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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
監修：小山良太・田中夏子
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」
福島原発事故後の、福島県内の第一次産業を中心に、地域の暮らしと仕事の
を拓くための指針となる一冊です。
現状、憤り、そして暮らしと生業を取り戻そうとしている協同組合や組合員の
編者の中川雄一郎明治大学大学院教授は序章で「新協同
活動と、あたり前の暮らしを取り戻そうという人びとの取り組みを専門的な立
組合ビジ
ョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
場から、実践、提言、分析に取り組んできた方々に執筆をお願いしました。
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。
はじめに（田中夏子）／第１章「福島事故─過去・現在・未来」
（舘野淳）／第２章「原
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）
子力災害から４年目の福島─食・農・くらしの再建と協働─」
（小松知未）／第３
章「原子力災害からの山村の復興と森林組合の『協同の任務』
」（早尻正宏）／第４
章「放射能汚染からの農と暮らしの復興と協同組合の役割」
（小山良太）／第５章「試
験操業に託した福島県の水産復興と社会災害─協同組合は汚染水漏洩問題にどう立
レイドロー報告（第27回ICAモスクワ大会）以降、1980年代
ち向かうのか─」
（濱田武士）／第６章「3.11を生きる二本松市東和地区に学ぶ─自
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
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給と暮らしの取戻しに向けて─」
（飯塚里恵子）／第７章「福島の子ども保養─協
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（河原林孝由基）／第９章「加害者保護へ向かう原子力損害賠償制度─議論なき改定、
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。
再び事故へ─」
（本間照光）／第10章「原発に頼らない電気を自分たちで作る─福
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（1966）の後継本
島から全国へ、
福島県農民連による自然エネルギー発電所づくり─」
（豊田陽介・佐々
として広
く
ご利用
く
ださい。
木健洋）／第11章「避難女性農業者による『小さな復興』の取組み─福島県飯舘村
（家の光協会、A5判、372頁、定価：本体4,200円＋税）
を事例に─」
（岩崎由美子）／第12章「福島県における協同組合間協同─地産地消
ふくしまネットの歩み─」
（阿高あや）／第13章「風評被害の構造と５年目の対策」
（関
谷直也）／第14章「福島県が抱える風評問題と地産地消を取り戻す意義─流通から
のアプローチ─」
（則藤孝志）／第15章「原発災害下での暮らしと仕事─座談会」
（熊
谷純一・大内信一・小山良太・田中夏子）
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今、あらためて「協同組合とは何ぞや」を問う
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原発災害下の福島でみられた活動に学び、
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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を刊行！！
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
に増加するとともに、最終年度には累積欠損金を
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、
2012「国際協同組合年」
をふまえ協同組合運動の
「新ビジョ
協同の取組みとして固くまとまったという。
こうした漁家の意識変革はどのようにして定着
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
していったのか。古谷氏はことあるごとに「浜を
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
支える下積みとなれ」と語ったという。氏の漁協
人生を振り返りながら、漁業協同組合の運動と
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
事業が一体のものとしてすすめられた取組みを見
る。
めの指針となる一冊です。

−
『家の光』創刊90周年記念出版事業として−

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。
㻜㻟㻙㻢㻞㻤㻜㻙㻣㻞㻡㻠
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）
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言
巻 頭

第２弾の「改悪」に
どう闘って行くか

改正農協法が４月から施行された。附則には５年間の組合員実態調査を行ったうえ
で准組合員の事業利用規制のあり方について、結論を得ることが盛り込まれている。
政府与党主導による今回の「農協改革」はあくまで第１弾であって、第２弾、第３
弾の改悪を今後迫って来るものと考えられる。
「農協改革」の背景にある考え方は、つき詰めれば①株式会社、他業態とのイコー
ルフッティング、②JAの総合事業は分離解体すべき、③JAは農業者による協同組合
に特化すべきという３点に整理されると思う。
JAグループの将来も含めた立ち位置は「食と農を基軸とした地域に根差した協同組
合」であり、協同組合による総合事業体と准組合員による自由な事業利用を今後とも
担保して行く法的枠組みの確立が必要である。
それでは、なぜ①協同組合で②総合事業で③農家だけでなく准組合員の自由な利用
が必要なのかを、現場の検証を踏まえ具体的に論証できるように闘いの準備を整えて
おかなければならない。
（1）利 益・配当優先の株式会社は赤字や儲からないと直ぐに撤退する短期主義であ
る。農業の営み、人々の暮らしは、いっとき良ければというものでなく長い時
間の中で成就する。JAの現場である地域農業、地域経済は協同組合による持続
可能性を踏まえた事業展開が根本であり、最も効果的であるということを論証
し、具体的に見える化する必要がある。
（2）地 域の農業、暮らしを支える事業のうち、農産物販売、生産資材、生活購買、介護、
福祉などの事業は極めて収益性が低い。組合員のニーズに応じて持続可能性の
ある事業として実施していくには、収益性の高い信用・共済事業も含めて主体
的にJAが総合事業で展開できなければ地域の活性化、創生はできない。この場合、
連合会との関係における代理店化の問題や、金融の規模論における１県１JAの
課題についても、検証・論証し、具体的な数字で示すことが必要である。
（3）地 域農業従事者・農村人口の減少、過疎化・高齢化の加速化という地域の状況
の中で、農家を核としながら地域に住む全ての住民も自由にJA事業を利用する
ことが、総合事業による収益性を確保し、地域の農業振興や暮らしを支える事
－1－
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