか。

(1)制度的基盤

その一つは,協同組合についての国をあげての

支えが,歴史的に構築されてきたという事実であ

る。 これについては,内実が伴 っていないとの

見方 もないわけではない12)が
,制度的な基盤の

強さは,他の先進資本主義国にはみられないもの

がある。先にみたように, 歴史的には 1883年 の

商法における規定によって,協同組合が一定の水

準の社会的認識を得る契機をもつことになった。

こうした経緯を受けて, イタリアでは第二次大

戦後に制定された憲法自身が協同組合の保護と育

成をうたうようにさえなった。資本主義国では,

憲法でこうした内容をうたっている国は他にない。

イタリアは敗戦後 1946年に,君主制の廃上を

決めた国民投票を実施 したが, このとき同時に,

制憲議会選挙を行った。その結果,556人が当選

したが,第一党にはキ リス ト教民主党 (207),第

二党に社会党 (115),以下,共産党 (104),自 由

党 (41),そ の他 (89)と いう配分となった
13)。

制憲議会選挙の結果にみられるように,社会・

共産両党が手を結べば最大の議会勢力になること

は, この両党の支持基盤の強い中部から北部地方

の住民の主張を,国政のなかに通 しやすいものに

した。イタリアの中部 と北部地方といえば,戦前

から協同組合が広 く発展 し,地域の経済的基盤を

支えてきたところである。 ということは,協同組

合の強い地方が社会・共産両党の勢力を支えたと

もいえるし,社会主義的思想の強い風土が,協同

組合の発展を支えてきたともいえる。 こうした思

想が色濃 く反映された制憲議会で,戦後憲法の制

定作業が進められたことの意味は,協同組合にと

って小さくなかったといえよう。

イタリアの協同組合は,キ リスト教の影響もけ

っして小さくはない。現在,キ リス ト教民主党傘

下のイタリア協同組合総同盟加盟の協同組合の活

動 も広 く展開されている。この点に目をつむるこ

とはできないであろう。

さて憲法制定は上位 3党を中心に進められ,そ

の結果,イ タリア共和国憲法は 1847年 12月 に

制定,翌年 1月 から施行された。

そのイタリア憲法では,「共和国は,相互扶助

的性格を有 し,私的投機の目的を有 しない協同組

合の社会的機能を承認する。法律は,最 も適切な

手段により,そ の発展を促進かつ援助 し,ま た適

正な規制により,そ の性格と目的を擁護する」
14),

と定めている。



この規定によって,戦後イタリアの協同組合は

正当な評価のもとに,国家の援助と保護のもとで

発展 し得る条件を獲得 した。条文中の「適正な規

制により」という箇所は,いつわりの協同組合を

排除 しほんものの協同組合を育成するために設け

た文言であるとされ,社会・共産両党の主張であ

ったとされている
15)。

一般に協同組合は,国家の援助や保護から独立

していなければならないという考え方が強い。 レ

イ ドロウは, この関係を次のように考えた。「政

府と協同組合は相互補完的に事業と公共サービス

の協調的な取決めをめざすべきである。その場合 ,

政府は政府だけが遂行できる機能を果たし,協同

組合は協同組合が最 もよく実行できることをすべ

きである」と。また政府は協同組合に対 し,「激

励 し,手を貸 し,時には財政援助 もすることであ

るが,決 して支配 したり,指揮 したり,運営 した

りしてはならない。………。しばしば,政府の強力

な抱擁は,協同組合にとって死の接吻となってい

る」ともいっている
16)。 これは,現在の大方の協

同組合関係者の支持する考え方となっている。

こうした観点に立 った場合,イ タリア憲法にお

ける規定がほんものの協同組合を育成する点に真

意が置かれていたにしても,ま ったく問題ないも

のとしてとらえてよいか, との疑間がないわけで

はない。真意がそのような点に置かれていたにし

ても,実態面でそれを保証する根拠をどこに求め

るかとなると,難 しい面 もある。

これまでの経過をみるかぎり,そ うした懸念は

ないようにみえる。いままでのところ,憲法にお

ける上記のような規定は,協同組合の発展にとっ

て効果的に作用 しているとみてよい。

しかし,国家と協同組合との関係は,政治的権

力の性格によって変わり得るものである。いまの

ところ,イ タリアの政局は各党のバランスがある

程度均衡 しているか ら,特定の思想による協同組

合への介入という事態は避けられている。もし,

協同組合の運動が政治権力者と異なった思想のも

とに置かれることがあるときこそ,協同組合にと

って歴史的な意味をもつイタリア憲法の真価が問
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われるときであろう。

(2)社会的基盤

イタリアの協同組合の発展を支えるもう一つの

基盤は,イ タリアの社会的伝統と政治的歴史であ

る。

まず社会的伝統との関連について。イタリアに

はコムーネと呼ばれる地区単位にまとまった組織

がある
17)。 これは,1976年 に制定された「分権

法」(地区住民評議会を法的に認めた法律,正式には

「自治体行政の分権と市民参加に関する規定 (法律第

278号 )」)の 直接の運営母体 としての位置づけも

与えられている。この法律は,イ タリアの国家的

枠組みを住民 レベルから積み上げていこうとの意

図を持ったもので,い わばイタリア民主主義の新

しいあり方をつくりあげようとの,壮大な構想を

反映 したもの,と いうことができる
18)。

コムーネに注目したいのは,イ タリアの中部と

北部 に数多 く設置 された「人民の家 (Casa del

popolo)」 を支える住民の単位となっているから

である。「人民の家」はパブ,政党・ 労組の事務

所,サ ークル室や会議室, ダンスホール,倉庫な

どの入 った施設のことで,1893年以前には,一

般には「労働者会館」と呼ばれていた。地域にど

のくらいの数があるかというと,た とえば人口約

100万人のボローニャ県で 94カ 所 というから,

おおむね人口 1万人につき1カ 所の割 りになる
19)。

「人民の家」は第二次大戦前,フ ァシズムと闘

った住民の砦であった。これを支えた地域組織は

多様であるが,協同組合 もまた柩要な役割を担っ

ていた。ファシス ト達の手によって多 くは破壊さ

れたが,戦後,建設協同組合の手によって復興さ

れるところも少なくなかったといわれる。かつて

か ら協同組合は「人民の家」の運営に参加 してい

たが,「参加」程度ではなく,ほぼ一体的な関係

にある, といってもよいくらい関係は深い。

すなわち, コムーネはイタリアの協同組合を形

成する地域単位となっているとみることができる

のである。 もちろん, コムーネーつにつき協同組

合一つというわけではなく,い くつかの異種の専

門協同組合があるにせよ,組合員はほぼ同じコム
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―ネに住む住民であるという意味においてである。

われわれが調査した協同組合の場合でも,組合員

同志の地縁性と血縁性を非常に重視 していた。

次 いで,政治的歴史性に関 して。イタリアの

協同組合の発展基盤の一つは,政治面におけるそ

の歴史的経験の積み重ねにあるように思える。そ

れは, ファシズムヘの抵抗とそれへの溶解という,

協同組合員が,歴史的に経験 した出来事が生んだ

成果とみることも可能であろう。

イタリアの戦前の協同組合は,富裕な農家層が

背後に控える農村ファシス トとの闘争と, これを

構成員とするファシストによる農村ファシズムヘ

迎合する勢力とが入り交 じっていた。後者の協同

組合勢力は,1920年代の農村 ファシズムの時代

において,商品価格の統制,販売網の支配による

農村の経済生活への圧迫を通 じて,結果的にファ

シズムに手を貸すこともあった
20)。

ところが, この点に関 しては,わが国の方がい

っそうはなはだしかった。またイタリアのように,

特定の地域の住民が,ま とまってファシズムヘの

抵抗を示 したという例は,ま ったくといってよい

ほどなかった。

わが国の場合,イ タリアのコムーネに当る市

町村は,そ のようなまとまりの単位としての機能

を持たないのはもちろんであるが, より住民に近

い存在である集落はどうだったかというと,それ

はファシズムに抵抗するどころか,む しろその温

床でさえあった。その状態は,「国家と民衆とい

うのが,一種の密通関係にある」ようなものであ

った
21)。

実は「密通」どころではなくて,公然と

抱擁 しあっていたというのが正しい見方であろう。

このときわが国の協同組合は,戦時国家体制の網

の目のなかに完全に巻き込まれ,思想的に地域を

統合する機能を果たしていた。それは,ま さにレ

ィ ドロゥがいうような,「死の接吻」であった
22)。

ところがイタリアの場合, レガ傘下の協同組合

を中心 としたレジスタンス活動が,「人民の家」

を砦にして戦後まで続けられていた。 ここに, フ

ァシズムに流されていったわが国の協同組合とそ

れに抵抗 し闘ったイタリアの協同組合との大きな

運いをみることができる。

イタリアにおいては,住民を戦禍か ら守るとい

う思想的一体性が,戦後における協同組合の再建

過程で発揮され,今 日の協同組合の繁栄をもたら

した条件となっているようにみることができよう。

それは,住民 レベルでの民主主義の発展を優先す

るところにのみ根付 くものであったのである。

3.イ タリアの協同組合の特徴

以上では,現代のイタリアの協同組合を理解す

るうえで必要と思われる諸問題について,ややく

わしく述べてきた。以下では, さらに立ち入って,

われわれが調査 したワイン協同組合の実態を踏ま

えながら,イ タリアの協同組合の事業・ 組織 0運

営の組み立て方について,調査農協の定款をもと

にみてみよう。

(1) cantina sOciale coop``Feronia''

われわれは 1985年 9月 ,イ タリアの 4農協を

調査する機会を得た。 ここで紹介する協同組合は,

それらのうちカペナにある「 フェローニャ」とい

う協同組合である。

ここはヮイン醸造協同組合であり,設立は 1964

年,イ タリアのヮイン醸造協同組合としては,比

較的古いほうに属するという説明を受けた。

1)イ タリア土地改革の影響

イタ リアでは,戦後改革の一環 として,1950

年に大規模な土地改革が実施された。

「 シーラ法 といわゆるストラルチョ法にもとづ

いて,南部の広い地域を対象とした大土地所有の

制限とポー河デルタ地帯やマレンマ沼沢地帯での

土地改良事業がなされて,全体として 72万 ヘク

タールの土地が収用された。これらの土地は地域

ごとに設立 された土地改革公団を通 じて,3.5%
の利子で 30年払いを原則として農民に分配され

た。50年 から60年 までの 10年間に収用地のう

ち 64万 ヘクタールが実際に分配されたが,そ の

際,一つは農民が自立経営を維持できる広さの土

地を分配する場合と, もう一つは家計補助を目的

とした小地片を割り当てる場合と二つの基準が適

用された。結果として前者は平均 9.2ヘ クター



ル,後者は平均 2.4ヘ クタールの広さとなり,

全体で約 11万世帯の農家が対象となった」
23)。

われわれが訪れたこの地方においても, この土

地改革の恩恵を受けて,多数のブドウ生産者が生

まれた。個々の栽培面積は小さく,経営は楽でな

かったが土地を持つ農民が増えた。

この土地改革が一段落したあとのイタリア農業

の経営構造は,おおよそ以下のとおりであった。

ここでは 1961年時点をとりあげて,そ の様子を

みてみよう。

まず,耕地面積規模別の経営体数である。「農

地なし」0.3%,「2 ha未満」51.2%,「 2～ 5 ha」

24.8%,「 5～ 10 ha」 13.1%,「 10～ 20 ha」 6.7%,

「20～ 30 ha」 1.7%,「 30～ 50 ha」 1.1%,「50～

100 ha」 0.7%,「 100 ha以上」0.5%である。

また就業状態別には,「恒常的賃労働者」2.1%,

「季節的賃労働者」0.6%,「 日雇農村労働者」

20.5%,「 各種分益小作農 (折半小作農を含むと思

われる)」 22.7%,「 直接耕作農」54.1%と なって

いた。

参考まで,経営面積規模別の土地集積状況につ

いてみると,1955年時点で「10 ha未満」が 45.6

%,「 10～100 ha未満」が 34.1%,「100 ha以上」

が 20.3%を 占め,小規模経営が圧倒的多数を占

めていることが判明する24)。

このように,イ タリアの農民は決して恵まれて

いるとはいえない条件のなかで,多様なかたちで

農業に従事している。ここにも,事例としてあげ

たワイン醸造協同組合のように,イ タリアの協同

組合が発生し,根付く要因があったと思われる。

2)協同組合の設立

まず組合員数であるが,設立 したてのころは

100名程度であったが,現在は450名 に増加した。

理事は 7名 ,常勤の職員も40名 になった。職員

の 60%は 組合員で,40%は雇用である。組合員

が所有するブドウ栽培耕地面積は,全体で約 700

haである。

設立時の施設資金等の調達方法であるが, これ

は,政府関係機関から借りて賄った。現在も借入

残高があるが,間 もなく償還が終わるとのことで
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あった。

さて土地改革によって, この地方のブドウ生産

者が,取得 した土地面積は平均して 1.5 haで あ

った。ブドウ栽培 (すべてヮイン醸造向け)で生計

を立てるには少ない面積であるが,そ れが,ま す

ますブドウ栽培を刺激し,全体的な過剰傾向を生

むようになった。ややくわしく, この協同組合が

設立された経過をみると,お おむね次のようであ

った。1960年代になってから,こ の地方では,

ヮイン醸造用のブドウ栽培が市況の悪化に見舞わ

れ,小生産者たちの生産継続が危ぶまれるほど苦

境に立たされる事態が発生した。

このような事態に対し,個別の生産者が対応じ

ていたのでは効果がないことは自明であった。そ

こで個人ごとに対応することから生ずる困難を,

共同で回避することを目的に,「 フェローニャ」

が設立されたのである。

ヮイン醸造を共同で行えば,そ れだけ効率も

上がることを実践によって示そうとしたわけであ

る。

この地域は古代ローマ時代からブドウ栽培が盛

んなところで,古代の遺跡から発掘される壺類の

かたちからも,そ の歴史の深さが知られるという。

3)協同組合設立の意義

協同組合が設立されて間もない頃, ブドウの生

産高は年間 70万 kgで あったが,調査時にはそ

の 10倍 に増加 していた。設立までは,個々の生

産者はワインを個別に販売 していたが,設立後は,

協同組合がブドウの生産からヮインの瓶詰までを

100%管理 し,輸送と販売については80%を掌

握しているとのことであった。

協同組合をつ くったことによって,組合員は

① 生産 したブドウが 100%市場へ出荷できるよ

うになったし,② 手取り価格も上昇し,③ 出荷

金の前払い制度が適用されるようになったという,

メリットを受けるようになった。1984年の場合

で ,100 kg当 りの一般市場価格 は 2万 2,000

リラであったが, この協同組合へ出荷すれば 2

万 4,000リ ラになった。84年 の場合は,一般価

格が 2万 6,000リ ラであったが,協同組合への
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出荷価格は 3万 3,000リ ラとなって,差がさら

に拡大 した。

また,生産者はブドウの収穫前の一時期に出荷

見込額の 40%を 受 け取 り,次いでその直前にさ

らに 40%を受け取ることができる。残 りの 20%

は,協同組合の決算時に受け取る。このとき,実

際の出荷金額 との調整 (精算)を行 う。農民に対

する,経済的な配慮がなされているためと考えら

れる。

さて, ここで生産されるブドウの糖度は 17～ 20

度である。上品質ワインとして市場の評価を受け

ている「DOCワ イン」の販売 も行っている。こ

の上級質ワインの生産ができるほど技術力は高い

が,そ れだけブドウの収穫量は下げなければなら

ない。l ha当 り 1万 3,000 kgが 目安という。収

量が少なくても,価格がいいので全体としての収

入もいい。すなわちここは,一流のワインを生産

している協同組合なのである。このように,イ タ

リアの協同組合は,市場において,質・量ともに

重要な役割を演 じているのである。

一つの問題は,個々の生産者間にブドウの栽培

技術に差があることで,協同組合としては,技術

の低い者に対する教育を施 しているという。今後

の方針として,輸出にちからを入れるという。現

在,ア メリカ,ア フリカ諸国, シンガポールに輸

出しているとのことである。

この協同組合の設立は,総 じて,土地改革によ

って創設された多数の小農民の経済的自立を促 し

た点で,意義深いものがあったといえる。

(2)定款にみる “Feronia"の特徴

さて,以下では, このような実態にある「 フェ

ローニャ」を,その定款を用いて,協同組合制度

としての観点から分析 してみよう。

「 フェローニャ」の定款は第 1章「設立および

本部,継続期間, 目的」,第 2章「組合員」,第 3

章「組合の財産,収支,利益配分」,第 4章「組

合の諸機関」となっている
25)。

以下特徴的なこと

を取 り上げてみよう。

まずこの協同組合の目的を規定する部分からみ

ていきたい。この組合の目的は,以下のとおりで

ある。「a)組合員の生産 したブドウを共同で加

工し,科学・技術の教えにしたがって,安全で純

粋なヮインを製造すること,並びに副産物の利用

と加工。b)自 らの加工 したワイン製品および副

産物の共同販売。c)そ の所有する全ての製品の

出荷のための適切な商業・工業の組織化。また組

合の目的に関わる全ての不動産 0動産・工業およ

び金融活動。d)b)項の規定する行為から費用お

よび税金を控除して得られる販売利益の組合員へ

の分配。これは,醸造所に委託されたブドウの対

価であり,そ の量と質とに比例する。e)組合員

のブドウ栽培の改良・増産に貢献するあらゆる援

助。この協同組合は, とくにブドウ畑の耕作のた

めに役立つ資材・設備を購入し,組合として供給

することができる。f)ブ ドウ畑の耕作あるいは

ブドウ代金の前払いに関わる,組合員への金融事

業。この組合はさらに,理事会の決定により,同

種の事業を行う協同組合企業にあらゆる形態で共

同出資を行い,加入することができる。また,組

合の事業を効果的に行うために,類似の事業を行

う他の協同組合と連合会を設立することができる

(第 1条 )26)」 。

これにみるように,ま た上の(1)で みたように,

この協同組合はワイン加工を主たる事業としてい

る。 しかし,資材の購入や金融事業なども行って

おり,単なる専門農協ではないことがわかる。

さて,ま ずこの定款で特徴的なことをあげれば,

第 1に ,f)の部分すなわち,「同種の事業を行う

協同組合企業にあらゆる形態で共同出資を行い
,

加入することができる」という部分があげられる。

この規定は,「 フェローニャ」が他の類似の協同

組合とのあいだで,い かなる種類の協同組合活動

もできることを規定したものである。わが国の農

協は,農協法第 10条で,農協ができる事業の範

囲を定め,た とえ相手方が農協であろうともそれ

以外の事業はできないこととされている。

「フェローニャ」は自由な協同組合活動ができ

る幅が,わが国の農協と大きく異なっていて,広
いことがわかる。

第 2に,組合の継続期間の定めがあることが大



きな特徴である。「本組合の継続期間を 30年 と

する。総会の決定によってこれを延長することが

できる (第 2条 )」 , という条項がそれである。こ

のような規定はイタリアの協同組合では当たり前

のもので,協同組合は未来永劫のものではなく,

期間的に限定的なものであるとする考え方が強い。

協同組合は役割が済めば消滅するもの, との認識

が普通なのである。この理念的背景にあるものは,

協同組合が, もっぱら目的機能集団として作られ

ていることを示すものと理解される。

一方わが国の協同組合には,存続の期間の定め

はない。それは,わが国の農協が共同体的基盤を

利用し, しかも住民を同質的に,地域的に統合す

る組織としての側面を持っているためと思われる。

わが国の農協には, 目的機能集団として,すなわ

ち特定の事業を行う団体としての側面とともに
,

このような側面があるゆえ,存続の期間の定めが

ないのである。

第 3は,組合員の資格についての規定である。

これを「フェローニャ」の定款は次のように定め

ている。「コムーネおよび近隣のコムーネのマレ

ンマ生産者協会の土地の受益者は,組合員として

加入することができる。同じく,上記の区域に住

居を置く直接生産者およびその他のブドウ生産者

も組合員となることができる (第 8条 )」。

このように, ここの組合の場合の組合員の組織

単位となっているのはコムーネである。イタリア

の協同組合と, コムーネは重層的に関係しあって

いるのである。

また,組合員には,組合にブドウを供出する義

務があることも特徴の一つである。一方わが国の

農協の組合員の多くは権利だけを主張して,自分

の利益にならないようだと,農協利用をしない場

合がある。そしてこのような対応については特別

の罰則があるわけでもない。しかしイタリアの場

合はそうではない。ブドウの供出は事前に,量的

にも組合と約束されるが, もし供出を怠るようだ

と罰せられるようになっている。

すなわち,定款で「約束したブドウを委託しな

かった組合員, あるいは委託の量が満たなかった
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組合員には,理事会が不可抗力とみなした場合を

除いて,一般管理費および減価償却費を基準とし

て罰金が課せられる。この罰金の額は,供出しな

かった量に比例 して加重されるものとする (第 12

条)。 」と規定されているとおりである。

しかし, もっと厳 しい規定がある。こうしたこ

とは,わが国の協同組合では,おそらく考えられ

ないことであるが,農産物を生産する土地等の売

買に当たっては,そ の旨を組合に報告する義務が

ある。「組合員は,組合 と契約 した生産物の収穫

地内に生ずる所有権の売却,借地権の譲渡,新 し

い賃貸借の締結 はもちろん,第 9条 d)項 (供出

を約束するブドウが生産される土地の位置および面積

を規定)で規定された量に関して変動がある場合

には,毎年 3月 30日 までに, これを協同組合に

報告 しなければならない (第 15条 )」。

これは,協同組合としての施設の有効利用,販

売市場における競争力の確保という課題に取 り組

むための対策である。いわば,他の多数の組合員

の利益を維持 していくために採 っている措置なの

である。

さてこの協同組合には,組合運営を担当する以

下 のような諸機関がある。a)組合員総会,b)

理事会,c)監査委員会,d)調停委員会 (第 31

条)がそれである。

組合員総会および監査委員会については,取 り

立てて問題にする内容はない。ただ,組合員総会

に関連 して,組合員の権利行使に関わる点がある

のみである。それは「各組合員は,出資口数に関

わ りなく 1票のみを有 し,3カ 月以前に組合員台

帳に記載された者は投票権を有する (第 36条 )」

という条項である。とくに注目されるのは,組合

員資格を得て 3カ 月経たないと,議決権が生 じな

いという点である。これは,組合員として通常の

立場 (参加・利用状況に照らし普通の状態にあること)

にある者によって,組合の重要な決定がなされる

べきであるとの考え方にもとづくものといえよう。

わが国の農協の場合,「総会の日より2週間前

から総会の終了するまでの間は,加入の承諾及び

持分譲渡の承認を しないものとする (定款例第 13
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条)」 との規定が,こ れに該当しよう。しかしこ

れでは,「 にわか組合員」でない通常の立場にあ

る組合員が組合の重要事項を決定するうえでは
,

多分に形式的な感じが否めない。

次に団体組合員の議決権のあり方も特徴的であ

る。わが国の農協の場合,農事組合法人を除き,

他の団体 (集落その他の目的機能集団)は准組合員

としての扱いを受けるので,総会での投票権は持

たない。イタリアでは,「 マレンマ協会および組

合,法人は民法典第 2532条の規定
27)に よって 5

票を限度とし,出資 50口 につき1票の投票権を

有する (第 36条の2)」。こうした違いが生まれる

根拠は,協同組合の組織的基盤の違い以外の何も

のでもなかろう。

理事会の権限の範囲の広いことも,わが国の農

協などにはない特徴の一つである。とくに,「 e)

職員の採用・解雇,そ の給与と職務の決定,f)

不動産の賃貸借及び機械,道具,設備,労働手段,

その他組合の目的の達成に必要なものの購入につ

いての決定,h)代理人および訴訟人または調停

人についての決定 (第 42条 )」 は,協同組合のあ

り方とも絡んでくるので単純な比較はできないが
,

たとえば一般職員の職務内容や責任に関する規定

のないわが国の農協に比べ,イ タリアの協同組合

の理事会の,強い権限と責任が目立つ規定という

ことができよう。

わが国の農協の場合,農協法で理事の職務につ

いての規定はあるが,「理事会」の規定はない。

農協の業務の執行は,理事一人ひとりが責任を負

うかたちで当ることになっているからである。

「フェローニャ」の場合,理事会の他に,執行

委員会なる組織 (部署)があることも特記 してい

いように思う。これは理事会の任命によって構成

される。概要は,「理事長,副理事長,理事一人

からなる執行委員会を任命することができ (第 44

条)」 , また「委員会は,民法典第 2381条 28)の
範

囲内で理事会の委託を受けて,諸規定を含めた権

限を付与される (第 44条の2)」。

この執行委員会は,理事会に代わって,実質的

な日常の組合事務を担当する組織であり,いわば

「事務局」に相当しよう。農協の事務局ならばわ

が国にもあるが, このように明確な位置づけは,

わが国の農協の法令では与えられてはいない。そ

れは,事務局員すなわち職員の立場が制度的に不

明確な位置にあることを示すものでもある。しか

し,農協の職員のなかで, この問題を真剣に考え

ようとする者は少数であるのが現実である。

今後,組合員の農協とのかかわり方をめぐる議

論の一環として,事務局組織のあり方が検討の対

象となる機会がくると思われるが,イ タリアのこ

うしたシステムは,参考に値するものと思われる。

なおまた調停委員会と呼ばれる機関があること

も特筆に値しよう。これは「組合および組合員は,

全ての係争,す なわち民法典第 237729),2378,

2394,2408,2409の 各条の他,定款上の規定の

解釈と適用に関わる係争や権限ある組合機関によ

って合法的に採択された決定に由来する係争を,

調停委員会の決定に委ねる義務を有する。(第 47

条の3)」 というものである。

この条文からも明らかなように,組合内部で起

きた紛争は,第二者機関の手に委ね,公平な観点

からの判断を待つ, という合意をうたったもので

ある。実際にこの条項の適用をうけなければなら

ないような問題が, どの程度起きているのかは不

明であるが, こうした条項のあること自体,そ の

素地は十分にあり,かつそのような事態を円滑に

処理できる体制を備えているということだけは事

実である。

次に,総会に関する規定である。「フェローニ

ャ」の定款によれば,総会の議決事項は以下のと

おりである。「a)前年の事業年度の決算の承認,

b)理事会,監査委員会および調停委員会の構成

員の任命,c)内規の承認,d)法と本定款,理事

会が総会に検討を委ねた,協同組合の管理に関わ

る問題およびその他すべての問題についての決定

(第 38条 )」。

ここにみられるように,総会の議決事項には,

わが国の農協のように事業計画の設定・変更,貸

付金・金利の最高限度の決定といったことは含ま

れていない。後段の実務的なことは,「 フェロー
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3,254(

2,895(

910(

1.252(

627(

550(

34.3)

30 5)

96)
132)

6.7)

5.8)

ニャ」では理事会が担当する。しかし事業計画の

設定・変更に関する規定は,理事会にも総会にも

ない。これも特徴である。イタリアの協同組合の

理事会や総会は,事業の結果の審議に重点を置く

機能になっているものとみられる。

さて,協同組合の継続期間の規定があるという

こととの関連で,期間終了後における組合の財産

処分の問題が生ずるので,最後に, この問題につ

いて取り上げることにしよう。

定款ではこの点を次のように定めている。「組

合が廃止される場合,組合員の払い込み資本を除

いて,組合の全財産は,協同組合が税制上の特典

を有するもとで相互扶助の原則に支えられている

という規定を遵守し,所管の公共機関の決定にし

たがって,マ レンマ公共事業施行区域の農業協同

組合に貢献すべく,相互扶助の目的にそって,譲

渡されなければならない (第 52条 )」。

このように, このヮイン醸造協同組合は,解散

後,払い込み済みの出資金を除いて,組合財産の

全てを,地域の農協すなわち農民に還元すること

になっている。

わが国の農協の場合だと,「清算人は,組合の

債務を弁済した後でなければ,組合の財産を分配

することができない (農協法第 71条 )」 とされて

いるが, これは読みようによっては,組合の債務

弁済後あまりがあれば,組合員に分配してよい
,

というようにも解釈できる。この点は,財産を個

人に収敏する社会 (日 本)と 社会への還元を指向

する協同組合をもつ社会 (イ タリア)と の大きな

農 業 協 同 組 合

生産労働協同組合

サービス協同組合

消費生活協同組合

小 売商協同組 合

その他の協同組合

違いを示すものである。

以上にみられた「 フェローニャ・ ワイン醸造協

同組合」の定款の部分的検討を通 じただけでも,

われわれは,イ タリアの協同組合が, コムーネを

基盤とする地域社会との強いつながりのもとで,

その民主的あり方を常に意識 しながら活動 してい

ることを知ることができるのである。

4.エ ミリア・ ロマーニャの協同組合の現況

上記 3で は,特定の協同組合を例に,イ タリア

の協同組合の特徴をみた。ここでは,イ タリアで

とくに協同組合の普及がめざましい地帯,エ ミリ

ア ●ロマーニャ州の協同組合の現況を,農業協同

組合を中心に, これまでのイタリア協同組合研究

のなかで,ま ったくといってよいほど取 り上げら

れることのなかった財務状況などに言及 しながら,

みていくことにしたい。

ここで参考にする資料は, レガが 1987年 に行

なった傘下協同組合の調査結果を集計 したもので,

中高年雇用福祉事業団が 1988年 2月 に派遣 した

「第二次イタリア調査団」が持ち帰ったものであ

る。貴重な資料の提供に,謝意を表するものであ

る。

(1)分野別協同組合の現況

第 1表 は,調査組合 1,750を 分野別に集計 し

たものである。これによると,ま ず,組合員数 ,

従業員数,事業高のいずれをとっても増加傾向に

あることが知 られる。

単位 :10億 リラ,人,%
第 1表  エミリア・ ロマーニャ州のLEGA加盟協同組合の現況 (1,750組合合計)

合 計

注) (  )内 は合計を 1000と する構成比。

資料 :lega Emilia Romagna― Dipartimento Economico Finanziario,・ IB‖ anci dene imprese coOperttve

従 業 員 数組 合 員 数
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1)組合員数

まず組合員数についてみると,全体の数は増加

傾向にあり,86年 の場合,前年比 2.4%の増加

をみた。とくに,消費生協の増加が目立っている。

しか し,消費生協についで多 くの組合員を占める

農業協同組合は,やや減少する傾向がある。

86年の場合をとって,種類別の構成比をみる

と,最 も多いのは消費生協で全体の 53.4%を 占

める。農業協同組合 は,第 2位の 18.2%で ,傾

向的には減少 している。この二つを除 くと,他は

全体で 30%を しめるにすぎない。つまり,イ タ

リアの協同組合は農協と消費生協が主流といえる。

しか し,農協のなかには,生産協同組合
30)に

分

類されるものもかなり含まれているので,「生産

労働協同組合」の実際の数は,表中の数以上にあ

るとみられる。

なお,組合員数と事業高とのあいだには,何の

比例関係 もないことに留意 しておきたい。すなわ

ち,組合員数が少なくても,事業高は大きい場合

がある。たとえば生産労働協同組合である。一方

組合員数が多 くても,事業高は少ない消費生協の

ような場合もある。

2)従業員数

次に,従業員数についてみると,全体では,最

近は, ほとんど増減がない状態が続いていること

がうかがわれる。こうしたなかで,最 も多 くの数

をしめるのは生産労働協同組合で,全体の 38.1

%を しめる点が目立つ。その次はサービス協同

組合で 29.8%,事業高が最 も多い農業協同組合

は 15.5%に すぎない。

このなかで,さ すが生産労働協同組合の従業員

数が多いことはうなづける。従業員数と組合員数

とが, ほぼ同数である。生産労働協同組合の社会

的役割が,仕事を得ることにあることを示すもの

である。

またサービス協同組合の従業員数が多いのは,

モノは作っていないが,実質的には生産労働協同

組合と同じ性格によるものであろう。

3)事業高

また事業高は,86年で全体で 9兆 4,880億 リ

ラ,前年比 6.0%の伸びとなっている。分野別

にみると,伸びが最も大きいのは小売商協同組合

で 17.4%,以下消費生協 12.0%,サ ービス協同

組合 11.0%な どの順となっている。84年からの

動きを勘案すると, これまで比較的ウエイトの小

さかった分野の協同組合部門での伸びが,大きい

のが特徴である。

なお 86年 の事業高の分野別構成比 (以下構成比

は86年)をみると,最 も多くをしめるのは農業協

同組合で,全体の 34.3%と なっている。次いで,

生産労働協同組合で 30.5%と なっている。この

ように,エ ミリア●ロマーニャの協同組合は,事

業高にみるかぎりは,農業協同組合と生産労働協

同組合が過半を占める状態となっている。

(2)農業協同組合の現況

次に各種の協同組合のなかから,農業協同組合

だけを抽出し,現況をみよう。

農業協同組合として分類されているものには,

第 2表のようにさまざまなものがある。とくに
,

エミリア・ ロマーニャで多いのは土地管理協同組

合 (土地の共同借地や農業部門の生産協同組合と解釈

される)で ,以下野菜加工・果樹協同組合,酪農

・ チーズ加工協同組合,畜産協同組合などの順と

なっている。

1)組合員数

まず組合員数についてみると,平均数が最も多

いのはパスタ製造協同組合で 4,449人 ,以下ワ

イン製造協同組合 2,323人,生産資材,倉庫協

同組合 1,464人 ,と 畜 0食肉加工協同組合 1,320

人,野菜加工 0果樹協同組合 1,021人,ブ ドウ

栽培協同組合 739人などの順となっている。

最大の組合員数を持つのはやはリパスタ製造協

同組合で,1万 420人のおおいさにのばっている。

また最小は畜産協同組合の 5人で, これはわが

国の農事組合法人以下の規模である。このような

小規模の協同組合があるためか,イ タリアの協同

組合は概して規模が小さいとみられている。しか

し,第 2表 にみられるように,決 してそうではな

いことがわかる。

以上からいえることは,イ タリアの協同組合は
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第 2表 エミリア・ ロマーニャ州の農業部門協同組合の内訳  単位:100万 リラ,人

高

(平均)(最 大)(最 小)
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業事

土 地 管 理 協 同 組 合

(日 雇 い労 働 者・ 林 業 )

畜  産  協  同  組  合

酪農・ チーズ加 工 協 同組合

と畜・ 食 肉加工 協 同 組 合

野 菜加工・ 果樹・花協同組合

ブ ド ウ 栽 培 協 同 組 合

生 産 資 材・ 倉 庫 協 同組 合

ワ イ ン 製 造 協 同 組 合

パ ス タ 製 造 協 同 組 合

牛 乳 生 産 協 同 組 合

業種によって,組合員数に,かなりの差があると

いうことである。

2)従業員数

この点は,従業員数についても当てはまる。ま

ず正規採用の従業員数についてみると,平均が最

も多いのは牛乳生産協同組合で 255人 ,以下パ

スタ製造協同組合 219人,ヮ イン製造協同組合

160人, と畜・ 食肉加工協同組合 151人などの順

である。平均が少ないのは, ブドウ栽培協同組合

の 6人,酪農・ チーズ加工協同組合の 9人であ

る。とりわけブドウ栽培協同組合は,最大のとこ

ろでも8人 という小所帯である。

次に臨時従業員数についてみると,耕種農業に

多い傾向がみられる。耕種農業は,労働集約的で

あるためであろう。平均が最も多いのは野菜加工

0果樹協同組合で 181人,次 いで土地管理協同

組合の 137人 となっている。野菜加工・ 果樹協

同組合は,多 いところでは 1,000人 を超えてい

る。労働力に依存 した組合経営が行われているも

のとみられる。

3)事業高

事業高をみると,業種によって,大差があるこ

とがわかる。最 も多い事業高を持つ牛乳生産協同

組合は,組合数は少ないが事業高は多く,平均 し

て 1,411億 9,900万 リラである。一方最 も少な

いのはブ ドウ栽培協同組合で,29億 3,000万 リ

ラとなっている。全てのなかで最大を誇る事業高

2.570

3.658

64,466

17,175

2,930

20,248

52,242

99,927

141,199

8.447

11.831

202,485

87,686

4,745

84,694

139,473

128,474

346,061

990

1,163

2.423

311

1,119

1.529

8,715

62.547

8.453

を持つのは牛乳生産協同組合で 3,460億 6,100

万 リラ,一方最小は野菜加工・ 果樹協同組合で

3億 1,100万 リラとなっている。

組合員 1人当り事業高 (平均クラス)は ,牛乳

生産協同組合が最も多 く,1億 3,200万 リラ,

ついで酪農・ チーズ加工協同組合で 5,900万 リ

ラ,以下,と 畜・ 食肉加工協同組合の 4,900万

リラ,畜産協同組合の 2,300万 リラ,ワ イン醸

造協同組合およびパスタ協同組合の 2,200万 リ

ラと続いている。

一般的にいえることは,事業高という面では,

耕種農業の場合が低く,畜産や酪農では高いこと

である。

(3)農業協同組合の経営収支

次に,農業協同組合の経営的側面をみてみよう。

最初は経営収支である。第 3表は,集計した組合

のうちから農業協同組合のみを抽出 (集計数は不

明)して,その経営収支 (農協計)について,1982

年と86年 とを比較 したものである。なお,協同

組合の会計基準は,国によって異なるので,他国

間の比較には留意を要する。

1)経営概況

第 3表によると,最近のイタリアの農協の経営

は, きわめて好調な推移をたどっている状態にあ

ることがわかる。すなわち82年 に比べ,粗収益

は 41.7%増 ,純利益も10倍近い増加,年度末

の収支差額も5.7倍 となっている。

3.391   11,188    506

臨 時 従 業員 数正規従 業 員 数組 合 員 数
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注)LEGA傘 下の農業部門協同組合の うち財務調査対象農協 132組 合の集計。

資料 : 第 1表に同 じ。
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273.798

1,943,013

38,98o

1,632,496

75,699
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第 3表 農業分部門協同組合の経営収支

単位 :100万 リラ,%

増減率

2)経営指標分析

次に,若千の経営指標をみよう。まず付加価値

増加率 (付加価値を粗収益で割ったもの)をみると,

82年度の 14.1%か ら86年度には13.6%に低下

している。これは,支払い手数料が大きく増加し

たためである。税引前利益率 (税引前利益を付加価

値で割ったもの)をみると,82年度は30.3%であ

ったが,86年度には19.7%に低下した。その理

由は,労務費と積立金が増加したためである。第

1表にみたように,従業員数は停滞しているので,

労務費の増加は,1人当り賃金の増加ないしは臨

時従業員の増加が原因である。

しかしいずれにしても,粗収益が増加 している

と同時に,支出の増加要因がとくに問題のあるも

のではないと判断されるので,経営上はとくに懸

念はないといえる。

(4)農業協同組合の貸借対照表

さて第 4表は,農業協同組合の貸借対照表であ

る。これも82年度と86年度とを比較 してある。

これによると,86年度の全体の調達・運用の

規模は 82年度に比べ 77.8%拡大 したことがわ

かる。わが国の協同組合の現状では,お よそ考え

にくいことである。これには,規模の違いが大き

く反映しているものとみられる。

1)資本調達

内容をみると,ま ず調達勘定は短期借入金を中

心とする流動負債が 47.7%増加したのをはじめ
,

長期借入金が 95.6%,そ の他の金融機関借入金

を合わせ,固定負債が 101.9%の 増加をみた。

第 1表でみたような事業高の拡大が,負債・資本

の増加をもたらしたといえよう。

第 4表からうかがわれるように,科目的には,

流動負債の比率が高い。流動負債は運転資金であ

ろうから, この面からいって,イ タリアの農協経

営は,資金繰りに,かなりの精力を割かれている

ものとみられる。

ところで,流動負債と固定負債を合わせた負債

は,86年度で 1兆 9,540億 リラで,負債・資本

に対して 83%に達する。

2)運用

収

価

資材購入・支払サービス (3)

支 払 手 数 料 等 (4)
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益
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-002
197.2

11.6

848 5

出 資 配 当・ 補 充 賃

差 引 年 度 収 支 差

28825

470 9

粗収益が大きく伸びたが, これは,第 1表でみ

たように,農協の事業高が伸びたことが幸いして

いる。純利益の伸びは,各種の経費が増えている

なかで達成されたことであり, これも結局は事業

高の好調さによって支えられているとみてよい。

しかし, のちにみるように,臨時収入 (内容不明)

の増加によるところも大きい。

さて 86年度は,税引前利益では82年度を 11.4

%下回ったが,臨時収入の大幅な増加によって,

利益が大きく膨 らんだ。その結果,組合員に対す

る出資配当や補充賃金として支払われる支出も大

きく増加 した。ちなみに,出資配当と補充賃金

(従業員に対する一種のボーナスとみられる)をみる

と, きわめて高い伸びとなっている。

もちろんこれらには年度間の変動が付きもので

あるが,そ れにしても,順調な動きをたどってい

るといえよう。

ところで,出資配当率はどのくらいであろうか。

もし82,86両年度の出資配当・補充賃金のうち

全額が出資配当だとして も,82年度の出資配当

率 は 0.3%,86年 度は3.5%と低い。わが国の農

協より,かなり低めだと判断できる。



イタリアの農業協同組合の歴史と現代的特徴

第 4表 農業分部門協同組合の貸借対照表

産

流 動 資 産 計

固 定 設 備

減 価 償 却 (― )

純 固 定 設 備

定 期 預 金

固 定 資 産 計

そ の 他 資 産

運 用 総 資 産

営  業  権

資 産 合 計

注) (  )内 は 1982-1986増 減率。

資料 : 第 1表に同じ。

一方運用のほうはどうかというと,流動資産

86.2%,固定設備 77.7%の それぞれの増加にみ

られるように,資産規模の大きな拡大がみられた。

その結果,運用総資産規模は 78.2%の大幅な増

加となった。

この過程で, 自己資本比率 (純自己資本を負債・

資本計で割ったもの)の改善 も進んだ。82年度に

は 12.9%で あったが,86年度には 16.9%に 上

昇 した。また固定比率 (純自己資本を純固定設備で

割ったもの)は 49.6%か ら73.0%へ と改善 した。

短期の支払い能力を測る流動比率は,82年度

136.2%,86年度 171.9%と ,財務の健全性を一

段と高めた。

ここからみることができるように, イタリアの

農協は,負債 0資本を,概 して流動資産として運

用 している傾向がうかがわれる。固定設備などに

は, あまり投資していない。

以上みたように,全般に,経営体質の強化が図

られているといえよう。

これをみると,80年代のイタリアの農業協同

組合は,非常に恵まれた経営環境に置かれている

ことがうかがわれる。 しかし1992年に迫 った EC

の統合を前に,今後どのような展開をみせるか,

注目したいところである。

注

1)ネ オリオ・ プランディーニ『協同組合論』,菅野

正純訳 (芽ばえ社,1985年 )126頁。なお「 トリノ

労働者協会(Societa degli operai di ToHno)」

の開設月日については二つの説があり,堺 憲一氏

は同年 9月 27日 とされる。堺『近代イタリア農業

の史的展開』(名古屋大学出版会,1988年 )235頁。

2)生活問題研究所編『イタリア協同組合レポート』

(合同出版,1985年)の巻末資料「イタリア協同組

合のあゆみ」によれば,「請負労働協同組合の一つ

として日雇協同組合が」結成されたとある。

もしプランディーニ前掲書のいうように, これが

「労働協同組合」であるとするならば,一応安定し

た近代資本主義社会の時代においてはじめて生まれ

た生産協同組合として,世界史的にも注目されなけ

ればならないのではなかろうか。

3)プ ランディーニ前掲書 127頁。清水廣一郎 。北原

敦『概説イタリア史』(有斐閣,1988年 )巻末「イ

タリア史年表」によると1年はやい1863年 となっ

ている。なお堺前掲書巻末「年表―イタリア経済の

歩み (1861～ 1987年 )」 によれば,プランディーニ

前掲書と同じ1864年 となっている。

4)本位田祥男編『西欧協同組合の歴史散歩』(家 の

光協会,1976年 )所収の富山和夫「イタリア」参

照。

5)レ イモンド・ルイ,根本久雄・畠山次郎訳『労働

者協同組合』 (青弓社,1985年 )49～50頁。
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6)

8)

9)

10)

12)
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これらの経過については,森田鉄郎『イタリア民

族革命』(近藤出版社,1976年 )145～ 225頁,清水

・北原前掲書を参照した。

清水・北原前掲書 138～158頁。

松田 博「イタリア協同組合運動の歴史」生活間

題研究所編『イタリア協同組合レポート』(合同出

版,1985年 )226頁。

「第一インターの思想的諸潮流が急速にイタリア

に浸透し,広 まっていった」。「第一インターの影響

もあり,生産協同組合,建設協同組合を重視したこ

とが,今日にいたるこの地方の社会運動,労働運動,

協同組合運動の伝統をかたちづくっています」。

松田 博『ボローニャ「人民の家」か らの報告』

(合同出版,1983年 )17～ 18頁。

本位田編前掲書参照。

中西啓之「イタリアの農業協同組合」前掲『 レポ

ー ト』179～ 195頁など参照。堺前掲書では,農業

協同組合の「全国組織」として位置づける。

「虚像が実像をおおってはいないか」(本位田編前

掲書)と の富山氏の見方は,そ の典型であろう。こ

うした留意は, もちろん貴重なものである。

清水・北原前掲書 202頁。

松田前掲「歴史」『 レポー ト』237頁 。なお憲法

のなかに協同組合の規定が入るまでの各政党間の主

張と,決着までの経緯についても, この文献は非常

に参考になる。

同前 239頁。

A.F.レ イ ドロウ『西暦 2000年 における協同組

合』(全国農協中央会,1980年 )90頁及び 155～ 156

頁。

コムーネの生成 。発展の過程については,森田鉄

郎編『イタリア史』(山川出版社,1976年)が詳し

い。
.詳 しくは,松田前掲『報告』ⅡおよびⅢを参照。

「分権法」の条文が掲載され,分かりやすく解説さ

れている。
.詳 しくは,松田前掲『報告』 Iを参照。

前掲森田編『イクリア史』456頁。

1松本健一 。菅孝行『対論 共同体のゆくえ』(第

二文明社,1985年)161頁 における松本の発言。

「共同体に帰ったつもりが国家に帰っちゃったとい

う……。1930年 代はそういうふうな問題となって

いる。」松本のこの見方は,集落がファシズムに無

抵抗だった側面を物語っている。

22)A.E.レ イドロウ前掲書 156頁。

23)前掲森田編『イタリア史』506～ 507頁。この土

地改革は, 自立経営と家計費補助とに,土地の分配

の仕方を分けたことにみられるように,一種のデカ

ップリングということができよう。

24)小川浩八郎「イタリア資本主義における農業問題」

『農業経済研究』第 42巻第 4号,1971年。

25)イ タリアの協同組合の実物定款は, わが国の農協

の定款のように,国が定めた「模範定款例」と寸分

も違わないということはない。それぞれ,組合の実

態に合わせた内容からなっている。筆者の手元には,

ここで取り上げたものの他,生産労働協同組合定款

(前掲プランディーニ『協同組合論』に収められて

いる), グラナーロ乳業協同組合定款があるが,い

ずれも内容は,形式を含めて異なっている。

26)本定款の邦訳は,中高年雇用福祉事業団の菅野正

純氏に依頼したものである。同氏のご好意とご協力

に厚く感謝する。

27)イ タリア民法典第 2532条。「法人の参加する協同

組合においては設立証書は

「

その持分または株式の

総額,あ るいはその法人の構成員数に応じ,法人に

は数票を付与することができる。但 し,5票以上で

あってはならない」。 風間鶴寿訳『全訳イタリア民

法典 (追補版)』 (法律文化社,1973年 )。

28)イ タリア民法典第 2381条。「取締役会は,設立証

書または総会がそれを承認している場合には,自 己

の権限をその構成員の若干の者によって構成される

執行委員会に,ま たはその構成員の一人もしくは数

名に,そ の権限の限度を定めて,授権することがで

きる。」(同前)。

29)イ タリア民法典第2377条 は総会の非有効性,2394

条は会社債権者に対する責任,2408条 は監査役会ヘ

の告発,2409条 は裁判所への告発を内容とする。

30)資本主義社会における生産労働協同組合の概念規

定は従来あまり明解に行われていなかった。こう

したなかで,1988年の第 8回 日本協同組合学会は

「生産協同組合の意義と可能性」についてシンポジ

ゥムを行った。報告者の伊東勇夫氏は,そ こで次

のような定義をされたので引用したい。「労働者が

相互に資本と労働力を提供しあい,共同で商品を生

産し, これを共同で販売し,そ の利益を組合員に配

分し,労働収益の増大をはかることを目的とする協

同組合のこと」。

昭和 63年 11月 20日

昭和 63年 12月 15日
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