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協同組合の側からいわゆる今回の
今、
あらためて「協同組合とは何ぞや」を問う
「農協改革」をどう乗り越えていくのか
にじ 64 年の歴史における初の増刊 ！
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

平成28年9月15日発行

−
『家の光』創刊90周年記念出版事業として−
協同組合研究誌にじ臨時増刊
「農協改革を協同組合から問う」

特集

社会的経済の構成員は全国各地にすでに多く存在している。これらの非営利組織が
連帯すれば大きな組織力と運動体になることは疑いない。
本特集では、この連帯の意義と必要性について論ずるとともに地域・広域・全国・世
界をつなぐネットワークと連帯の実践例を取り上げ、日本が向かうべき方向を示す。
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2012「国際協同組合年」をふまえ協同組合運動の「新ビジョ
企画：協同組合研究誌「にじ」編集部
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
座長：石田 正昭
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」
怒りや冷めた感情を背景としながらも、やや冷静になって、安倍政権が進めた
を拓くための指針となる一冊です。
農協改革を協同組合セクターの立場から検証するとともに、将来的に存在価値があ
編者の中川雄一郎明治大学大学院教授は序章で「新協同
り、かつ持続可能な農協像を示すことを目的に本誌は企画された。協同組合の普遍
組合ビジ
ョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
性なり、戦後農協の歴史性を無視した改正農協法はなぜ成立したのか。争点は何だ
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
ったのか。政治家、役人、ＪＡ関係者など、ステークホルダー（利害関係者）たち
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。
はどう動いたのか。そして、その攻防から得られる教訓や課題とは何だったのかを
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）
明らかにする。
教授・石田正昭）／農協

名誉教授・太田原高昭）／本来のＪＡ改革の

レイドロー報告（第27回ICAモスクワ大会）以降、1980年代
ために－協同組合としての自己改革を（滋賀県立大学 教授・増田佳昭）／農協法改
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
正の検証と望まれることなど（レクスコ・明田ラボ 代表・明田作）／平成27年農業
上げ、分野別に詳細に解説しています。編者の堀越芳昭前
協同組合法改正について―「表裏の主役」を中心にして（小樽商科大学… 教授・多木
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
誠一郎）／総合農協の意義と存立条件を改めて問う（福井県立大学… 教授・北川… 太一）
動、理論と歴史、法制、そ
して農協・漁協・森組・生協・
／農村地域社会と総合農協、農家・地域住民と協同組合（福島大学 教授・小山良太）
中小企業組・ワーカーズ・金融・共済および社会的企業を網
／准組合員”問題”はどこに向かうか－総合監督指針と事業利用調査にみる総合性の
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。
解体－（広島大学大学院 助教・小林元）／農協批判の底流とメディアの役割（農林
「家の光」発行の『新版
協同組合事典』（1966）の後継本
中金総合研究所
特任研究員・行友弥）
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）
（発行：一般社団法人ＪＣ総研、B5版₁₁₂頁、定価₁，₆₀₀円、税・送料込み）
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経営破綻した遊子漁協の再建には61年から76
年の約15年間を要したが、その間、養殖魚種の
多角化と養殖場の拡大によって販売金額は飛躍的
開会あいさつ：当総研 常務理事 勝又 博三
に増加するとともに、最終年度には累積欠損金を
趣旨説明：都留文科大学 非常勤講師 田中 夏子 氏
解消までに回復した。漁家は養殖生産で他の漁
家と家族ぐるみで競い切磋琢磨に努めるとと
もに、
第１報告 テーマ「協同組合が平和の担い手となるための歴史的教訓」
（仮題）
協同の取組みとして固くまとまったという。
報告者 石見 尚 氏（日本ルネッサンス研究所 代表）
こうした漁家の意識変革はどのようにして定着
していったのか。古谷氏はことあるごとに「浜を
（休 憩）
支える下積みとなれ」と語ったという。氏の漁協
第２報告 テーマ「協同組合間協同で取り組む平和運動－協同組合ネ
ットいばらきを事例に－」（仮題）
人生を振り返りながら、漁業協同組合の運動と
事業が一体のものとしてすすめられた取組みを見
報告者 佐藤 洋一 氏（協同組合ネットいばらき 代表/茨城県生協連 会長理事）
る。

《次

４.

第》

（休

憩）

５. 第３報告 テーマ 「労協が取り組む平和の構想」（仮題）
報告者 藤田 徹 氏（一般社団法人日本社会連帯機構 理事）
６. まとめ・閉会あいさつ：都留文科大学

非常勤講師

田中 夏子 氏
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