
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 年 4 月 20 日、「協同組合振

興議員連盟」が総会を開催し、新しい

体制が確立されました。 

会長に元内閣官房長官河村建夫氏

〈自〉、筆頭顧問に元国土交通大臣太

田昭宏氏〈公〉、幹事長に元全中（JA）

専務山田俊男氏〈自〉等、事務局長に

小山展宏〈民〉が選出され、与野党全

てから副会長が選出されました。総会

では、「協同労働の協同組合法（ワー

カーズ法）」の制定を先行課題とし、

協同組合基本法の制定を目指すとし

ています。 

当面は、法制定に向けて、与党の調

査会などで議論し、議員立法で成立を

目指すとしています。 

「法制化運動を振り返りその意義

を再確認しよう！」 

私たちが、法制化運動を始めたのは、

今から20年前の1998年10月に『労

働者協同組合法制定運動推進本部』を

設置してからになります。 

その当時、法制化の意義として、①

法的な根拠があれば、組織が小さくて

も活動が保障される。②法律が出来る

事により、多様な人々が、自分たち自

身で目的を設定し、ワーカーズコープ

が作れる。③「協同労働」が一般化で

きる。等が確認されました。 

2007年5月に全連合会長の笹森清

氏が法制化市民会議の会長になり、法

制化の集会が全国各地で開催される

など、運動が前進し始めました。 

2007 年 12 月議会で、埼玉北本市

議会で全国初めて「協同労働の協同組

合法の速やかなる制定を求める意見

書」が全会一致で決議され、ここから

全国の自治体への意見書採択運動が

始まりました。 

 あれから10年経って、埼玉、長野、

大分、山梨四県では、すべての県・市

町村議会で採択され、全国 870 地方

議会で採択が進んでいます。これは全

国自治体の 50.6％で過半数を超えま

した(全国市町村数は 1718 自治体）。 

しかしまだ半数を超えた程度であ

り、まだまだこの法制化を知らない

方々も多いので、この意見書採択運動

や法制化の集会等を更に広げる活動

が必要だと思います。 

最後に私は実体験として、センター

事業団の運動に10年参加しています。 

センター事業団の運動が、戦後の労

働運動から出発していると聞いて、ビ

ックリもしたし、なるほどと納得もし

ました。 

労働運動が元気をなくし、非正規労

働が蔓延する中で、協同労働運動に晩

年参加できたことを喜んでいます。今

後も協同労働を中心としながらも、平

和運動・労働運動など地域を中心に頑

張りたいと願っています。  

「協同労働の協同組合法を求める」 

市民会議埼玉 副代表 島野正紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポレポレ保育園は去年の 7 月に認可外で開所しました。いきいきは開所以来利用者や地域の繋がりの

中での困りごとに寄り添って仕事をしてきました。介護保険事業からスタートし、坂戸市で去年待機児

童が 63 名いたという事を知り、共生型施設を目指して介護分野から保育分野へ仕事を広げようと決意

して呼びかけたところ、思いが同じ仲間が参加してくれて開所できました。今年の４月からは認可小規

模保育室として営業しています。6 月からは定員 10 名で満室になりました。高齢者のデイサービス事

業所に 0.1.2 才の子供たちの姿があります。お返事する声や喜んで「きゃっきゃ」と言っている声、眠

くなっての泣き声で毎日にぎやかです。開所時はスタッフも利用者も戸惑いがありましたが、今では当

たり前の姿になっています。  

子供の力は大きく、高齢者を変える力を持っています。頑固に笑わない利用者もにこりとする、笑顔

をくれる。スタッフもみんな力をもらっています。北坂戸団地は１５～６年前から独居の方の死亡が増

えてきていて団地という環境上コミュニケーションが取りにくいという事があり「絶対一人にはさせな

い!」というテーマで地域づくりをしてきました。 

昨年度後期に坂戸市から地域支援事業を地域づくりに生かすためにというテーマで地域フォーラム

の開催と地域ミーティングの開催という事で委託事業を受けました。各包括での協議体作りが最終到達

の事業です。四圏域包括で各１００名の参加者があり「笑顔がある地域にしたい」という意識の高さが

うかがえました。各地域ミーティングでは地域の意宝探しや困りごとを話し合ってきました。この中か

ら、かなりのニーズが出てきていてどこで私たちの力が発揮できるか模索中です。これから地域連携で

一人一人の力や技が発揮できる支え合いの仕組み作りが立ち上がろうとしています！  
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私たちが、これまで様々な運動を展開し、実現を強く望んできた、「協同労

働の協同組合法（ワーカーズコープ）」の実現が大きく近づいてきました。 

そのために、これまでの活動の取り組みと法制化の意義について再度理解

を深め、今後の活動に生かす必要があります。 

 

毎年ゴールデンウイークに水野児童館で開催している「こどもまつり」。 

今年のテーマは「水野の森までいって Q！～ワールドツアー」。テレビの人気

番組のコーナーを児童館仕様のゲームやクイズにしたり、館全体に隠された

国旗カードを探してビンゴを完成させたり…元気いっぱいのこどもたちで大

賑わいとなりました。 

今回も 31名の中学生を含む 50名を越えるボランティアさんが参加してく

ださり、ゲームや工作の指導、模擬店の販売のほか駐輪場の整理や受付でも

大きな力となりました。児童館名物の「たこせん」（ミルクせんべいにたこ焼

きを挟んだもの）も母親クラブさんの力で復活！地域のお肉屋さんから仕入

れたハムカツも大人気です。 

また、天体博士のボラさんの提案で「望遠鏡で太陽を見てみよう！」コー

ナーも設置しました。たくさんのボランティアさんと地域とで作り上げてい

く水野児童館のおまつりは年 4 回開催しています。 

 

地域の困りごとからの仕事おこし！ 
訪問介護･通所介護 2 か所(一日､半日型)･小規模保育室〕 

坂戸いきいき 

狭山地域福祉事業所水野児童館  

こどもまつり 

Saitama 

Sakado 

Saitama 
Sayama 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

【那須塩原市】社会連帯那須塩原地方

委員会で平成29年5月27日土曜日午

前 11 時から２時間半多世代交流とし

て「みんなの食事会」を那須塩原市シ

ニアセンターで開催しました。「参加者

にお腹一杯食べて貰おう」とバイキン

グ式にしてお代わり自由に。ボランテ

ィアを含み 60 名の参加があり、地元

のレクリエーション協会の方や地域の

NPO 法人なす食育塾の協力で無事に

終了する事が出来ました。食事会を開

催する事で新たに様々なネットワーク

の広がりが生まれました。告知する中

で長期休みに子供が給食を食べられずに痩せてしまう話や高齢者の孤食でうつ

病になってしまう等の問題を知るきっかけにもなりました。今回の開催で社会

連帯活動の寄付が参加者よりあり、今後の活動に生かしていこうと思いました。

【矢板市】矢板地域福祉事業所では月 1 回（第 3 ないし第 4 日曜）みんなの食

堂「りんごのキッチン」を県営住宅併設の矢板市木幡「北山はつらつ館」南側

公園にて今年３月より実施しています。4 回目は６月１８日に行いました。今

回の場所は保健所の許可の都合上はつらつ館ではなく、近くの木幡東公民館で

出来ないかと木幡東区の区長さんにお話ししたところ、快くご協力いただき自

治公民館での実施となりました。場所の問題を痛感し毎月の開催を続けていく

ためにも、保健所から露店型の営業許可を取得しました。 

今回も、地域のボランティアさん・ぶらぶらクラブさん・地域中学生・調理

科のある高校生のボランティアさんが関わってくれています。年配の方から「毎

回楽しみにしていますよ」との声も多く聴かれます。矢板事業所の放課後等デ

イサービス「りんごの木」をご利用されているご家族の方も来てくれました。 

4 回目のエピソードとして、前日に放送されたラジオ「矢板時間」を聞いて

来られた方が多くいらっしゃいまし

た。公民館の近所の方が徒歩や自転

車に乗って食べに来られるのは、と

ても嬉しいことです。社会連帯機構

の「居場所づくり活動助成金」を活

用しています。子どもや年配の方の

孤食に対しふれあいの場を作り、地

域の方々の居場所になるよう「みん

なの食堂」という想いを込めて活動

を続けていこうと思います。 

 

１５０人が参加！これからの新たな

地域づくりの取り組みへの決意と笑

顔あふれる懇親会と 
 

埼玉北部エリアは北部市民生協の

物流現場の委託事業が 1987 年 5 月

から開始され、センター事業団よりも

少しだけ早く 30 周年を迎えました。 

それに合わせ 5 月 20 日（土）、埼

玉グランドホテル深谷で、深谷市長を

はじめ議員、地域の企業・団体も含め

た 150 人が参加し盛大に 30 周年を

祝いました。 

10 年前の 20 周年式典は深谷市内

にある県の農林公園で、自分たちで屋

台を出すなど手作り感満載のものだ

っただけに、ホテルでの式典はいかが

なものか？（そんな贅沢をしていいの

か？！）という議論から始まりました。 

また、そもそもこの式典は誰のため

にやるのか…？自分たちの節目のた

めというのはもとより、やはり私たち

の事業活動に関わる地域のみなさん

といっしょに、30 周年を祝いたいと

いうのが本音…でも高齢の利用者さ

んに立食パーティーはむずかしい…

ということで、今回は組合員の仲間を

メインに、自治体、行政、企業のみな

さんにもお声かけさせていただきま

した。 

第一部の30周年式典については労

協新聞 6/5 号をご覧ください。かわ

ら版では第二部の懇親会の様子をレ

ポートします。  

司会は熊谷北事業所長の若林さん。 

お得意の盛り上げ役を買って出て

くれました。そして乾杯の音頭は、埼

玉北部エリアマネージャーとしても

エリアを盛り上げてくださった熊谷

妻沼地域福祉事業所長の石原さん。 

お二方に会を封切ってもらい、立食

パーティーがいざ開始！となった直

後から、中央に鎮座した盛り皿から、

瞬く間にお料理が消え去りました…

やはり埼玉北部エリアの女性パワー、

恐るべしです。デザートもあっという

間になくなる事態となったため、急遽、

とうふ工房のお豆腐なども盛り付け

ていただいたりと、ホテルの方にもよ

くしていただきました。 

懇親会はジョブセンターのメンバ

ーによるハンドベル演奏から始まり、

エリアの事業所長による『白波 5 人

男』のパロディ、参加者インタビュー

などで盛り上がり、全員合唱のあとは

大じゃんけん大会！賞品はご参加い

ただいた関係企業の方々を中心に提

供いただき、ご招待しつつ、自分たち

がもっとも楽しむという、やはり労協

パワーが炸裂した状態でしたが、埼玉

北部らしい、そんな 30 周年記念式典

となったことには違いありません。 
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みんなの食堂やってるよ 
全国でも注目の集まり、開催場所が増えている「こども食堂」！

北関東事業本部内の事業所でも、活動が広がっています。 

このコーナーでは、そんな「こども食堂」の一コマを掲載します。 

 

夏も盛りななか、各地で協同集会が開かれたり、その準備のお話しが聞こえて来ています。暑い夏に、熱い動きが出て来ている

こと、ほんとうに頼もしくも、やっぱり熱中症にはお気を付けいただきたく・・・。冷えピタを首筋に、とか水分補給のドリンクもがぶ飲みしないで、といっ

た知恵も出て来てますね。事業所での利用者さんや職員の方への危機管理にも通じる部分でしょうから、経験豊かな方が多いかとは思いますが、声かけ合って、

元気にみんなで秋を迎えられますよう。（み）ワーカーズコープ北関東事業本部 http://www.workers-coop.com/honbu/kitakanto/ 

 

危 機 管 理 室 だより  
～「危機管理」と「リスクマネジメント」の違い～ 

 危機というのは、既に発生した事態を指します。これに

対して、リスクはいまだ発生していない危険を指します。 

 「危機管理」とは、既に起きた事故や事件に対して、そ

こから受けるダメージをなるべく減らそうという発想で

す。これに対し「リスクマネジメント」は、これから起き

るかもしれない危険に対して、事前に対応することです。 

 例えば、外出するときに雨が降っても濡れないで済むよ

う、折り畳みの傘を用意していくのは「リスクマネジメン

ト」。これに対して、傘を持たずに雨に降られてしまい、

あわてて雨宿りの場所を探したり、コンビニエンスストア

でビニール傘を買ったりするのは「危機管理」です。 

起きてから対応する「危機管理」も大事ですが、事故を

起こさないようにする「リスクマネジメント」に力を入れ

ていきましょう！ 

 

30周年記念式典 
 

埼玉北部エリア 
 

祝 
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広報パーソン交流会第 1回を開催しました！ 

各事業所の広報物を作る担当の方々の交流と連携を目

指す、広報パーソン交流会、１回目を 6 月 21 日、ワーカ

ーズコープ北関東事業本部で開催しました。９人でワイワ

イお話ししながら、森本師範（宇都宮市在住）による 

Microsoft Word の便利な使い方、お困り解決タイム等、

けっこう実益のある場になりましたヨ。次回は８月３１日

に開催。事業所紹介のホームページを「あっという間に作

る」方法について話し合います。広報担当者の皆さん、気

軽に参加してください！ 

 

 

時間 13:30～16:30（開場 13時） 

会場  

7 月 29 日（土） 
時間  13:30～17:00 

会場   

地域で協同集会が開催！ 

編集後記 

Tochigi 
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美しい花のトリオです 


