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本特集号は、季刊誌『にじ』の「農協改革を協同組合から問う」シリーズの第
２弾である。第１弾では協同組合の立場に立って、JAは政府の農協改革にどう立
−
『家の光』創刊90周年記念出版事業として−
ち向かうのかをその背景とともに論じた。この第２弾では、その基本線は変わらな
いものの、2018（平成30）年開催の第28回JA全国大会を見据えて、JA自己改革を
どう捉え、どう実践するかを、現場の視点に立って考察し、提案することを主たる
2012「国際協同組合年」をふまえ協同組合運動の「新ビジョ
狙いとしている。
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
政府の農協改革とJAの自己改革は似ているようで、似ていない。似ていないと
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
はどういう意味か、また、それは具体的にどのような取り組みに現れるのかを明ら
多面的に総括し、これからの協同組合運動の「新たな地平」
かにしようとしている。とくに、協同組合の仲間や法律の専門家から見ると、どこ
を拓くための指針となる一冊です。
にどのような問題があると考えられるのか、また、広く社会から支持されるJA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
自己改革とはどのようなものかを論じていることに特徴がある。
組合ビジョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
言うならば、JA自己改革についての大きな指針を提供するという意図を持って
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
いる。そういう中で本稿は、JA役職員の「意識改革・行動改革」をJA自己改革の
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。
最重要課題として位置づけるとともに、焦眉の急である「組合員制度」
「総合事業」
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）
「協同組合間協同」について、その基本的視座を提供しようとするものである。
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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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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」
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を拓くための指針となる一冊です。
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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
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特集 歴史・ルール再確認と今日的事業者と組合の関係

特集解題

濱田 武士
Hamada

Takeshi

●北海学園大学 教授

合員とJA事業体との間で事業利用をめ

マスコミにとりあげられる

ぐるもめごとが起こり、そのことがきっ

JAに対して独占禁止法違反の疑いが

かけで、公正取引委員会への通報があっ

あり、公正取引委員会が動いたとの内容

て騒ぎになっている、ということが想定

が新聞あるいはTVニュースで時折取り

される i）。

上げられる。

JAに対するマスコミ、とくに中央メ

昨年 （2016年） はJA土佐あきにおける

ディアの論調は、性悪説的であるという

ナス出荷をめぐる騒動があった。直販す

のは改めて言うまでもないが、問題は違

る農家に対してJA職員が圧力をかけた

法性がないという結果になっても注目さ

として公正取引委員会から排除措置命令

れないがために、最初の報道のイメージ

を受けた。それに対してJA土佐あきは

だけが読者や視聴者の脳裏に残り、JAの

提訴している。本年 （2017年） はJA阿寒

印象悪化をもたらしているところである。

における生乳出荷をめぐる騒動があった。

漁協に対しても同じような捉え方がなさ

中間流通業者と直接取引した生乳農家に

れている。

対して賦課金を徴収したことについて公

報道の先鋭化

正取引委員会から独禁法違反の恐れがあ
ると注意された。ちなみに、この生乳農

マスコミの取材、報道行動は昨今先鋭

家と中間流通業者の取り組みを高く評価

的になっているが、急にそうなったので

し、JA攻撃する報道番組がそれ以前に放

はない。マスコミの都市目線が強まって

映されていた。

いくなかで先鋭化していった。

新聞情報だけでは判断できないが、組
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クソンショック、オイルショックを通じ

る。彼らが標的としたのは、公共事業や農

て、日本経済が高度経済成長から低成長

林水産業に関わる政官業の「鉄のトライア

に入り、内需は伸び悩んでいた。しかも、

ングル」であり、減反政策や価格補償政策

為替レートの変動相場制が導入され、円

などの農政、そして農林漁業団体であっ

高が進んだ。つまり、貿易では輸入財が

た。バブル経済崩壊後は、その状況が加速

増える環境であったが、輸出企業が国際

した。極めつけは都市銀行への大規模な不

競争力を強化して輸出超過。そうした企

良債権処理が隠されて、農協系統だけを悪

業も含めて、当時の企業経営は今で言う

玉に仕立て上げた住専問題である。さら

「身を切る改革」で合理化を進めて、減量

に当時は、世界の貿易体制がGATTから

経営に努力していた。非正規雇用者や現

WTOに移行するなど貿易自由化の体制が

業部門の職員らが解雇されるだけでなく、

強まることで日本国内では輸出企業への

ムダ・ムリ・ムラをなくすための生産管

期待が強まると共に「日本農業を庇護しす

理手法の開発が進み、どこの職場環境も

ぎだ」という農業叩きが横行し、補助金行

張り詰めた状況だったのであろう。

政への批判が強められていた。行財政改革

内需拡大が止まり、地方の地域経済が

の動きも活発化していたことから、小泉劇

悪化するなか、景気対策として赤字国債

場がはじまったときには、農林漁業団体は

を発行して財政規模を拡大していた。そ

もはや税金で運営されているかのような

の財政は主として地方に向かう。とりわ

話にされてしまった。

け農山漁村は、財政出動が伴う非公共の

流通業界は敵視している

農林水産対策だけでなく、公共事業によ
る経済措置が拡大し、インフラ整備が進

卸売業者など食品流通業界の方々と話

んだ。財政出動の恩恵を感じない首都圏

していると、私たちは競争社会、サバイ

や大都市部から見ると、地方は「ぬるま

バルゲームの渦中にいるのに、農林漁業

湯」、「温室」のなかで苦労のない暮らし

においては制度や行政によって「既得権

が守られているように見えたと思われる。

益」が守られて、そのうえ、補助金によっ

中央と地方、第一次産業と他産業の間に

て支えられ、努力していないと口にする。

は、見えない溝ができあがり、その溝が

農林水産省の予算内には政策遂行や政
策転換に伴う補助事業による各種補助金

深まっていくのであった。
そうしたなかで、都市部のサラリーマン

があるのは確かであるし、農協や漁協の事

層の鬱屈した不満を代弁しだしたのがマ

業が政策のパッケージの中に位置づけら

スコミである。とくに中央メディアであ

れて補助金が絡む部分もあるのも確かで
－3－
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ある。そのことが、事態・状況に応じた政

道は、組合員間の混乱・騒動の本質が理

策としていくら正当な内容になっていた

解されないまま描かれている。このこと

としても、他業種、都市の納税者意向とし

は、農協・漁協がマスコミに生産者団体

てはどうしても政策で優遇されているこ

と認識されていても「協同組合」という

とに許せなくなり、「なぜ農林漁業者だけ

相互扶助原理に基づいて運営されている

が、なぜ農林漁業団体だけが財政の恩恵を

ということが全く理解されていない、全

受けることができるのか」、「しかも国家

く理解しようとしないという問題に行き

財政事情が悪い中で…」と感情を持つので

着く。生産者団体の性格に関わる内容が、

あろう。食品流通業者は、生産者と利害関

内側では相互扶助組織、外側では既得権

係にあり、さらにデフレ不況・過当競争の

益独占組織というように完全に非対称に

なかでいただけに語気が強まる。ついで

なっている。

「農林漁業には、規制緩和を進め、競争さ

しかしながら、今日、農協・漁協攻撃

せる必要がある」、「農協や漁協を優遇し

が強まっている背景には、マスコミなど

てはならない」ともいう。

外部の協同組合への理解不足という側面

そうした流通業界の方々の多くは、正

だけではない。農協・漁協の内側にも今

しく農林漁業や政策のことを理解してい

の状況を招く問題がある。世代交代など

ない。専門家ではないし、自分で確かめ

が進んで、組合員も、協同組合の原理・

ようがないからである。マスコミの演出

原則や過去に積み上げてきた内的ルール

によって染められているのである。

の経緯に疎くなっており、内的ルール形
成の歴史と苦労を十分に受け継ぐことが

情報の非対称性と内的問題－指導と強制

できなくなっているところである。その

マスコミは被害者に寄り添って状況を

背景には、組合員参加の頻度が減ったり、

素描するものである。JAの事業利用をめ

組合員間の人間関係が希薄化したりした

ぐる冒頭に記載した騒動については、組

ことで、事業利用をめぐる組合員の結合

織に反発した組合員が被害者であるかの

体が弱まっていることや、それと並行し

ようになる。そこには、組織を守るため

て組合員の意向が多様化しているなどが

に組合員を犠牲にしているといったよう

あろう。

なメッセージがあり、さらに、厳しい農

ここで、以上の問題に対する課題克服

業経営の状況を打開しようと新たな取り

が進まなかった二つの要因に気付く。一

組みをしているのに改革を阻害している

つは、マスコミなども含めて外部に対し

という評価も加わる。だが、こうした報

て理解を得る発信ができていなかったこ
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業形式に移行すること、

と、もう一つは、役職員からの組合員へ
の「指導」が「強制」として受け止めら

②過去の事業の合理性のある部分を引

れる状況になっていったことである。付

き継ぐ形で、
「 指導」や「組合員参加」な

け加えると、そのような「指導」が公正

ども含めて事業の在り方を部分的に修正

取引委員会やマスコミに攻撃材料を提供

していくこと、

してしまい、そのことによる干渉がより

である。対応策の方向性は他にあると

組合員間や職員・組合員間の人間関係の

思われるが、①か、②かは、運営を改変

悪化、つまり「分断」という悲劇をもた

していく方向性を考えるための第一の分

らしていると思われる。

水嶺である。①は、
「 協同」にリセットを

想像ではあるが、こうなると修復不可

かけて事業の効率性を高め、かつビジネ

能になるのではないだろうか。農山漁村

ス色を強めて、組合員個々の自由な発展

という地域社会にとっては健全な事態で

を考えたものである。役職員が組合員間

はない。

の利害調整も、組合員への干渉も一切せ
ず人的結合には期待しないということに

本企画・特集の出発点

なろうか。②はこれまでの「協同」の合

以上の現状を変えることはかなり難し

理性の在り方をどう今日的な現状に合わ

い。外部に向けて正しい理解が得られる

せていくかである。これまでの協同の基

ように発信しなければならないが、その

礎を守りつつ、新たな可能性を見出そう

こと以上に内側にある問題をある程度克

というものである。おそらく、①は「協

服する必要があるからである。そのため

同」のクールダウン、②は「協同」のア

には、過去の叡知によって生み出された

レンジである。

事業の合理性を様々な角度から点検して、

筆者は、総合事業体である農協・漁協

改めて何が合理的なのか、不具合なのか

に対しては①の立場は現実的ではないゆ

を検討しつつ、内発的に協同組合運営を

えに②の立場をとり、創りあげられてき

改変していくことが必要となる。その点

た事業を根本から評価し直して、どこに

検後にあるのは対極的な二つの対応策で

合理性があるのかを確認しつつ、「指導」

ある。

によってそのことを組合員に広げ、さら

①過去の事業の在り方を総合的に不合

なる合理性を追求できるのならばその部

理と判断して解体 （これまでの組合員への

分において事業を修正すべきと考えてい

「指導」や「組合員参加」をやめ） し、個々

る。新自由主義時代の「協同」の形でも

の組合員を顧客的な対象にする都市的事

ある①の立場をとるのならば本企画は必
－5－
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要なかった。

濱田 武士（はまだ・たけし）

本企画・特集における各論では、②の

1969年４月生まれ。大阪府出身。北海道大
学大学院修了、水産経営技術研究所研究員、

視点から農協・漁協の事業の歴史・ルー

東京海洋大学准教授を経て、2016年４月よ

ルを再確認し、今日的事業者と組合の関

り北海学園大学経済学部教授
単著『伝統的和船の経済－地域漁業を支

係を再整理・再評価し、次なる展望が描

えた「技」と「商」の歴史的考察』
（農林統

かれることを期待したい。そして、本特

計出版、漁業経済学会奨励賞受賞）、単著
『漁業と震災』
（みすず書房、漁業経済学会賞

集が協同組合運営の一助になることを願

受賞、日本協同組合学会賞受賞）、単著『日

いたい。

本漁業の真実（ちくま新書）』（筑摩書房）、

なお、今後も、公正取引委員会やマス

共著『福島に農林漁業をとり戻す』
（みすず

コミの動向も踏まえて、何が問題なのか、

書房、日本協同組合学会賞学術賞（共同研
究））、単著『魚と日本人

食と職の経済学

核心部を突いていかねばならないと考え

（岩波新書）』（岩波書店、水産ジャーナリス

ている。したがって、企画・特集を今回

トの会大賞、辻静雄食文化財団 第８回辻静
雄食文化賞）

で終わらせず、JA土佐あきの結末はどう
なったかなども含めて関連調査・研究を
今後も進めていくべきである。

注）
i）ち なみに公正取引委員会は、2016年４月
に「農業協同組合の活動に関する独占禁止
法上の指針」
（農協ガイドライン）を公表し、
かつ「農業分野における独占禁止法違反被
疑行為に関わる情報提供窓口」を設定して
いる。
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