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　今月14日、唯一３日まで全町避難が続
いていた福島県双葉町の双葉駅を含む
JR常磐線の全線で運転が再開されまし
た。きれいに舗装された双葉駅に比べ、
そのすぐ周辺は９年前で時が止まったま
まで、癒えずに取り残されてしまった思
いを感じるようでした。

　12月初旬に中国武漢で確認された新型
コロナウイルスは世界中に広がり、観光
業や飲食業だけでなく経済全体に影響を
及ぼしています。企業の資金繰りの問題
やリストラ、内定取り消しなど、人々の
生活そのものが成り立つのかという危機
感があります。
　新型コロナウイルスに関連してたくさ
んの重要なニュースがある中で、働く母
としては全国一斉休校によって看護師が
出社できずいくつかの病院で外来診療を
中止したことが印象的でした。報道では
性別は出ていませんが、看護師の多くが
女性であることを考えると、休まざるを
えなかったのはワーキングマザーだと思
います。日本の共働き世帯は増加してい
ますが、子どもが体調不良などで保育所
等を休む場合、母親による対応が６割以

上と最も多く、次いで祖父母、父親によ
る対応は１割にも満たないという調査結
果があります（日本病児保育協会が病児
保育を利用する機会の多い、小学校就学
前の子どもを持つ共働きの父親・母親を
対象に2015年にとったアンケートより）。
　東日本大震災を契機に、働くだけでな
く生活も大切にしたいという思いが高ま
りましたが、「ワンオペ育児」という言
葉が今ではおなじみの言葉になり、男性
の育休取得率も低いままです。新型コロ
ナウイルスの一連の騒動でWEB会議の
導入や在宅ワークの推進など働き方の変
革が進んでいますが、男性の働き方にこ
そ変化が起きて欲しいと思います。それ
が多様な人の生き方や働き方への理解に
つながると思うからです。

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（2020.2.16〜3.15）
※コロナウィルスで予定していた理事会・研究会・会合が相次いで中止となっています。

17日（月）
19日（水）
20日（木）
21日（金）
25日（火）
26日（水）
28日（金）

2日（月）
3日（火）
4日（水）
5日（木）
9日（月）
11日（水）

12日（木）
13日（金）

協同総研関西会員集会打ち合わせ
社会連帯カレッジ
センター事業団全国未来人材会議（協同労働×当事者研究）
武相協同組織等研究会（日本大学）
神奈川県藤野町訪問
労働関係研究所座談会、社会福祉推進事業アセスメントワーキングチーム
日本社会連帯機構理事会

社会的企業研究会運営委員会
労協連合同５役会議、社会福祉推進事業アンケートワーキングチーム
協同総研事務局会議
センター事業団未来人材部部会
農文協・農業書センター訪問
東洋英和女学院大学　名嘉憲夫さんと懇談、日本農業新聞加畑優美子さんと
懇談、社会福祉推進事業アンケートワーキングチーム
協同労働研究会
本部協同労働プラットフォーム会議

２月

３月

※�４月11日に開催予定でした「協同総合研究所関西会員集会」はコロナウィルスの影響で延期となっています。

今後の活動予定（2020.3.16〜6.30）

19日（木）
23日（月）
24日（火）

25日（水）
26日（木）
27日（金）
30日（月）
31日（火）

社会福祉推進事業　報告書作成打ち合わせ
本部協同労働プラットフォームチーム会議チーム行動日
埼玉大学寄付講座2020年度打ち合わせ、日本協同組合学会常任理事会、全国
協同集会�in�kanagawa後継組織づくり
社会連帯カレッジ
労協連理事会、Koshaさんイベント打ち合わせ
センター事業団理事会
社会福祉推進事業事務局まとめ会議
世田谷税経センター懇談、本部シンポシオン

３月
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センター事業団　入団式
現代座懇談、センター未来人材部部会
労協連合同５役会議、協同総研事務局会議
協同組合関係研究所等交流会実行委員会（日本協同組合連携機構）
協同労働研究会
センター未来人材部部会
センター事業団全国所長会議
武相協同組織等研究会
Earth�Day�2020、第20回菜の花サミット
沖縄キリスト教学院大学寄附講座出講（相良）、社会連帯カレッジ
センター事業団理事会
JYCフォーラム理事会
協同総研事務局合宿（栃木）
専修大学経済学部『社会教養特別講座』講義（毎週水曜計10回）

労協連合同５役会議
全国協同組合関係研究所等交流集会（名古屋）
日本社会連帯機構理事会
第５回　協同総合研究所　理事会
第３回　労働関係研究所・団体座談会
センター事業団　理事会

労協連合同５役会議
日本協同組合学会理事会
日本協同組合学会　春季研究大会（大学生協連）
日本NPO学会
フードバンクいたばし総会
法政大学大学院『連帯社会とサードセクター』出講（相良）
労協連、センター事業団　理事会
日本労協連総会
センター事業団総代会
協同総合研究所　総会

1日（水）
6日（月）
7日（火）
9日（木）
13日（月）
15日（水）

16−17日（木‐金）
17日（金）

18−19日（土‐日）
22日（水）

23−24日（木‐金）
25日（土）

26−27日（日‐月）
29日（水）

12日（火）
14−15日（木‐金）
22日（金）
23日（土）
25日（月）

28−29日（木‐金）

2日（火）
5日（金）
6日（土）
7日（日）
10日（水）
13日（土）
18日（木）

19−20日（金‐土）
20−21日（土‐日）
27日（土）

４月

６月

５月
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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



一般社団法人 協同総合研究所
TEL E-mail: kyodoken@roukyou.gr.jp

※お名前、ご住所などの個人情報の記入欄を設けてありますが、個

人情報は書籍の発送・請求以外の目的に使用することはありません。

また、ご本人の同意なく第三者に提供することもございません。

ご注文 番号
下記の太枠に必要事項をご記入の上、協同総合研究所にお送りください。

所属先

- -

こ
ち
ら
の
コ
ー
ド
か
ら
も

ご
注
文
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
注
文Q
R

コ
ー
ド

ふりがな

ご氏名 購入部数

電話番号 メールアドレス

送付先

定価： 円（税込）
会員・組合員： 円（税込）

部

〒 -

✓
✓
✓

“

”


