
日本協同組合学会 第 4１回大会のご案内

新型コロナウイルス感染防止の観点から第 41 回大会を、下記の日程でオンライン開催することに

なりました。万障お繰り合わせの上、ご参加ください。 

開 催 日： 202１年 9 月 18 日（土）・19 日（日） 

開催方法： ZZoooomm によるオンライン開開催催 

会    場： 東京農業大学 

接続方法：日本協同組合学会ホームページや学会メーリングリストにて公示 

（参加申し込みをした上で、接続方法を確認し、当日Zoom で接続してください。） 

※ご参加の場合は、学会ホームページの「第 41 回大会」ページ内にある「申込みフォーム」よ

り事前登録をお願いします。

＜＜大大会会ススケケジジュューールル  ＞＞  

第第１１日日目目  ９９月月１１８８日日  土土曜曜日日    13：00～18：00 

内容：大会シンポジウム、国際交流、臨時総会、新理事会 

開催方法：Zoomによるオンライン開催 

第第２２日日目目    ９９月月１１９９日日  日日曜曜日日  9：30～16：40  

内容：個別論題報告、テーマセッション報告 

開催方法：Zoomによるオンライン開催 

［［  実実行行委委員員会会連連絡絡先先  ］］  

日本協同組合学会第41回大会実行委員会 

委 員 長 木原 高治 （東京農業大学 国際食料情報学部） 

事 務 局  野口 敬夫 （東京農業大学 国際食料情報学部） 

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1 

TEL：03-5477-2360 メールアドレス t4noguch@nodai.ac.jp 
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９月１８日（土） 大会シンポジウムテーマ

日 時：2021年 9月 18日（土）13：00～ 

開催方法：Zoomによるオンライン開催 

テ ー マ：協同組合運動 新たな段階へ

―レイドロー報告40年、学会創立40年、アイデンティティ声明25年を経て、GAFA支配

に対抗するアフターコロナ時代の協同のあり方を考える― 

座  長：大高 研道（明治大学） 

＜ 座長解題 ＞ 

 「もはや民主主義は遠く彼方に･･･」と思わされるような政治の機能不全、市場経済の暴走、近代科

学への過信とも不可分ではないコロナ禍が依然として収束の見えないなかで、連日胸騒ぎするような

ニュースに不安と憤りだけが増幅する不確実性の時代において私たちは、そして協同組合は何をすべ

きなのか、何ができるのか？ 

本シンポジウムテーマからは、上記の問いについて大局的かつ多様な見地から論じる対話的協同組

合研究の未来を構想するという強い意志が感じられる。 

それらを引き受け、本シンポジウムでは、まず、危機の時代は協同組合の時代でもあるという歴史

認識を共有し、とりわけ「危機に直面した際に協同の経験がどのような協同組合の可能性を育んでき

たのか、生み出していくのか？」という観点から与えられたテーマにアプローチしてみたい。 

第一報告では、北川太一氏（摂南大学）に、現代社会経済システムの危機という大きな枠組みから

レイドロー報告の提言を現代的にどのように捉え直すことができるのかを論じていただく。第二報告

の中野理氏（日本労働者協同組合連合会/日本協同組合連携機構）には、GAFA支配という労働・生活の

危機を念頭におきつつ、プラットフォーム協同組合の現状と課題および可能性について紹介いただく。

瀬戸大作氏（反貧困ネットワーク）による第三報告は、まさにいま我われが直面しているコロナ禍と

協同組合の取り組みについての報告である。とりわけコロナ禍で最も苦境に立たされている人びとが

直面している現実を踏まえ、これらの問題に協同組合はどのようにコミットするかをともに考えたい。 

一つ一つが大きなテーマとなりうるため、ともすると散漫な議論に終わってしまうことも危惧され

るが、1980年に開催されたICA大会における『西暦2000年における協同組合［レイドロー報告］』（日

本経済評論社、1989年）は、「基本的には議論を巻き起こすための資料」（5頁）であった。まさに「新

たな段階へ」むけた多様な議論を巻き起こす研究交流の場になればと考えている。 

＜ タイムスケジュール ＞ 

13：00 ～ 13：20 会長挨拶 増田 佳昭（立命館大学） 

座長解題 大高 研道（明治大学） 

13：20 ～ 13：50 第一報告 北川 太一（摂南大学） 

13：50 ～ 14：20 第二報告 中野 理（日本労働者協同組合連合会/日本協同組合連携機構） 

14：20 ～ 14：30 （休憩） 

14：30 ～ 15：00 第三報告 瀬戸 大作（反貧困ネットワーク） 

15：00 ～ 15：15 第1コメント 松本 典子（駒澤大学） 

15：15 ～ 15：30 第2コメント 阿高 あや（日本協同組合連携機構/東京大学大学院） 

15：30 ～ 15：40 （休憩） 

15：40 ～ 16：30 総合討論 

16：30 ～ 16：45 座長総括 
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９月１８日（土） 国際交流/臨時総会/新（第 21 期第 1 回）理事会 

 

日  時：2021年9月18日（土）17：00～17：50（予定） 

17：00～17：20 国際交流 

17：20～17：35 臨時総会 

17：35～17：50 新理事会 

開催方法：Zoomによるオンライン開催（シンポジウムと同じZOOM・URL） 

 

内  容：大会シンポジウムに引き続き、オンラインで国際交流、臨時総会、新理事会を開催 

  国国際際交交流流  

韓国協同組合学会および中国・社会科学院・農村発展研究所からのビデオレターを放映予定 

 臨臨時時総総会会  

  第21期役員の選出について、その他 

 新新（（第第2211期期第第11回回））理理事事会会  

  会長、副会長等の選出について、その他 

 

※ 臨時会員総会および新（第 21 期第 1 回）理事会に先立って、9 月 17 日（金）に第 20 期

理事会の開催を予定いたします。Zoom を用いたオンライン開催となりますので、別途第 20

期理事にご連絡いたします。 

 

 

９月１８日（土） オンライン懇親会 

 

日  時：2021年9月18日（土）18：00～ 

開催方法：Zoomによるオンライン開催（懇親会用ZOOM・URL） 

 ＊シンポジウムとは異なるZOOM・URLとなりますので、ご注意ください。 
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９月１９日（日） 個別論題報告・テーマセッション 

日 時：2021年 9月 19日（日）9：30～16：40 

会 場：Zoomによるオンライン開催 

○ 報告時間：報告20分、質疑10分

座長 時間 報告順 報告タイトル 報告者・所属 

鈴木岳 

（生協総合研究所） 

9:30～

10:00 
第１報告 

協同組合図書資料センターの諸活動とその意義 

―現在の資料移管状況とあわせて― 

水島和哉・仙田徹志・石田正昭

（京都大学） 

両角和夫 

（東北大学） 

10:00～

10:30 
第２報告 

協同の新たな結集軸として「流域連携」への着眼 

－矢作川流域にみる「流域意識」と SDGs との親和

性の考察から－ 

河原林孝由基 

（㈱農林中金総合研究所） 

10:30～

11:00 
第３報告 

離島過疎集落における“住民所有”企業の役割と

協同性 

小正貴大 

（法政大学大学院） 

前田健喜 

（日本協同組合連携

機構） 

11:00～

11:30 
第４報告 特定地域づくり事業協同組合制度の可能性と課題 

森谷久子 

（法政大学大学院） 

近本聡子 

（愛知学泉大学） 

11:30～

12:00 
第５報告 外国にルーツをもつ人々との共生と協同組合 

向井忍・神田すみれ 

（地域と協同の研究センター） 

昼休み 12：00～13:00（60 分） 

テーマセッション.1 日本協同組合学会設立40 年記念 ―創設期を回顧しつつ今後を展望する― 

鈴木岳 

（生協総合研究所） 

13:00～

13:15 
第１報告 

学会活動の基軸（base axis）を鮮明にした創設期の

回顧と今後の展望 

白石正彦 

（東京農業大学） 

13:15～

13:30 
第２報告 

レイドロー報告を受けた学会の展開と今後の課題

（仮） 

中川雄一郎 

（明治大学） 

13:30～

13:45 
第３報告 

私が近頃、日本協同組合学会から尻込みしている

訳（仮） 

中久保邦夫 

（姫路獨協大学） 

13:45～

15:00 
フロアセッション・座長総括 

休憩 15：00～15:10（10 分） 

テーマセッション.２ 戦後再建期の協同組合運動と現代 

伊丹謙太郎 

（法政大学） 

15:10～

15:35 
第１報告 

『生活の協同』の広がりとその可能性－1945 年から

51 年までの生協運動－ 

三浦一浩 

（生協総合研究所） 

15:35～

16:00 
第２報告 

農協共済の誕生と全国展開－1945 年から 51 年ま

での協同組合保険・共済運動－ 

和田武広 

（賀川豊彦記念松沢資料館） 

16:00～

16:15 
第３報告 

コープこうべ 100 周年と CO・OP NEXT100 の取組

について 
コープこうべ 100 周年担当者 

16:15～

16:40 
フロアセッション・座長総括 

※ 個別論題報告・テーマセッションの要旨は、事前に学会HPにアップしますのでご確認下さい。
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2021 年度 日本協同組合学会会員総会要録

 2021年度の会員総会につきましては、2021年5月29日（土）にZoomによるオンライン開催で実施

されました。各議案の議決結果について、ご報告申し上げます。 

１．日時：2021年5月29日（土）17:30～18：00 

２．会場：Zoomによるオンライン開催  

３．議長：北川 太一（摂南大学） 

４．議決結果 

（１）議決 

第1号議案 2020年度事業報告（案）について 

第2号議案 2020年度収支決算（案）について 

 監査報告について 

第3号議案 2021年度事業計画（案）について 

第4号議案 2021年度収支予算（案）について 

上記につき、特段の意見なく全員の賛成が確認され可決されました。 

５．報告 

（１）役員選出細則の改正について 

（２）学生会員への2021年度会費免除措置について 

 各議案および報告資料につきましては、日本協同組合学会ホームページに掲載した内容について、

特段の意見なく報告されました。 

なお、４．議決結果（１）議決 第２号議案、第４号議案および５．報告（２）学生会員への2021

年度会費免除措置についての資料は添付（後掲）のとおりです。そのほかの議案および報告について

はホームページに掲載中の「2021年度5月29日開催の会員総会議案」および「「日本協同組合学会役

員選出細則（2021年5月27日改正）」をご確認ください。 
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５．報告 （２）学生会員への 2021 年度会費免除措置について 

 

2021 年 5 月 29日  

 

学生会員への 2021 年度会費免除措置について 

  

日本協同組合学会では、新型コロナウイルス問題による経済的困窮から会費の支払いが困難となっ

た学生会員に対して、自己申告により 2021 年度の会費を免除することを決定いたしました。免除を

希望される方は、別紙書式により申請書を提出願います。  

  

○申請・問い合わせ先： 

 日本協同組合学会事務局 E-mail: kyodo-gakkai@japan.coop 

 

○備考：  

(1) 過年度未納分の会費は免除の対象になりません。 

(2) 会費免除申請の受付は 2021 年 12 月 31 日までです。 

(3) すでに2021年度分の会費を納入された方につきましても希望により返金または次年度繰越を

いたしますので、同様に申請書を提出願います。 
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＜別紙 申請書書式＞ 
 
日本協同組合学会御中 
 

申請日  2021 年    月    日 
 

申請者氏名                
 
 

新型コロナウイルス問題による学生会費免除申請書 
 
 
日本協同組合学会 2021 年度学生会費の免除を下記のとおり申請いたします。 

 
 
氏名 
 
 
所属 
 
 
住所 
 
 
E-mail 
 
 
申請理由 
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