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　2019年９月８日～９日未明に首都圏を
襲った台風15号が、千葉県を中心に停電・
断水・浸水等の被害が出て、日常生活・
経済活動に大きな影響をもたらしている。
被災した地域の会員の皆さんの安否・状
況を確認中である。本誌304号（2018年３
月）でも「協同で切り拓く震災復興から考
える、持続可能な地域・社会づくりへの
挑戦」をテーマに東日本大震災での東北
被災地をフィールドに特集を組んだが、
研究所としてできることは被災地での人
と人とがつなぐ協同の取り組みに注目し、
記録として残すことだと思っている。会
員の皆さんの安全が確認された上で、被
災地での協同の取り組みを会員の皆さん
にご執筆いただければと考えている。
　総会から２ヵ月が経ったが、慌ただし
いなか充実した日々を過ごしている。
　厚生労働省社会福祉推進事業「被保護
者（生活保護受給者）に対する就労支援時
のアセスメントに関する調査研究」の取
り組みが本格化している。３つのチーム

（「アンケート調査」「ヒアリング調査」「ア
セスメントツール開発」）で動いている
が、誰を対象に何を調査のゴールにする
のかを検討している。個人的には共に働
く・共に生きるといった視点や、ケース
ワーカー・就労支援員・生保受給者当事
者等の関係性を重視していくことが必要
だと感じている。
　寄附講座では私が関わっているところ

として、千葉大学の座学・インターンシッ
プ、沖縄国際大学が終了し、後期から和
歌山大学、桃山学院大学、埼玉大学、新
潟大学が始まる。また先生方の講義内で
ワーカーズコープについて報告した（予
定含む）。【専修大学、山梨県立大学、京
都大学、法政大学、神戸大学、駒澤大学】
学生と学び合うテーマとして「働くこと」

「地域づくり」「仕事おこし」があるが、
特に「働くこと」を考えたい学生が多い。
そのなかで協同労働やワーカーズコープ
の疑問・質問を多く出していただいてい
る。この内容を元に協同労働やワーカー
ズコープのどこに疑問を感じるのかの勘
所を掴み、それにどう応えるのかを考え
る意味で情報を蓄積していきたい。
　協同の發見誌の７月号（320）、８月号

（321）、そして本号を出すときに大切に
していることは、現場へのインタビュー
取材と座談会を組みこんでいることだ。
取材や座談会を通じて、深めたいポイン
トを掘り下げること、現場の視点で研究
を進める上で何が必要なのかを考える意
味で行なっている。編集長になって６年
が過ぎるなかで、より協同の發見誌が、
問いたい・考えたいテーマを鮮明に打ち
出せるように進化させていきたい。
　事務局の荒井絵理菜さんが中心とな
り、ホームページの充実、名簿作成を行
なっている。研究活動をアウトプットす
るには、人と人とをつなぐ基礎情報の整

研究所だより 相良　孝雄
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理・発信が法制化の動きと絡めて重要に
なる。また「協同で働くガイドブック」
やようやく10月過ぎには完成を迎える予
定。事業推進本部、労協新聞のメンバー
と部署を超えて作成し、２年越しの完成
になるが、多くの人に手をとっていただ
きたい。
　外部団体から「WELFARE（全労済協
会：発行）」「Agenda未来への課題66号（ア
ジェンダ・プロジェクト発行）」「社会的
企業研究会の本づくり」に声をかけてい
ただき、協同労働やワーカーズコープに
ついて寄稿した。労働者協同組合や協同
労働の認知が少しでも広がればと考えて
いる。
　海外交流は７月18日 にMutua l i t e
FRANCAISE（フランス共済組合全国組
織）の方が来研、９月18日にはメキシコの
連帯経済実践者のＣlaudiaさんを囲む会
をソウル宣言の会と共催で開催した。昨
年度のスペイン訪問から生まれたつなが
りだが、海外に視野を広げることで日本
のワーカーズコープの事業・運動をどう

発展させるのかのヒントが詰まっている。
　この間のネットワークでは、協同組合
関係研究所の連携を引き続き推進すると
ともに、今後、労働に関わる研究所との
連携・交流機会をつくっていきたい。ま
た「協同総研関西会員集会」も今年度も
企画し、会員同士の交流を推進するとと
もに他地区での開催を検討する。８月30
日に「武相協同組織研究会」（高橋巌座長）
が始まった。この研究会は武蔵・相模地
域での若手研究者・実践者が集まるハブ
になれればと思い参加をしている。９月
６－８日には日本協同組合学会秋季研究
大会が関西大学で開催された。６年の常
任理事が終わり、利根川専務理事とバト
ンタッチとなるが、学会には引き続き関
わりたい。
　最後に嬉しいお知らせ。昨年５月から
育休だった岩城由紀子さんが10月１日協
同総研事務局に復帰予定。労働者協同組
合の法制化時代に研究所の体制を強化
し、研究所の５つの役割「研究」「調査」

「政策提言」「開発」「学ぶ」を推進したい。

Mutualite FRANCAISE（フランス共済組合全国組織）の方々と写真撮影。
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研究所活動日誌（2019.8.16〜9.15）

16日（金）
19−21日（月‐水）

21日（水）
22日（木）
23日（金）

24−25日（土‐日）
26日（月）
27日（火）
28日（水）

30日（金）
31日（土）

2日（月）
3日（火）
4日（水）
5日（木）

6−8日（金‐日）
9日（月）

10日（火）
11日（水）
12日（木）

13日（金）

14日（土）
15日（日）

香川秀太さん（青山学院大学）と懇談、社会福祉推進事業アンケート調査WT
沖縄国際大学ワーカーズコープ寄附講座
全国協同集会 in kanagawa実行委員会
社会福祉推進事業アセスメントツールモデルWT
日本協同組合学会常任理事会、センター事業団理事会、前山総一郎理事と懇談
第４回地域おこし　名人・達人サミット in 山田
労協連就職氷河期世代対策を全世代型の共生ケアに発展させるプロジェクト
本部シンポシオン
保坂展人世田谷区長×古村伸宏協同総研理事長対談（９月号取材）
協同総研事務局会議
第１回武相協同組織研究会（日本大学）、埼玉大学寄附講座内部打ち合わせ
日本フロンティアネットワーク総会

未来人財部会議、10月号特集での打ち合わせ会議、よい働き方研究会打ち合わせ
協同で働くガイドブック会議、しあわせの経済国際フォーラム実行委員会
さんすう体感プログラム打ち合わせ、あたつく組合来研
社会福祉推進事業　大阪府守口市ヒアリング調査
日本協同組合学会（関西大学）秋季研究大会
あたつく組合skype打ち合わせ
社会福祉推進事業　宮崎県宮崎市、かけはし、ジールヒアリング調査
フリー★スタディ習志野９月号取材
第２回社会福祉推進事業検討委員会、埼玉大学ワーカーズコープ寄附講座打
ち合わせ（安藤聡彦さん）
労協連合同常勤会議、神戸大学「食料生産管理学特別講義」（北川太一先生）出
講（相良）、ILO公開セミナー「仕事の未来×アフリカ×協同組合」
センター事業団　新所長研修
日本社会連帯機構東京都本部設立総会

８月

９月
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研究所活動日誌・今後の予定

今後の活動予定（2019.9.16〜10.31）

17日（火）

18日（水）
19日（木）
20日（金）
21日（土）

24日（火）
25日（水）
26日（木）
27日（金）

30日（月）

1日（火）

2日（水）
3日（木）
4日（金）
5日（土）
7日（月）
9日（水）

10−11日（木‐金）
17日（木）

17−18日（木‐金）
25−26日（木‐金）

26日（金）
28日（月）
30日（水）

全国協同集会 in kanagawa事務局会議、全国協同集会 in kanagawa 第13分
科会藤田孝典さんと打ち合わせ、日本社会連帯機構理事会
メキシコ連帯経済実践者　クラウディアさんを囲む会（ソウル宣言と共催）
社会福祉推進事業アセスメントツールモデルＷＴ会議、全国未来人材会議
労協連理事会
2019年度第２回協同総研理事会（立教大学）、「第２回社会的連帯経済×協同
労働」研究会
新潟大学ワーカーズコープ寄附講座打ち合せ、協同労働ネット新潟打ち合わせ
協同総研事務局会議
協同組合関係研究所交流会実行委員会（JYC）、協同労働研究会
協同で働くガイドブック会議、協同労働研究会、全国協同集会 in kanagawa
第13分科会打ち合わせ
全国協同集会 in kanagawa実行委員会、JA全中教育企画課田村政司課長と懇
談、草苑保育専門学校訪問

センター事業団　全国事務局員候補内定式、浦安ドキュメンタリー映画祭中
山さんと懇談
新潟大学ワーカーズコープ寄附講座、労協連合同常勤会議
静岡県立大学津富宏さんとゼミ生と懇談（スペイン関係）
武相協同組織研究会
JYC理事会
本部シンポシオン、未来人財部会議、全国協同集会 in kanagawa事務局会議
労協連就職氷河期世代対策を全世代型の共生ケアに発展させるプロジェクト
センター理事会
全国協同集会 in kanagawa 実行委員会
川崎平右衛門顕彰会・研究会（小金井）
全国代表者会議
法制化フォーラム
第３回社会福祉推進事業　調査検討委員会、協同総研事務局会議
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座【未来の働き方シンポジウム第１回実行委員会】

９月

10月
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会場

全体会 11/29（金）

神奈川県民ホール大ホール
分科会 11/30（土）

神奈川大学横浜キャンパス 他

11/30（土） 分科会 9：30～15：30

分科会の詳細は中面をご覧ください▶▶▶

20の分科会に分かれて開催します。各分野での実践を交流し、
協同の可能性を一緒に考えていきます。
※移動分科会は別途費用がかかります。定員もありますので、

ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

いま、「協同」が創るいま、「協同」が創る
2019全国集会2019全国集会

in kanagawain kanagawa
2019かながわ協同組合のつどいとの連携開催

11/29（金） 全体会 12：10～17：30 記念講演＆トーク

パネルディスカッション

インタビュー

古村伸宏さん
日本労働者協同組合連合会理事長

安田菜津紀さん
フォトジャーナリスト

加藤彰彦さん
沖縄大学名誉教授

大川哲郎さん
株式会社 大川印刷
代表取締役

山本菜々子さん
株式会社 創造集団
440Hz取締役

コーディネーター パネリスト

11：00 展示・物販
11：40 開場
12：10 オープニングパフォーマンス

（ラッパー　FUNI）
12：25 開会（共同代表、来賓あいさつ）
12：40 かながわCO‐ネット

（神奈川県協同組合連絡協議会）
の紹介・取り組み

13：25 記念講演＆トーク
15：15 パネルディスカッション
17：05 全体会まとめ
18：00 交流会（ワークピア横浜）

いま、「共に生きる」を問う
～ファインダー越し

のいのち～

11/29金・30土

裵安さん
特定非営利活動法人
かながわ外国人すまい
サポートセンター理事長

（ペイアン）

2019

１日目、フードドライブを
実施します



ワークピア横浜

3 番出口みなとみらい線
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神奈川大学横浜キャンパス

くろたき耳鼻咽喉科

捜真学院前

捜真学院
捜真小学校

西門

六角橋西町
（神奈川大学下）

東門

正門

神奈川大学23号館

神奈川大学図書館

神奈川大学
入試センター

神奈川大学横浜キャンパス

■参加費
2日間通し 4,000円
1日目のみ 3,000円
2日目のみ 2,000円
交 流 会 6,000円

※ 学生・障がい者は上記の半額となります。（交
流会は除く）

※ 移動分科会は別途費用がかかります。定員
もありますので、ご希望の方は事務局まで
お問い合わせください。

■お申し込み
HP：https://kyodo-net.roukyou.gr.jp/2019/

お申し込みはこちらから

■会場

◆共同代表
沖縄大学名誉教授 加藤彰彦／神奈川県農業協同組合中央会・連合会 会長 長嶋喜満／神奈川県生活協同組合連合会 代表理事会長 當具伸一／日本労働者協同組合連合会 理事長 古
村伸宏

◆実行委員会
神奈川県農業協同組合中央会／神奈川県生活協同組合連合会／神奈川県労働者福祉協議会／神奈川県漁業協同組合連合会／神奈川県森林組合連合会／神奈川ワーカーズ・コレク
ティブ連合会／城南信用金庫／やまゆり生活協同組合／生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ／企業組合ワーカーズコープ・キュービック／特定非営利活動法人ワーカーズ・
コレクティブ協会／特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川／特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター／特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究セン
ター／一般社団法人インクルージョンネットかながわ／公益社団法人フードバンクかながわ／川崎医療生活協同組合／一般社団法人日本協同組合連携機構／生活協同組合ユー
コープ／生活クラブ生活協同組合／特定非営利活動法人川崎市民石けんプラント／かながわフロンティア・ネットワーク／株式会社神奈川機関紙印刷所／寿支援者交流会／特定非
営利活動法人参加型システム研究所／一般社団法人ペガサス／特定非営利活動法人ユースポート横濱／株式会社大川印刷／社会福祉法人進和学園／街の家族／日本労働者協同組合

（ワーカーズコープ）連合会／一般社団法人日本社会連帯機構／一般社団法人協同総合研究所／日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団

◆後援
都道府県：神奈川県　　市町村：横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・
海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・二宮町・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町・愛川町・清川村　
後援企業・団体：神奈川新聞社・神奈川県中小企業家同友会・神奈川県保険医協会

１日目フードドライブを実施します
フードドライブの対象となる食品は、「常温で保存できるもの・開封されて
いないもの・賞味期限が明示され残り２か月以上あるもの（酒類は除く）」
です。参加にあたってのご持参にご協力ください。

1日目　全体会 11/29（金）

2日目
分科会 11/30（土）

▶神奈川県民ホール大ホール
神奈川県横浜市中区山下町３−１

▶交流会（ワークピア横浜）
◦みなとみらい線　日本大通り駅３番出口より徒歩８分
◦JR根岸線・市営地下鉄　関内駅から徒歩約１５分

▶神奈川大学横浜キャンパス
神奈川県横浜市神奈川区

　　六角橋３−２７−１

◦東急東横線
白楽駅より徒歩約１６分

◦横浜市営バス
 ３６系統・８２系統（乗車時
間約１７分）

　 「横浜駅西口」（のりば１）
または「東神奈川駅西口」

（のりば５）発→「六角橋
西町」下車徒歩３分
 ５０系統（乗車時間約１２分）

　 「横浜駅西口」（のりば３）
発→「捜真学院前」下車徒
歩約８分

◆お問い合わせ
電話 045-341-4192　FAX　 045-260-5558　E-MAIL　 kyodo2019@roukyou.gr.jp
当日連絡先 090-3228-9471
実行委員会事務局　神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2-６６ 満利屋ビル８Ｆ　ワーカーズコープ・センター事業団神奈川事業本部内




