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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！
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−
『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

本特集では、協同組合と平和のつながりをめぐって、第一に歴史的考察およびグロー
バルな視点、第二に組合員が主体となって展開してきた平和活動、第三に日々の事業の
中に織り込まれている平和産業としての協同組合の可能性と役割から議論を深め、多様
な実践に学ぶことを企図している。
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にじ 64 年の歴史における初の増刊

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
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
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
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。
企画：協同組合研究誌「にじ」編集部
座長：石田 正昭

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」

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
明らかにする。
同の力で被災した親子に笑顔を─」
（西村一郎）／第８章「原発災害による避難農
家の再起と協同組合の役割─離農の悔しさをバネに『福島復興牧場』を建設へ─」
座長解題：農協改革の論点―その検証と展望―（龍谷大学 教授・石田正昭）／農協
（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、
の役割を歴史から考える（北海道大学
名誉教授・太田原高昭）／本来のＪＡ改革の
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
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
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
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
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
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
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）
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
／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） （関
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」
／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
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
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 （熊
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」
中金総合研究所 特任研究員・行友弥）
谷純一・大内信一・小山良太・田中夏子）

（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）

発行：筑波書房 定価：1,800円＋税（当総研特別価格1,600円（税込）＋送料）
筑波書房より本体価格1,800円＋税（予定）で、10月上旬に出版予定。

アメリ・アルティ著『「連帯金融」の世界〜欧州における金融の社会化運動』（ミネルヴァ書房）… 田中 夏子 … 162
（社会学［地域社会学、労働社会学、協同組合論］
・農）

〔窓〕
水産物の輸出拡大を着実に―JF全漁連― ……………………………………… 小舟

憲佳 … 168

（全漁連購買事業部 次長）

〔編集後記〕 …………………………………………………………………………………………… 171
2016年総目次 ………………………………………………………………………………………… 172

2016冬657号表紙.indd

2

ご購入は、下記まで FAX・電話・E メールにてお申し込み願います。
一般社団法人ＪＣ総研
電話：03-6280-7254

FAX：03-3268-8761

協同組合研究部
E メール：kenkyu@jc-so-ken.or.jp

2016/12/09

16:52:31

特集 協同組合と平和

特集解題

田中 夏子
Tanaka

Natsuko

●社会学［地域社会学、労働社会学、協同組合論］・農

本稿執筆中、南スーダンでの国連平和維

れは紛れもない事実だ。
しかし歴史的に見れ

持活動にて「駆け付け警護」の任務を付与

ば、国策の圧力のもとにその土台が切り崩さ

された陸上自衛隊の部隊が青森空港を飛

れる局面も経験してきた。戦後の協同組合

び発ったとのニュースが入った。南スーダ

は、
そうした運動の弱さの乗り越えを意図して

ンは、国連のディエン事務総長特別顧問

きたものの、まだ到底十分ではない。

が、「暴力が激化するすべての要素が存在

今日、安保法制や武器輸出の規制緩和

している」（2016年11月12日朝日新聞） と訴

等に象徴されるように、戦争を「市場」

えるほどの危険地域だが、そこで武装勢力

と見做す政治的・経済的狂気が広がる時

に襲われた国連職員等の救出に出向くの

代にあって、協同組合の実践 （事業や組

が、安全保障関連法案に依拠する「新任

合員・職員の活動） にしっかり織り込まれ

務」とされる。国連から要請があっても駆

た平和の探求が、単位協同組合からその

けつけを実施するか否かは、現場の自衛隊

ローカルなネットワーク、そして国際協

部隊長が行なうとされるが、新聞のインタ

同組合運動のレベルにいたるまで、あら

ヴュー（同11月24日）に対し防衛相は、（訓

ゆる場面で拡充されるべき段階にあるこ

練により）
「現場の部隊長は自信を持って対

とは言うまでもない。

応」
「現地の部隊長がしっかり判断」
「部隊

上記のような問題意識のもと、本特集で

長が冷静に判断」と何度も繰り返し、リス

は、協同組合と平和のつながりをめぐっ

ク判断も責任も最前線に立つ人々に押し

て、３つの視点～第一に歴史的考察および

付ける構造が益々鮮明になっている。これ

グローバルな視点、第二に組合員が主体と

ほど無責任な仕組みの中で、武器使用を前

なって展開してきた平和活動、第三に日々

提に、紛争地へと人々を送り出す側に立っ

の事業の中に織り込まれている平和産業

たことに慄然とせざるを得ない。そう、私

としての協同組合の可能性と役割～から

たちは送り出す側に立っているのだ。この

議論を深め、多様な実践に学ぶことを企図

ことにどう向き合えばいいのだろうか。

して、４本の論考、６本の実践編、そして

協同組合は、一貫して平和の構築にむけ

１本の記念講演を掲載している。

た学習と実践に多大な労力を注いできた。こ
協同組合研究誌 にじ 2016 冬号 №657

大高全洋氏の「地域における平和的生存
－2－

権と協同組合運動」は、日本国憲法前文が

ラムでの救貧活動を原点とする賀川豊彦

謳う平和的生存権を主軸に、その具体化を

の平和思想の独自性と、その思想が協同

生活圏たる地域から構築しようと試みる

組合運動に結実していく経過を、戦前か

２つの取り組みに言及する。一つは著者

ら戦後にわたって描き出す。その到達点

大高氏の畏友、西森茂夫氏の「平和ピラ

として、非搾取的かつ自治的・民主的経済

ミッド構想」、今一つは生協共立社が掲げ

を志向する協同組合運動が、国際社会の

（「地域における総合生活保
た「90年代構想」

平和につながるとみた賀川の構想は、格

障体制の確立の追求」等）である。平和的生

差を深める極度の自由貿易に対し、対抗

存権が著しく蔑ろにされつつある今日、こ

軸が求められる今日においても示唆深い。

れを守り抜く実践とその背景にある考え

池本幸生氏の「連帯経済と平和の追求」

方を、地域の暮らし・生産・文化・自治の

では、協同組合を含む連帯経済の取り組み

営みと、それを支える協同組合運動の中に

が、ローカルなレベルからグローバルなレ

見出さんとする論考である。特に協同組合

ベルに至る各段階で、平和運動に接合して

に働く者が、どのような職員集団形成を果

いくための示唆をアマルティア・センに依

たしていくのかが問われるとする。

拠して引き出す。経済学という学問が当

石 見 尚 氏 の「 平 和 運 動 から協 同 組 合

初持っていたはずの平等志向がなぜ失わ

の 歴 史を考える」 は、1980年 以 降、 協

れ、格差志向へと転換していったのか、そ

同組合が国際的な市民社会による平和運

の経過をとらえた上で、それを再び反転さ

動に大きな遅れをとってきたと指摘した上で、

せる概念としてセンの「基本的なケイパ

I・マクファーソンの遺稿『コミュニティ

ビリティ」「複雑なケイパビリティ」に言

へ の 関 与； 平 和 に と っ て 協 同 組 合 の 意

及し、そうした概念を下支えする「共感」

義』に依拠しつつ、協同組合が平和問題

が「連帯」の根拠になると説く。

とどのように関わってきたか、その歴史

佐藤洋一氏の「協同組合間協同で取り組

を紐解くと同時に、同書の共著者パスに

む平和運動－協同組合ネットいばらきを事例

よる、平和の構築にむけて協同組合が対

に－」では、単位協同組合のみならず、地域

応すべき「矛盾」にも言及する。平和運

の異種の協同組合が連携した平和の取り組

動と協同組合との関係を疎遠なものにし

みが示される。同ネットは、生協、農協、漁

てきたものとは一体何かを提起する、き

協等、47団体により国際協同組合年の翌年

わめて論争的な論考である。

2013年に設立された若い組織だが、
ピースア

伊丹謙太郎氏の「賀川豊彦における平

クション・キャラバン、地元大学の紙芝居研

和思想の変遷と協同組合平和論」ではス

究会とタイアップした平和お話会 （そのDVD
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は県内公立小中に寄贈）、茨城県を舞台とする

の歴史的原点、戦後の全日自労の運動に

特攻を題材とした映画作成等、短期間に多く

遡って紹介されている。日本社会連帯機構

の活動が、多様な参画を得て展開している。

は、2004年ワーカーズコープを母体とし

本論文はその事業の質量を支える連携のあ

て設立され、2010年に一般社団法人化し

り方、さらには連携に対する各協同組合関

た組織だが、東日本大震災の際の緊急物資

係者の考え方が示され、地域で非営利・協

提供はじめ、被災地との継続的な関係の拡

同のネットワークを拡充する際の教示となる。

充、そして近年では、多くのワーカーズ

関口聰氏の「戦前・戦中の『家の光』と、

コープ関係者を辺野古新基地建設反対運

戦後の家の光協会による文化活動」では、前

動に送り出す等、精力的に平和の取り組み

半で、産業組合が戦争遂行の経済統制機関

を深めてきた。本論文からは、同機構が、

へと変質したことを受け、
その媒体である『家

ワーカーズコープの中に労働運動を位置

の光』もまた戦争協力の一翼を担った経過を

付ける意図で生み出されてきたこと、そし

たどる。後半、戦後の「再出発」に際し、全

て直接的暴力、構造的暴力、文化的暴力に

国各地で設立されていった農協婦人部により、

対抗する砦として機能してきた経過が読
み取れ、協同組合のみならず、労働運動に

『家の光』を活用した文化運動、生活運動
が活発化した様子が示され、その典型的な

対する問いかけともなっている。

活動として三つ～読書会、家計簿記帳、食

東江建氏の「コープおきなわ

平和活

農教育運動～をたどる。なお同論文には、戦

動のあゆみ」では、米軍基地問題はじめ

争協力機関となっていったプロセスの検証が

戦争の危機に日常的にさらされてきた地

まだ十分ではないことへの危惧、今般の改正

域での、協同組合の平和に対する取り組

農協法が協同組合の自治・自立とともに、学

みが多岐にわたって示される。ガイド養

びの権利をもないがしろにするものであること

成を含めた平和連続講座等を始め、沖縄

への危機意識が明確に織り込まれている。

戦の歴史を次世代に確実に語り継ぐとと

藤田徹・中野理両氏の「ワーカーズコー

もに、米軍普天間飛行場閉鎖・返還と、県

プによる『平和』への取りくみ」では、冒

内移設に反対する県民大会はじめ、オス

頭で、ガルトゥング平和学に依拠して、平

プレイ配備反対県民大会等、様々な大会

和の探求を貧困・差別・社会的排除等の

には多くの組合員が参加を果たし、また

「構造的暴力」の撲滅と捉え、その観点か

同コープ平和推進委員会主催による憲法

ら、日本社会連帯機構による「平和」（「直

学習会や「高江・辺野古の基地を学ぶ」

接的平和」
「積極的平和」
「文化的平和」）の実

平和学習ツアー等、圧倒される厚みだ。

現に向けた取り組みが、ワーカーズコープ

同時に自組織の取り組みに加え、こう
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したコープおきなわの平和活動の蓄積を

は、不寛容化する社会の中で、戦火に追

背景として、全国の生協への波及力も強

われた難民を迎え入れる地域社会での、

くなりつつある。「沖縄県辺野古を、一人

協同組合の事業を取り上げた。日本では

でも多く実際に視ていただきたい」との

あまりなじみのないものの平和の構築に

同コープの呼びかけに対し、昨年は22の

は不可欠な「媒介者」として、イタリア

生協・生協連から530余名の参加があっ

の社会的協同組合を追う。

たという。沖縄と本土との、市民間の連

奥田知志氏の「貧困・社会的孤立と平

帯を太くしていくための、極めて重要な

和－生活の『物語』を取り戻すために－」

回路を形成していることがうかがえる。

は、2016年の国際協同組合デー記念中央集

東誠子氏の「あの夏を語る」は、長野

会の基調講演である。同氏は「戦争を可

県高齢者生活協同組合における組合員活

能にする３つの要素」として、経済的困

動の十数年にわたる「戦争の実相を伝え

窮、社会的孤立、思考停止を挙げ、さらに

る」取り組みについて、経過、意義と課

三者の循環的な関係を示す。私たちの社会

題を提示する。「なぜあの戦争を止めら

にはその三つが深く突き刺さり、相互に補

れなかったのか」という強い思いに基づ

強しあっていることがうかがえよう。また

き、戦争体験者から生の言葉を、組合員

論文末に紹介された国連の「持続可能な開

はもとより地域の人たちと共に聞く「あ

発のための2030アジェンダ」の宣言「我々

の夏を語る」は、当然ながら今日の改憲

は、人類を貧困の恐怖及び欠乏の専制から

の動きに、私たちがどう向き合うのかを

解き放ち、地球を癒し安全にすることを決

厳しく問うことにもつながっていった。

意している」が、まさに日本国憲法前文と

また戦争体験を軸にしつつも、その時

重なるとの指摘は、誠に本特集を総括する

代の暮らしや社会意識を広く捉える目的

にこの上ないメッセージとなっている。

で、組合員たちが同時並行的に取り組ん

本特集を通じて、協同組合の考え方や

できた「聞き書き」活動は、戦争に向か

活動が、平和を日常にうめこむための取

う時代を立体的に描き出す貴重な資料と

り組みであること、また今、それを一層

して、今秋で十巻目の刊行にこぎつけた。

強めていかなければ、取り返しのつかな

一貫して組合員主導のもとに蓄積されて

いことになること、そのためにこそ協同

きた平和活動として示唆深い。

組合や非営利・協同の陣営が個々の活動

田中の「『難民とともに生きる社会』形

の深化とともにネットワークの力を発揮

成のために、協同組合が取り組んできた

すべき段階にあることを、あらためて共

こと－イタリアの経験を題材として」で

通の認識となすことの逼迫性を認識した。
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