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今、あらためて「協同組合とは何ぞや」を問う
総勢14名の協同組合研究者渾身の大著2冊を刊行！！

協同組合研究誌
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−
『家の光』創刊90周年記念出版事業として−

特集

協同の視点から真の「地方創生を」を問う

53

2012「国際協同組合年」をふまえ協同組合運動の「新ビジョ
ン」をめざした３年にわたる研究成果の集大成。第一線の協同
組合研究者たちが、これまでのわが国協同組合運動の歩みを
多面的に総括し、これからの協同組合運動の「新たな地平」
を拓くための指針となる一冊です。
編者の中川雄一郎明治大学大学院教授は序章で「新協同
組合ビジョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
業と運動の新たな創造に着手することになる」と本書のねらいを
述べています。協同組合研究者の必携本としてご利用ください。
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）

国が進めようとしている「地方創生」を意識しながら（批判的に検討しながら）
、そのね
らいと限界、現場レベルから見た地域社会のあり方、さらには望ましい地域の姿を実現す
るために協同組合･協同セクターが果たすべき役割と可能性を考えようというのが本特集の
目的である。
協同組合による地域社会への関与の問題が理論と実践の両面から一層深化していくこ
と、さらには「協同組合版・真の地方創生ビジョン」づくりに向けた議論の一助となるこ
とを期待したい。

レイドロー報告（第27回ICAモスクワ大会）以降、1980年代
からおよそ30年間にわたる協同組合に関する文献を幅広く取り
上げ、分野別に詳細に解説しています。編者の堀越芳昭前
山梨学院大学教授は本書の特徴について「国際協同組合運
動、理論と歴史、法制、そして農協・漁協・森組・生協・
中小企業組・ワーカーズ・金融・共済および社会的企業を網
羅した、文字通りオール協同組合研究の総括書」としています。
「家の光」発行の『新版 協同組合事典』（1966）の後継本
として広くご利用ください。
（家の光協会、A5判、372頁、定価：本体4,200円＋税）
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〈再訂版〉

理事長）

1995年の「協同組合とは何かについてのICA声明」を日本の実情にあわせ
ＪＣ総研 第46回公開研究会
てわかりやすく解説し、多くの協同組合人に愛読・活用されてきた「新協同
組合とは」を、10年ぶりに改訂しました。さらに、2012国際協同組合年への
日
時：2016年3月26日（土）
…13：00 ～ 17：00
取組みと関係資料を加え、内容の充実をはかりましたのでご活用下さい。
場
所：家の光会館２階会議室（当研究所隣ビル）
（B6版 本文140頁）
研究課題：
「協同組合における職員の地位と役割」
…
JC
※定価：730円（税込）＋送料（会員価格660円（税込）＋送料）
内
容
一般社団法人

総研

趣旨説明：山梨学院大学…元教授 堀越…芳昭…氏
第１報告：…テーマ「『JA職員の意識と行動にかかるアンケート調査』
結果と特徴」（仮題）
報告者 …西井…賢悟…氏
（長野県農協地域開発機構…主任研究員）
第２報告：…テーマ「JA京都にのくににおける協同組合らしい『人づくり』
へのアプローチ～人・組織・地域をつなぐＪＡ運動の実践～」
当研究所では『にじ』執筆者等による公開研究会を下記の通り開催いたします。にじ購読者の皆様はじ
（仮題）
め多くの協同組合関係者のご参加をお待ちしております。
…報告者 迫沼…満寿…氏
（当研究所HP「協同組合研究部関連セミナー」からお申込みください）
（JA京都にのくに…代表理事専務）

経営破綻した遊子漁協の再建には61年から76

ＪＣ総研 第46回公開研究会
日
時：2016年3月26日（土）
…13：00 ～ 17：00
場
所：家の光会館２階会議室（当研究所隣ビル）
研究課題：
「協同組合における職員の地位と役割」 …
内
容
趣旨説明：山梨学院大学…元教授 堀越…芳昭…氏
第１報告：…テーマ「『JA職員の意識と行動にかかるアンケート調査』
結果と特徴」（仮題）
報告者 …西井…賢悟…氏
（長野県農協地域開発機構…主任研究員）
第２報告：…テーマ「JA京都にのくににおける協同組合らしい『人づくり』
へのアプローチ～人・組織・地域をつなぐＪＡ運動の実践～」
（仮題）
…報告者 迫沼…満寿…氏
（JA京都にのくに…代表理事専務）

年の約15年間を要したが、その間、養殖魚種の
ＪＣ総研
第47回公開研究会

多角化と養殖場の拡大によって販売金額は飛躍的
に増加するとともに、最終年度には累積欠損金を

日
時：2016年4月23日（土）
…13：00 ～ 18：00
解消までに回復した。漁家は養殖生産で他の漁
場
所：家の光会館２階会議室（当研究所隣ビル）
家と家族ぐるみで競い切磋琢磨に努めるとともに、
研究課題：
「協同組合における職員の地位と役割」 …
協同の取組みと
して固くまとまったという。
内
容：
こうした漁家の意識変革はどのようにして定着
趣旨説明：山梨学院大学…元教授…
堀越…芳昭 氏
していったのか。古谷氏はことあるごとに「浜を
第１報告：…テーマ「
ＪＡ職員の意識と行動にかかるアンケート結果か
支える下積みとなれ」と語ったという。氏の漁協
ら考える
ＪＡ職員の地位と 役割」（仮題）
人生を振り返りながら、漁業協同組合の運動と
報告者
…石田 正昭 氏
事業が一体のものとしてすすめられた取組みを見
（龍谷大学 教授、日本協同組合学会 会長）
る。
第２報告：テーマ「ＪＡあつぎの組織・事業展開と人材育成」
（仮題）
報告者 …大貫…盛雄…氏
（ＪＡあつぎ 代表理事組合長）
第３報告：…テーマ 「個を認め合い、個を磨きあい、自律型人材の
育成…―エフコープ生協の 均等待遇への取組み」（仮題）
報告者 …島崎…安史…氏
（エフコープ生活協同組合…常勤理事管理本部長）

㻜㻟㻙㻢㻞㻤㻜㻙㻣㻞㻡㻠
ＪＣ総研 第47回公開研究会
日
時：2016年4月23日（土）
…13：00 ～ 18：00
場
所：家の光会館２階会議室（当研究所隣ビル）
研究課題：
「協同組合における職員の地位と役割」 …
内
容：
趣旨説明：山梨学院大学…元教授… 堀越…芳昭 氏
第１報告：…テーマ「ＪＡ職員の意識と行動にかかるアンケート結果か
ら考えるＪＡ職員の地位と 役割」（仮題）
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特集 協同の視点から真の「地方創生」を問う

特集解題

協同組合版・地域ビジョンの作成に向けて！
北川 太一
Kitagawa

Taichi

●福井県立大学 教授

もともと本号の特集は、2013年冬号（No.

意気込む（『読売新聞』2015年１月22日付）。

644）の特集「これからの『地域づくり』を

はたして、こうした国がすすめる「地方

問い直す」の続編として企画されたもので

創生」政策とそこで展望されている地域の

ある。当時の特集では、道州制基本法制定

姿は、一人ひとりを大切にし、頑張ってい

の動きなど、国と地方（地域）間のしくみ

るけれどもなかなか成果が出ない人、ある

が改変されようとするなかにあって、人と

いは頑張りたいけれども頑張れない人た

人との結びつき、人間と自然・環境との共

ちにも手を差し伸べることを使命とする、

生、小さな経済（事業）起こしなどを大切

協同組合の関係者が望むべき姿なのであ

にした地域づくりのあり方、さらには協同

ろうか。

組合やNPO等、非営利組織が地域づくりに

そこで本特集では、以上のような問題の

関与することの意義と課題について考え

状況認識を踏まえて、テーマを「協同の視

ることがねらいであった。

点から真の『地方創生』を問う」とし、現

その後、周知のように政府が人口減少の

在、国が進めようとしている「地方創生」

克服をはじめとした「地方創生」の考え方

を意識しながら（批判的に検討しながら）、そ

を打ち出し、『長期ビジョン』のもとで地

のねらいと限界、現場レベルから見た地域

方版の『総合戦略』の策定が全国の自治体

社会のあり方、さらには望ましい地域の姿

で始まるようになった。地方創生担当大臣

を実現するために協同組合・協同セクター

である石破茂氏は、今回の「地方創生」の

が果たすべき役割と可能性を考えようと

取り組みを「地方刷新最後の機会」である

したものである。

と位置づけ、「農林業や、観光などのサー

本特集の構成は次のとおりである。論考

ビス業の可能性を最大限引き出し、地方を

編では、３つの論文を掲載した。まず、国

新しく作り直すのが地方創生だ」として、

が推し進める「地方創生」のねらい、そこ

農林水産業の成長産業化、地方への人材還

で想定されている国と地域の姿やかたち

流、地方での若者の雇用創出などの推進に

とは何か。その限界や問題点を指摘し、私
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たちにとってあるべき姿を総括的に提起

既存の協同組合の力だけでは十分に達成で

してもらった（岡田論文）。次に、協同組合

きるものではなく、地域内外の住民や諸団体

の問題を意識しながら「地方創生」との関

との連携・協働が不可欠である。そこで、地

係について考察した。そこではまず、地域

域づくりインターンをはじめとした都市農村交流

社会への関与や公益性発揮の重要性が求

（筒井論文）
、住民出資による「地域売店」の

められている協同組合が、将来予想される

取り組み（山浦論文）、「小規模多機能自治」

人口減少の深刻化、新自由主義的な政策基

に取り組む中山間地域の実践（田中論文）、新

調の中で、どこまで寄与できるのか。これ

しい農山村開発モデルをめざした地域自給圏

らについて、歴史的な視点を交えて考察し

構築の取り組み（丸山論文）を取り上げ、非

た（小林論文）。また、昨今「創造的自己改

営利組織、自治体、住民協同組織などの可

革」が求められている農協に焦点を当て

能性や協同組合との連携可能性について検

て、「農業者の所得増大」や「農業生産の

討した。さらには、
「地方創生」の推進を預か

拡大」と並んで「地域活性化」を重要な取

る自治体トップの立場から、望ましい地域のあり

り組み課題として掲げる農協の課題と可

方と協同組合への期待について考察した（藤

能性について論じた（石田論文）。

原論文）。

続く実践編では、実践家や該当地域を

これらの実践的論考から、「地方創生」

フィールドとする研究者による実践的論

に向けた取り組みは、当該地域固有の条件

考９編を掲載した。特に、協同組合による

（歴史性、文化性など）に規定されると同時

「地方創生」への関与の問題をよりリアル

に、協同組合の種別や地域・地帯を問わず

に明らかにするために、特定の協同組合や

共通の課題が横たわっていることがわか

地域・地帯に偏ることのないように配慮

る。そして、人的資源や文化も含めた有形・

し、多面的な角度から特集テーマについて

無形のさまざまな地域資源を発掘し、そこ

アプローチした。

に光を当て、活用していくことの重要性が

具体的には、農協（高木論文）、生協（長

示唆されるであろう。

谷川論文）
、漁協（馬場論文）、森林組合（早

公務ご多忙の中、ご執筆いただいた方々

尻論文）という協同組合の種類別に、該当す

に感謝申し上げるとともに、本特集を契機

る地域経済やコミュニティの現状も踏まえなが

として、協同組合による地域社会への関与

ら、各協同組合が置かれている状況を明らか

の問題が理論と実践の両面から一層深化

にし、今後の取り組むべき課題と解決の方向

していくこと、さらには「協同組合版・真

性について実践的に考察した。

の地方創生ビジョン」づくりに向けた議論

また、こうした地域社会への関与の問題は、
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の一助となることを期待したい。
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