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　弱者の痛みを理解した悲しい少年期	

１８８８．７．１０神戸市兵庫島上町で誕生	
　４歳　両親と死別  ―   父の正妻の所へ	
　７歳　童話「源九郎狸」などを書く	
１０歳　禅寺で四書五経を学ぶ	
１３歳　肺を病む	
１５歳　賀川家破産　―　叔父の家へ　　　	

　　　　　　賀川、協同組合への軌跡　 

　　　　　　　　　　～その生い立ち～ 

徳島中学時代の豊彦	



　人の優しさに出会い神の愛を実感する	

１４歳　宣教師Ｃ.Ａ.ローガンのもとに出入りする	
１６歳　Ｈ.Ｗ.マヤス博士から洗礼を受ける	
１８歳　ラスキン著「胡麻と百合」を訳し　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　徳島毎日新聞	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に連載する。	

　　　賀川、協同組合への軌跡 
　　　　　～その生い立ちから～	

マヤス牧師	
ローガン牧師	



  １９歳　「日本中の牧師で	

　　賀川、協同組合への軌跡 

　　　　　　～その生い立ちから～	

１９歳　長尾巻牧師との出会いと	
　　　　　　　　　結核の悪化による危篤	
　　　　　「日本中の牧師で自分が一番感化を　	
　　　　　　受けたのは長尾巻である」賀川談。	

　　　　　　４０日間路傍伝道を行い４１日目に	
　　　　　　発熱危篤となる。光を見、熱下がる。	

２１歳　余命一年の宣告を受け残された命を新川の
人々のために尽くしたいと移り住む。　　　　　　　　　　　	

長尾巻牧師	



　　　　　　　　　賀川、協同組合への軌跡 

 　　　　　　　　　　　　～その救貧事業～	

２１歳　１９０９年１２月２４日スラム入り	

　　　無料宿泊所・安飯屋・病人の介護	

　　　日曜学校・伝道・無料葬式執行	

　　　職業紹介・保育所・遠足・一日里親	

　　　生活資金の援助・生活相談	

２５歳　１９１３年芝ハルと結婚	



子どもたちと遠出	
　　　明治43年明石の海岸	

無料診療	

賀川、協同組合への軌跡 

 　　　　　　　～その救貧事業～	



　賀川、協同組合への軌跡 
 　　　　　　　～その救貧事業～	

新川の子どもたち	

トラコーマーを罹った目を	
消毒してもらう子どもたち	



１９１２年　天国屋開業	
　　　　　　　　　　(協同組合方式の食堂)	
　開業資金１２０円（今の１２０万円）　
マヤス氏から借り入れ宣伝が、ただ
であるかのような錯覚を与え食い逃
げが横行、開店三ヵ月後に廃業。　　　　	

１９１７年　歯ブラシ工場	

   米国より帰国した賀川は、協同組合
型の理想の工場を設立する。すなわち
搾取をなくす富の分配、労働者による
工場運営に取組む。	
資本金１２，０００円（現価値１億２０００
万円）この内１０，０００円はオーストラリ
ア人の材料の寄付、天国屋の倒産を経
験として、研修、教育など周到に計画し
た。	

技術が追い付かず、欠勤も多い。原
材料の盗難もあり毎月赤字、不良品
続出で1919年（大正8）倒産。	
新川の人々を救うことの難しさを痛感。　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

賀川、協同組合への軌跡 
 　　～その救貧事業～	



賀川、協同組合への軌跡	
　　　　　～救貧から防貧へ～	

マヤスの愛	
長尾巻の生き方	
ジョン・ウェスレーの生き方	

　イエスキリストへの絶対なる信仰	
　困っている人への愛情・身を捧げる決意	
　いつも貧しい人・困っている人・弱い者側から	
　物事を見る	

スラムに入り貧しい人・困っている人・弱い立場の	
人と一緒に生活し、その境遇のあまりのひどさ	
厳しさにあって懸命にこの人たちを救おうとした	

救済・施しでは解決できないことを１４年間	
の活動から体験、体感、身にしみて感じた	

しくみ・制度が必要	

救貧活動はザルを使って
水を汲む様なもの。どんな
に汲み上げても次々と貧し
い人がスラムに流れ込ん
できてしまう。	



プリンストン大学留学　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　新たな方向性をさぐる	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリンストン神学校の学友と	

　1914年～1917年	
　　プリンストン大学神学校	

この間、授業の合間をぬっ
て、米国スラムのセツルメ
ント運動を視察した。　　	
　また、ニューヨーク市中で
6万人の大きなデモに遭遇
し、日本における労働運動
の発展を志す契機を受け
た。	



　　　賀川豊彦の行った事業 

　　　貧しい人弱い人のための仕組み作り 

救済のしくみ  　　　 セツルメント・農民福音学校 
    　 　  ボランティア・職業紹介所 

助け合うしくみ　　          共済・保険 
　　　　　　　　　　　　   　　社会保険（健康保険・失業保険） 
自立するしくみ　　  　　　 協同組合・労働金庫 
　　　　　　　　　　　　　 　　畜産・時計会社 
防貧のしくみ　　　 　　　  友愛会・労働組合 
教育のしくみ　　　  　　    保育園・幼稚園・桜美林 
社会運動のしくみ 　　　  世界連邦運動・普通選挙運動 
　　　　　　　　　　　　　 　  禁酒運動・廃娼運動	



大正１０年三菱・川崎造船デモ	

救貧から防貧へ	
労働組合運動	

友愛会の鈴木文治と	

警察および軍隊の弾圧により敗北。	
その後労働運動は過激な暴力志向に傾	
き、人類愛を説く賀川は受け入れられず、	
結果として労働運動から離れていく。	



杉山元治郎と	

救貧から防貧へ	

　　　農民組合運動	

瓦木村での農民福音学校	

１９２２（大正11）年日本農民組合 
設立大会が神戸基督教青年会館 
で開催。初代組合長に杉山元治郎 
が就任	

農民に立体農業などの実用的な農業	
や宗教の学習をするために設立された。	



1918(大正7)年米騒動を契機として、東京府は生協設立奨励政策をとり多くの	
生活協同組合が設立された。1918年賀川が中心になりロッチデール消費組合を	
模範に労働者による消費組合「購買組合共益社」が大阪に設立された。	

　賀川のかかわった協同組合	

　　　　　　　　共益社	

大阪共益社の人たち	

1918(大正7)年8月12日米騒動で神戸の鈴木商店焼き払わ
れる。(神戸新聞提供)　　　　　　　　　　　　　　　　	



　　　　　　　賀川のかかわった協同組合 

　　　　　　　　　　　神戸消費組合	

川崎造船の職工青柿善一郎たちが物
価上昇に対応するため「川崎購買組合」
設立を計画し、賀川に相談。この計画に
武内勝、今井嘉幸、福井捨一らが賛同
し1921（大正10）年広く地域住民を勧誘
して「神戸購買組合」が創設された。
1924年に認可が下り「神戸消費組合」と
改称した。	

神戸購買組合の創立に活躍した	

青柿善一郎　(昭和50年撮影)	

　神戸購買組合初代組合長	

　　　　　　福井捨一	

　　　神戸購買組合第2代組合長	

　　　　　　　　　　　今井嘉幸	



労働組合を母体とする神戸購買組合
と住吉村のコミュニティを母体とする
灘購買組合が賀川の思想をその中
心に据えて誕生し、幾多の困難を克
服しながら1963(昭和38)年に合併し
1991 (昭和66)年コープこうべと改称
し、現在に至っている。 	

　　　　　　　　　　賀川のかかわった協同組合 
　　　　　　　灘購買組合	

灘購買組合は神戸消費組合とほぼ	
同時に住吉村観音林（現神戸市東
灘）で発足した地域住民による消費組
合。事業の成功で得た資金で社会貢
献を考えた那須善治が平生釟三郎か
ら紹介された賀川の協同組合事業の
話に感銘を受け、二人が中心になっ
て灘購買組合を誕生させる。	

灘購買組合初代組合長　那須善治	

灘購買組合創立の協力者	

平生釟三郎(ひらお・はちさぶろう)	



東京学生消費組合	

1923年（大正12）の関東大   
震災の後1928（昭和3）年	
5月、本所基督教産業青年
会を事務所として、学生消
費組合の組織設立に奔走
しました。早稲田大学支部、
拓殖大学、明治大学に支
部店舗を設け、学用品の
取り扱いを行い、食堂を設
けました。　	

賀川のかかわった協同組合	

　　　学生消費組合　	

さらに、東京大学、明治学院などにも組織を拡大しましたが、急進的学生運動
に巻き込まれ、官憲の弾圧も激しくなって1940（昭和15）年に解散しました。	



　　　賀川のかかわった協同組合	

　　　　江東消費組合	

1923(大12)年９月１日、関東南部
を関東大震災が襲う。すばやく上
京しその惨状を見た神戸の賀川
豊彦は、同志とともに義援物資を
もって再上京、本所松倉町にテン 
トを張って救援活動を開始した。 
医療、宿泊、給食、訪問看護など
の活動は本所基督教産業青年会
のセツルメント活動として継続され、
賀川と同行した神戸消費組合の
創業期の一員である木立義道が
中心を担った。	

木立はセツルメント関係者と労働組合関係者に呼びかけ消費組合づくりをすすめた。
1927(昭２)年４月、賀川組合長、木立専務で江東消費組合が発足した。ロッチデール
原則に忠実に現金主義、市価主義を守り、６か月ごとに決算し購買高配当も行なった。	
しかし、戦後再建できずに1951（昭和26）年12月に解散した。	



関東大震災後の1928（昭和3）
年、賀川たちが救援活動の拠
点とした本所に中ノ郷質庫信
用組合を設立しました。	
これは大震災の被害者が気軽
に品物を預けて安い利息で金
を借り、期限内に返金できなく
ても品物の権利のなくならない
ように、自分たちの手で質屋を
経営しようというのが趣旨でし
た。	

　　　賀川のかかわった協同組合	

　　　　中ノ郷質庫信用組合	

今日でも『中ノ郷信用組合』で庶民と中小企業を組合員とする相互扶助の
精神にたった健全な信用組合として、バブル崩壊後も運営されています。	



　　　　　賀川のかかわった協同組合 

　　　　　　　　日本生活組合連合会 

賀川は、産業組合や消費組合を再
生させようと1945（昭和20）年11月、
『日本協同組合同盟』を結成、会長
に就任しました。生活協同組合関
係者だけでなく、農林水産業、医
療協同組合関係者のほか、学者ら
も集まりました。この活動は農協
法・生協法などの成立に力を及ぼ
し、農協、生協などの組織を生み
ました。	

1951（昭和26）年には『日本生活協同組合連合会』を創立、賀川は初代会長に
なっています。この組織はＩＣＡ（国際協同組合同盟）に加盟して世界とつながって
います。　まさに賀川はコープこうべの父に加えて協同組合の父になったのです。	

日本生活協同組合連合会創立総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　	



　昭和初期における農村僻地での
医療受益の貧困を憂えた賀川は
貧しい人たちが安心して安い診療
費で受疹できるように、1931（昭和
6）年に新渡戸稲造らと東京医療
利用購買組合設立運動を起こし、
翌年に認可されました。それが現
在の中野総合病院です。	
この運動は全国各地に普及し、多
くの医療利用組合が設立されまし
た。医師会などの反対はありまし
たが、全国の多くの無医村から歓
迎されました。	

賀川のかかわった協同組合	

　　　　東京医療利用購買組合	

中野組合病院の全景	



　　協同組合による共済事業の展開は、第二次大戦後に組織化さ
れた各種協同組合により手がけられましたが、共済事業開始
は、産業組合時代の1924（大正13）年の産業組合中央会第
20回大会で「生命保険事業開始の件」が採択されたときです。
これが「農業共済事業」の萌芽とされています。	

　　戦後のスタートは1948（昭和23）年北海道で始まり1951（昭和
26）年の全国共済農協連の認可によります。1957（昭和32）年
には都市労働者を中心とした「労働者共済連合会」（労済連）
が発足しました。賀川はこの共済制度の規模の確立に大きな
精力を注いでいました。	

　　この掛け軸は、ＪＡ共済の特別応接室にかけられ、その活動を
見守っています。	

賀川のかかわった協同組合	

　　　　　　　　共済事業	



1942（昭和17）年、売却されてい
た三井系の保険会社を買い取る
ことに成功し、産業組合が運営す
る保険会社が設立された。「共存
共栄」から『共栄火災』と命名され
ました。	
　賀川は「保険というものはその
性格上、協同組合が運営すべき
ものだ。協同組合が持つその道
徳的自粛力と、その非搾取的精
神と、その共同互助の機構その
ものが保険の根本的精神と一致
する」と語っています。	

賀川のかかわった協同組合	

　　　　　　共栄火災	



　　賀川に影響を与えた	
　　　ロッチデール消費組合（先駆者協同組合）	

　当時イギリスの労働者は、産業革命の
あおりをうけ低い賃金と高い物価、悪質
な商品に悩まされていました。1844年、イ
ギリスの小さな町ロッチデールで、ロバー
ト・オーエンの影響を受けた職工２８人が
1人１ポンドずつのお金を出し合って、共
同購入を始めたのがこの生協の興り。	
　やがて単純な共同購買組織にとどまら
ず、社会改良運動の性格を強め、世界中
に強い影響を与えました。この時の運営 
原則は加入の自由，1人1票の民主的運
営，剰余金の利用高に応じた分配など
「ロッチデール原則｣と呼ばれ政治・宗教
的中立、教育の促進などの文言を加え 
今も世界中の生協に受け継がれていま
す。	



　　　　　　　　　　世界の協同組合 
 　　　　　　～国際協同組合同盟（ICA） 

　　世界各国の協同組合がつくる国際組織として、国際協同組合同
盟（ICA=International Co-operative Alliance）があります。 
ICAには、世界96カ国から生協、農協、漁協、森林組合、労働者協同
組合、住宅協同組合、信用協同組合など、あらゆる分野の271協同組
合組織が加盟しており、組合員の総数は、10億人を超えます（2013年
3月現在）。ICAは、国連に登録された世界最大のNGO（非政府組織）
です。日本生協連は1952年に加盟しました。 

ICAは、1995年のICA100周年記念大会（イギリス・マンチェスター）で
、「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」を採択し、「協同組
合の定義・価値・原則」を定めました。 
この原則は、世界中のさまざまな協同組合の指針となっており、日本
の生協もこの原則に基づき運営されています。	



　　　協同組合がよりよい社会を築きます 
～2012年は国連の定めた国際協同組合年でした～ 

　　国際協同組合年（IYC）は2012年で終了しましたが、IYCをスタート地
点として協同組合をさらに発展させるために、国際協同組合同盟（ICA
）では2020年を視野に入れた「協同組合の10年に向けた計画（ブルー
プリント）」を作成し、2013年2月に確定版として発表されました。	

　協同組合が2020年までに達成すべき3つの目標	

　(1)経済・社会・環境の持続可能性において	

　　認知されたリーダーとなる。	

　(2)人々に最も好まれるモデルとなる。	

　(3)もっとも急速に成長する事業形態となる。	



「国際協同組合年」の目的について　　　　　　　　　　　　　 

　国際協同組合年を単年度で終わらせず「助け合って生きる国際の10年」に　	
　　国際協同組合年四つの実践テーマ。	

①協同組合をみんなに紹介しよう。（協同組合に関して知らない人に、協
同組合運動とはどういうものかを伝えるためには、発信する側がよく知
っていること、そのための新たな学びが必要である。）	

②協同組合を新しく設立しよう。（これは殆ど実践されていない。新しい協
同組合を作るのは難しい。）	

③協同組合の設立や発展につながる政策を定めるよう、政府や関係機関
に働きかけよう。（これは協同組合という宝をもっと大切にしようと云う
趣旨だと思う）	

　　世界全体で共有された以上三つのテーマに、日本の全国実行委員会
はもう一つテーマを加えた。	

④東日本を支えよう。（私たちは、東日本大震災を抜きにして暮らしを考え
ることはできません。既存の協同組合として何が出来るのか、又、震災
復興のために必要な新しい協同組合をみんなで考え、作っていこうとい
うものである。）	



　　１.　「利益共楽」　　　　　　　　　２.　「人格経済」　　　　　　　　　　　　　　　　　
３.　「資本協同」　　　　　　　　　４.　「非搾取」　　　　　　　　　　　　　　
５.　「権力分散」　　　　　　　　　６.　「超政党」	

　　７.　「教育中心」	

コープこうべが引き継いだ	

　　　　生活協同組合の中心思想	



賀川は1935年12月から1936年7月ま
で米国に招かれ、協同組合運動を広げ
るために全米で講演。この時のニュー
ヨークの大学における連続講演は「ブラ
ザーフツド・エコノミックス」（1936）とし
て出版され17言語、25カ国で刊行され
た。そして、この本は世界の協同組合
の教科書となった。	
　邦訳は2009年『友愛の政治経済学』	
として刊行された。 
　賀川は友愛の政治経済学に基づいた
協同組合主義、人格社会主義をいろい
ろな領域に展開していき、世界的に連
帯させて行く事で、世界平和を実現した
いと考えていた。	

「愛の実践活動を通した社会愛」による経済の再建	



　賀川は共産主義でも資本主義でもない「第三の道」として協同組合主義を提言しています。	

　　　第三の道「協同組合主義」とは相愛互助の友愛の社会体制を築こうとするものです。 　　　	

　 　協同組合主義をわかりやすくいえば、助け合いの組織です。生産者も消費者も友愛の
精神で しあわせを分かち合う経済生活を作ろうとするものです。それにより富の独占
をせずに、利益を共に分かち合う搾取のない社会、権力を集中しない社会が実現出来
ると述べています。協同組合を七つに分類し、この下記七つの協同組合を連携して運
用することで相互扶助の社会が実現すると考えました。 	

　 　　生産組合　　　　　　　消費組合　　　　　　  信用組合　　　　　　　販売組合　　　　　　　	

　　　共済組合　　　　　　　保険組合　　　　　　　利用組合　　	

　　 協同組合は競争原理に基づかない経済社会を実現することを目指している。	

　　単なる経済理想論でなく 経済活動であり、この実践のためには倫理、愛がな
ければならないと説いています。 	

賀川豊彦が提言した「第三の道」協同組合主義	

　　　　　　『友愛の経済学』より	



　協同組合を取り入れた文学作品	

  『一粒の麦』（1931年大日本雄弁会講談社）	

  『海豹の如く』 （1933年大日本雄弁会講談社）	

  『鰯漁業国営論』 （1933年『雄弁』24-１付録）	

  『乳と蜜の流れる郷』 （1935年改造社）	

  『鯨の牧場を作れ』	

（1938年『雲の柱』17-3初出、『北斗の招宴』所収）	

  『再建』 （1946年大阪新聞社）	

協同組合に関する賀川の著作	



『主観経済の原理』（1920年　福永書店）	

『自由組合論』 （1921年　警醒社書店）	

『家庭と消費組合』	

　 （『家庭叢書』1927年9月　東洋姓名保険株式会社）	

『社会構造と消費組合』	

 （『消費組合パンフレット』1927年5月　神戸消費組合）	

『国民健康保険と産業組合』	

　 （山崎勉治共著、1936年　成美堂書店）	

『漁業組合の理論と実際』	

　 （1940年　全国漁業組合連合会）	

『産業組合の本質とその進路』	

 （1940年　協同組合新聞社）	

『協同組合の理論と実際』 （1946年　コバルト社）	

『新協同組合要論』 （1947年　日本協同組合同盟）	

協同組合に関する賀川の著作	



　　　　　　　　　　　　田中俊介氏の弔辞より 

　　協同組合運動は人類愛の実践運動である 

　「先生が、青年時代から終始一貫、伝道と労働運動、　　　　　　　
　農民運動とともに、協同組合運動にたいして熱情を持ちつづけ
、時代が協同組合運動にたいして絶望的にみえる時すらも、そ
の情熱を不死鳥のごとくもやして今日の協同組合運動の礎石と
なられたのはなぜでありましょうか。	

　　「協同組合運動が思想をこえて隣人同士のたすけあいの運動
であり、人類愛の実践運動であるからです。協同組合が民衆の
運動であるからです。先生のつねに愛してやまない民衆、その
民衆の一人一人の心と糧とのむすびつき運動であるからです。
協同組合が自分だけの利益をもとめない、自国だけの利益をも
とめない、国際的のたすけあいの運動であるからです。世界の
平和運動の根底をなすものだからです。」	

灘生協第４代組合長 田中俊介	



　　ダーウィンの進化論から協同組合思想への発想を探る	

　  賀川はダーウィンの「適者生存」は進化についての片寄った解釈である
と問を持った。 　生存に関して相互の愛の存在が欠けている。生存競争
だけでなく、相互の助け合う能力は 生存のための闘争能力と同じぐらい
に重大であるとの考えに至った。	

　　一般経済論と賀川の経済論	

　一般の経済学（如何にして儲けるか）・・物価と貨幣が主体	

　賀川の経済学（どのように生きるか）・・・愛と互助（主観的経済学）	

　賀川が発表した主観的経済学は「経済学とは言えない」と批判された。	

　しかし、１９９８年ノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センは	

　『経済に倫理を』と提唱している。	

　　　　賀川の協同組合主義	
　　　賀川はなぜ協同組合に力を入れたのか	



賀川豊彦の根底に流れているもの	

愛は私の一切である

終わり	


