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　この度の台風19号の影響で被災された
皆さまにお見舞い申し上げます。会員の
皆さまやご家族の皆さまご無事でしょう
か。超大型と言われた台風19号の大雨で
広範囲にわたり河川の堤防の決壊や浸水
などの被害がもたらされ、安全確認や被
害の全容の把握が急がれています。協同
総研としましても、労協連や関係団体と
情報の共有や連携をしながら少しでもお
力になれるよう努めてまいります。
　私ごとで恐縮ですが、１才になった子
どもを保育園に預けることができたの
で、10月より事務局として戻ってまいり
ました。
　年度途中からの復帰というと、「よく
保育園に入れたね」と聞かれるのですが、
入園した保育園の７月時点での空き状況
は４人、８月は２人で、子どもが入園し
た９月の時点では空きがなくなり、現在
は待機児童が６人となっています。
　上の子が０才だった５年前は、ちょう
ど「保育園落ちた日本死ね」というブロ
グが話題になり、待機児童問題が頻繁に
メディアで取り上げられていました。そ
の頃は、一番入りやすいとされる０才ク
ラスの４月に入園できなければ、年度途

中で入園させることは困難と言われてい
ました。こうした問題を受けて徐々に保
育園が新設されるようになり、例えば私
の住んでいる地区だけでも３つの認可保
育園ができ、認証保育園などを含めれば
さらに受け入れ数が増えています。
　それに加えて2017年に育児休業法が改
正され、最長で２才まで育休の延長がで
きるようになったため、１才の誕生日を
待って途中入園を目指し、例えそこで入
園できなくても２才まで育休がとれるの
で、受け入れの増える次の４月で入園の
チャンスが巡ってきます。最近では保育
園に落ちたことを知らせる「不承諾通知
書」を手に入れるために人気園に絞って
申請し、なるべく育休を延長させる方も
います。もちろん自治体や個人の状況に
よって異なり、待機児童で困っている方
も大勢おられるのですが、５年前では考
えられなかった変化だと思います。
　事務的なことでお知らせしたいこと
は、これまで使っていた無料のメーリン
グリストサービス「freeml」が12月をもっ
て終了するため、他のメーリングリスト
サービスへ移行しました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。

研究所だより 岩城　由紀子
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研究所活動日誌・今後の予定

研究所活動日誌（2019.9.16〜10.15）

17日（火）

18日（水）
19日（木）
20日（金）
21日（土）

23日（月）
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）

8日（火）
9日（水）

10−11日（木‐金）
10日（木）

15−18日（火‐金）

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
JYCフォーラムとちぎ大会実行委員会
新潟大学ワーカーズコープ寄附講座打ち合せ、にいがた協同労働ネット打ち合わせ
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、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（学生状況の交流と人材募集）

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（10月号掲載）、さんすう体感プログラム
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・取材（スペイン訪問）
武相協同組織研究会、社会福祉推進事業アンケート調査WT会議
JYC理事会
未来人財部会議、全国協同集会 in kanagawa事務局会議、センター事業団浦
安地域福祉事業所橘高由美副所長と懇談（千葉大学インターンシップ関係）
伊丹謙太郎さんと懇談（千葉大学寄附講座振り返り）、よい仕事おこしフェア参加
労協連就職氷河期世代プロジェクト会議、協同総研ホームページ開発会議
センター理事会
社会福祉推進事業アセスメントツールモデルWT会議
世田谷若者サポートステーション就労体験受け入れ

９月

10月
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今後の活動予定（2019.10.16〜2020.1.6）

16日（水）
17日（木）

17−18日（木‐金）
19日（土）
21日（月）
23日（水）

24日（木）
25−26日（金‐土）

26日（土）
28日（月）
30日（水）
31日（木）

1−2日（金‐土）
1日（金）
2日（土）

3−4日（日‐月）
5日（火）
6日（水）
8日（金）

8−10日（金‐日）
9日（土）

11日（月）
12日（火）
13日（水）
16日（土）
19日（火）

20−21日（水‐木）
23日（土）

厚生労働省社会福祉推進事業ヒアリング調査WT（千葉県富里市）
全国協同集会 in kanagawa 実行委員会
映画「Workers 被災地に起つ」上映、川崎平右衛門顕彰会・研究会（小金井）
立命館大学 校友会設立100周年記念式典
社会福祉推進事業アンケート調査WT会議
厚生労働省社会福祉推進事業アセスメントツールモデルWT会議（大阪）、広井
良典理事と談話（11月号取材）
地域未来産業会議（11月号取材）
全国代表者会議
法制化推進フォーラム
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】
センター事業団組織検討委員会

全国事務局員候補等合同研修会
センター事業団おーぷんはうす金町取材（11月号）
JYC関西シンポジウム
第６回生活困窮者自立支援全国研究交流大会（仙台）
東レ経営研究所　研究会参加
新潟大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
社会福祉推進事業ヒアリング調査（北海道釧路市）
しあわせの経済国際フォーラム
埼玉大学ワーカーズコープ寄附講座（深谷フィールドワーク）、新潟協同集会
本部シンポシオン
労協連合同５役会議、全国協同集会 in kanagawa 実行委員会
協同組合関係研究所交流会実行委員会
社会福祉推進事業アセスメントツールモデルWT会議
社会福祉推進事業ヒアリング調査（島根県邑南町）
労協連協同労働リーダー基礎研修（愛媛県西予市　無茶々園）
市民電力講座

10月

11月
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研究所活動日誌・今後の予定

25日（月）
26日（火）
28日（木）

29−30日（金‐土）

2日（月）

3日（火）
6日（金）
7日（土）
9日（月）

11日（水）

12日（木）
13日（金）
14日（土）
18日（水）

19日（木）
25日（水）
26日（木）
27日（金）

12月28日（金）−
2020年1月5日（日）

6日（月）

労働関係研究所座談会
センター事業団事務局員候補説明会
労協連理事会
全国協同集会 in kanagawa （１日目 全体会、２日目 分科会）

厚生労働省社会福祉推進事業ヒアリング調査（広島県広島市）、広島市協同労
働プラットフォーム事業訪問
労協連合同５役会議、駒澤大学NPO論（松本典子教授）出講（相良）
専修大学「社会運動論」（内山哲郎教授）映画「Workers 被災地に起つ」上映。
武相協同組織研究会
厚生労働省社会福祉推進事業ヒアリング調査（高知県高知市）
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２回実行
委員会】
センター理事会
日本社会連帯機構　総会
センター全国事務局員会議
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）【未来の働き方シンポジウム
第３回実行委員会】
桃山学院大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
新潟大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
労協連就職氷河期プロジェクト
福井県立大学　出講（相良）
研究所　閉所

１/６（月）仕事はじめ

12月

2020年１月

協同総合研究所　　理事会日程　第３回 1月25日（土）、第４回 ３月14日（土）、
　　　　　　　　　　　　　　　第５回 ５月23日（土）
　　　　　　　　　総会日程　　2020年６月27日（土）



協同の發見誌活用プロジェクト

一般社団法人 協同総合研究所

冊 円

販売中

実践・研究の宝庫
今、知りたい情報と問いたいテーマがここに!!

の

「協同」

■年 会 費：個人会員／購読会員 12,000 円

学生・障がい者 6,000 円 団体会員 30,000 円

■会員サービス：会員の方は、総会への参加(年 1回)及び下記のサービスが受けられます

・所報『協同の發見』誌（毎月 1回）の会員価格適用での頒布

・各種研究会への参加費の会員価格適用

・書籍購入の際の会員価格適用

会員募集中

特別価格
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TEL E-mail: kyodoken@roukyou.gr.jp
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