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労働者協同組合法長野県民向け説明会

企業組合 労協ながの

事務局長 田中琢磨



自己紹介
兵庫県神戸市須磨出身。桃山学院大学在学中、阪神淡路大震災を経験
し、被災地でのボランティア活動（物資運搬、仕分け、仮設住宅での
「ふれあい活動」等）を通じて、人と人が助け合うことの大切さ、素
晴らしさを教えて頂き、人と地域に役立つ仕事に携わりたいと思い、
1997年～ワーカーズコープ連合会センター事業団に入団し、神奈川県
の湘南エリアを中心に、ビルメンテナンス、緑化、介護保険事業の仕
事起こしに取組む。

2006年～平塚市地域包括支援センター社会福祉士（ソーシャルワー
カー）として地域福祉に取組み、2008年～東証一部上場企業にて介護
付有料老人ホーム施設長を経て、社会的企業を目指し、介護施設運営
の会社を設立。取締役 介護事業部長として施設運営、M＆Aによる施
設再生などに取組む。2016年～社会福祉法人 常務理事 法人本部長
として災害移転による特養新設、法人の経営改善、業務改善、介護職
員の定着化に取組む。2021年4月～ワーカーズコープ連合会事務局とし
て17年ぶりに復帰し、同年7月～企業組合「労協ながの」に事務局長と
して出向し現在に至る。

趣味：登山（4年前から累計361座踏破）・歩くこと・読書（歴
史好き）・音楽鑑賞（ｸﾗｼｯｸ、Jazz、ﾛｯｸ、ﾍﾋﾞｰﾒﾀﾙ、ﾋﾟｱﾉなど）

好きなもの：ビール・地酒・旬の食べ物・肉・寿司・カレー

好きな言葉：「切磋琢磨」「笑う門には福来る」

「おもしろきこともなき世をおもしろく」高杉晋作

尊敬する人：坂本竜馬、寅さん、田中陽希さん
2022年4月 六甲全山縦走ゴール！！

42.1㎞ 3377ⅿ上下り 宝塚駅前にて



長野県における協同労働－労働者協同組合
の動向（信州協同労働推進ネットワーク）



信州協同労働推進ネットワーク加盟団体
の取組状況
信州協同労働推進ネットワーク 名簿（50音順）

団体会員 代表者名

企業組合法人 労協ながの 理事長 鈴木 友子

長野県高齢者生活協同組合 理事長 田中 夏子

長野県生活協同組合連合会 理事長 太田 栄一

長野県労働者福祉協議会 理事長 中山 千弘

NPO法人ライフワークレインボー 理事長 出浦 洋子

日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会 理事長 古村 伸宏

ワーカーズコープ・センター事業団 北陸信越事業本部 本部長 川原 隆哲



2019年7月に準備会を立ち上げ、2021年11月29日に設
立総会を開催。幹事団体として労協ながの、長野県高齢
者生協、ワーカーズコープ・センター事業団北陸信越＆
長野エリアが、労協法の学習会やフォーラムを、議員や
自治体などに働きかけ、また協同労働に関心ある団体、
人びとにネットワークの呼びかけを行ってきた。

NPO法人ライフワークレインボー、一般社団法人ソー
シャルファームなかがわ、株式会社ふろしきや、高遠よ
しよし、一般社団法人ぷれジョブ、企業組合労協ながの、
長野県高齢者生活協同組合、ワーカーズコープ・セン
ター事業団北陸信越＆長野エリア、日本労協連から代表、
佐久大学人間福祉部の下村幸仁教授ら30人が総会に参加。
ネットワークでは、2022年１月22日に協同労働フォー

ラム（阿部知事ビデオメッセージ）、4月にまちづくり
講座を長野市で開催。2022年7月23日に諏訪で後藤厚生
労働大臣を招いてフォーラムを開催。

■信州協同労働推進ネットワーク



長野県内にて労協法フォーラムを開催①



信州協同労働推進ネットワーク加盟団体の取組



労協ながの概要
総本部及び東北信事業本部（長野市）・中信事業本部（松本
市）・南信事業本部（箕輪町）の3事業本部制
就労者数：460名 組合員数：345名

出資金：約9900万 事業高：8億1千万円

設立：1980年8月創業42年 現場数：60箇所

〇設立経緯

失業対策事業（全日自労運営）の打切りに伴い、

働く場を失う。

1980年に長野中高年雇用福祉事業団を発足し、

ゼロからの仕事起こしへ！長野高校のトイレ清掃

から「労協ながの」の協同労働のストーリーが始まる。



ビルメンテナンス事業

・県内医療生協（民医連）に加盟する病院清掃やその他介護施
設等の清掃管理業務等担う。

・ビルメンで約４億の事業高。

・国家資格であるビルクリーニング技能士8名を養成し、よい仕
事を追求。積極的に、生きづらさを抱えた若者や障害を持った
方々の社会的就労の場を作っている。

・駐車場管理、患者送迎、食器洗浄等の業務も受注。



売店運営・食事業

・レストラン虹（1か所）

・売店運営（6か所）

患者さんのオアシス

・あじさい弁当（1か所）



ながの若者サポートステーション
厚生労働省委託（子ども・若者育成支援推進法）

様々な問題や悩み、困難などを抱えた若者を支援してい
ます。

①総合相談 ②カウンセリング ③各種講座

④職場見学＆体験 ⑤キャリアコンサルティング

⇒労協ながのビルメン現場での体験及び就職多数

2021年度実績

相談件数：2,652件

利用者数：492ケース

⑥サポートネット

（15から39歳の居場所）

利用者：130名

利用回数：233回



児童館・児童センター・児童プラザ（6館）運営
長野市豊野東、西、松本市和田、新村（指定管理者制度）

目的：児童福祉法の規定に基づき、児童の人権に配
慮し、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進
し、又は情操を豊かにすること。

2021年度延べ利用人数

長野市4館： 37,773人/年

松本市和田：11,244人/年

松本市新村： 7,551人/年



和ケーション
障害のある方が、一般企業に就職することに対して不安があったり、就職

することが困難な場合に、雇用契約を結ばずに生産活動などの就労訓練を
行ってます。



グループホーム風舎
・障害者グループホーム（共同生活援助）（障害者総合支援法）

障害のある方が必要な支援やサポートを受けながら、共同生活を行うことが
できる住まいです。（木曽地域）



SUNBA塩尻
放課後等デイサービス（児童福祉法）は、6歳～18歳までの障がいのある
お子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休
暇に利用できる福祉サービスです。



みのわーれ

・地域活動支援センター （障害者総合支援法）

地域活動支援センターは、障害のある方のサポートをしている施設です。



労協ながの介護支援センター
居宅介護支援事業所（介護保険事業）

要介護認定者に対して、自宅で自立した生活を送るために、居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成やサービス
調整を行う事業所です。介護支援専門員（ケアマネジャー）が、本人や家族の心身の状況や生活環境、希望などに
沿って、居宅サービス計画書（ケアプラン）を作成しています。



就労準備支援
長野県と松本市から就労準備支援（合計中西部4か所）
一般就労に向けた準備が整っていない者を対象に、一般就 労に従事する準備としての基
礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援しております。（生活困窮者自立支援制度）



日帰り入浴施設管理運営
・日帰り入浴施設の指定管理の運営(千曲市健康プラザ)



協同労働×村づくり①
・小谷村 集落支援員の委嘱を受けて、2名を「労協ながの」
から派遣し、協同労働で村づくりを開始 2022年4月～



協同労働×村づくり②
・小谷村 集落支援員の委嘱を受けて、2名を「労協ながの」
から派遣し、協同労働で村づくりを開始 2022年4月～



社会連帯活動１
・ながの中央事業所（ほやすみ農園）

一昨年の台風19号災害により千曲川の決壊により水害のあった長野市穂保にて中央事業所のメン
バーが畑を耕し季節の野菜の栽培を地元の方と共に実施しています。

・千曲市協働事業（倉科子ども）

平成28年（2016年）に千曲市より業務委託を受けスタート。

現在、月2回実施。学習・調理は地元のボランティアさんらが協力。



社会連帯活動２
・諏訪共立病院の仲間によるショウガドレッシングづくり。

鳥獣被害で休校になっている畑でショウガをつくり、

生しょうがとドレッシングの販売を行っています。

・伊那事業所のなんでも相談会

医療生協病院、社協、まいさぽ上伊那、箕輪町、労協ながの

がタックを組んで毎月相談会と食料配布を行っています。



社会連帯活動３
・塩尻「あじさい」の子ども食堂

店頭で弁当配布をしていたが、必要な人に届けるため社協の協力も得てひとり
親家庭への弁当を配達

・木曽町の映画上映会、子ども食堂

映画上映会は３回講座で、企画の段階から地域おこし協力隊の若者たちと協力
して、映画上映と労協法の学習を行った。



社会連帯活動４
・諏訪市温泉寺の子ども食堂

今年度は休眠預金からの助成を受けて行っている。地域の活性化も視野に入れ
や多くの地域ボランティアとともに行っている。就労支援の仲間も参加している。
多い時は200名の参加。



労働者協同組合・センター事業団北陸信越事業本部 長野エリ
ア（4事業所、組合員196人、事業規模4億5千万円）

障害のある人や高齢者の働
く場、小規模農園

未就学児の子どもの居場所、
母親支援

児童館、児童センター、みん
なのおうちふらっと、学習支援

児童クラブ、放課後等デイ相談
支援事業、こども食堂、小農他





→松本市の重層的支援体制整備事業の「参加支援」事業へ



長野県高齢者生活協同組合（組合員4126人、就労251人）

NPO法人ワーカーズコープかがやき（95人就労）

〇元気な高齢者が高齢者 〇カフェ・サロン活動 〇在宅福祉サービス

を支える❣ 〇趣味や健康づくりサークル 〇365日の配食サービス

生活総合支援活動 〇老人福祉センター等の 〇老人福祉センター等の

（困りごと解決） 〇フードドライブ 運営・管理（長野市）

ビルメンテ・空き家管理 〇協同畑（生活困窮者支援） 〇失業者の為の職業訓練

福祉生きがい仕事起こし

【長野高齢者生協】
1996年3月 長野県
高齢者協同組合(任
意団体)設立･･･介護
保険参入に備え、各
地でヘルパー講座等
を開催。
1999年6月 福祉の
生協として、長野県
高齢者生活協同組合
に。
【NPOかがやき】
2004年6月「ワー
カーズコープ高齢協
ながの」発足
2006年9月 NPO法
人取得、名称を
「NPO法人ワーカー
ズコープかがやき」
に。



ソーシャルファームなかがわ（2019年5月設立、8月一般社団法人登記）

長野県中川村（人口4800
人）に移住したワーカーズ
コープの若者が、地域の暮
らしの中で、さまざまな人
と出会う中で、障害のある
人や生きづらさを抱えてい
る人の暮らしや仕事を支え
る場がないということを知
る。
地域の方々と2016年から
学習会を重ね「ソーシャル
ファームなかがわ」を設立
（ソーシャルファームとは、
自立的に経済活動を行いな
がら、障害や困難を抱える
人と共に働く社会的企業）。

障害や生きづらさがあっても、
誰もが安心して生き、自分らし
く暮らし、働くことができる地
域を協同してつくることを目的
とする。基本的人権と生命を最
高の価値とし、自然との協奏を
目指す。
地域に必要な仕事や暮らしを地
域住民自身が創り出す「地域協
同組合」及び「労働者協同組
合」を目指したい（設立文書）。

2019年12月 小規模ケア施設
整備事業
2020年4月 広場管理に関す
る委託業務開始／ソーシャル
ホーム開所（共生住宅）－個
人事業の引継ぎ
2021年4月 地域活動支援セ
ンター運営開始

４年間続けてきた話し合
い、学び合い、出会い



協同労働に関心－NPO法人ライフワークレインボー

長野県信濃町で障害など困難のある子ど
もを抱える人が、不登校などの青少年の居
場所支援、母親や家族の相談支援、私設図
書室を併設している居場所を運営。

その実績から、同じ障害のある孫を持つ
人が、共生型の新築アパート「虹の家」を
建て、入居者支援をその方に任せることに
なり、現在6人（定員9人）の入居者の生活
を支援。

労協ながの、センター事業団、労協連な
どの支援を受け、これまでのボランティア
団体の運営ではなく、ワーカーズコープの
立ち上げをめざして、地域の人々と立ち上
げ準備会を経て、2019年12月にNPO法人を
取得、活動を開始。

働きづらさを抱えた若者や親と共に、
ナチュラルハウスクリーニングや薬
草の栽培などに取り組み、学校に通
えない子どもを抱えた一人の親から
の相談を受け、2021年度より飯綱町
の廃校廃校を活用したフリースクー
ル「OZ Field」を開所。



全国のワーカーズコープの実践事例



労働者協同組合・センター事業団（北海道札幌市）

「篠路まちづくりテラス和気藍々」

札幌市「篠路コミュニティセンター」（指定管理者施
設）で就労する組合員が地域と協力して駅前の再開発
をめぐってアンケートや街歩きなどを実施、「気軽に
集える場所がほしい」との声を踏まえて、2017年に
商店のない地域に立ち上げたコミュニティカフェ。地
元の製粉工場の粉を使った手打ちうどんやスィーツな
どを提供。2021年7月より、浦河べてるの家の皆さ
んと連携し、当時者研究を実施。

2018年から、札幌市の独自
制度「障がい者協働事業
所」に選定され事業開始。
障害のある人が8人、障害の
ない人も14人全員が出資し
て、ワーカーズコープの組
合員となり、話し合いを重
ねながら運営。
「精神疾患とともに生きる
会」「統合失調症を語る
会」「うっせいクソババア
思春期の会」「子どもの発
達に不安のあるOK 親の会」
「絶滅危惧種専業主婦の
会」など、組合員が障害も
困りごとも地域に発信して、
ともに語り合うイベントを
毎日開催。



労働者協同組合・センター事業団（北海道釧路市）

釧路地域福祉事業所の当時者主体の取り組み

地域若者サポートステーション、
デイサービス、就労継続支援B型、
釧路市立総合病院院内保育所など
の事業を運営。地域でみんなの食
堂とおばあ食堂（デイの利用者が
月1回）、フードバンクなどの活
動に取り組んでいる。

コロナ禍で、デイサービスの
利用者が利用日以外の日にボ
ランティアとして、就労継続
支援B型の利用者と一緒に参
加してつくった「見守り宅配
弁当」（1食300円）を、就
労B型の利用者と組合員が地
域の高齢者に配布。



労働者協同組合・センター事業団（埼玉県ふじみ野市）

ふじみ野地域福祉事業所「デイサービスそらまめ」

被災地福島から避難して来られた方々か
ら「息が詰まりそう…畑がしたい」とい
う切実な想いに応え、地域の農家の協力
を得て、農作業を開始。利用者と地域の
人と共に土に触れ、作物を育て、収穫、
料理して一緒
に食事。食料自
給率70％（肉、
魚はパルシステ
ム）。F（食）E
（エネルギー）
C（ケア）自給
コミュニティ
づくりをめざし
ている。

原発事故避難者を支援してきた中
の6人の女性たちが、2012年4月に
立ち上げた地域福祉事業所。2020
年3月、埼玉県とNPO法人埼玉自然
エネルギー協会、そして地域の募
金によりデイサービスの屋根に太
陽光発電パネルを設置。



労働者協同組合・センター事業団（東京都豊島区）

としま宙事業所の「居場所づくり」

豊島区から委託された「豊島区子ども若者総合相談アシスと
しま」（2018年7月～）、東池袋フレイル対策センター
「いーとこ」（2019年4月～）を運営。

コロナ禍で休館となり、全利用者に状況確認の電話連絡（若
者、高齢者200人）、利用者へのお便り配布、声が寄せられ
た。「大学に入学したが誰にも会えない」「就職活動が不
安」「一人暮らしなので声を出す機会がなくなった」「やる
気が起きず食欲がない」「杖を使うようになった」。

再開後は、地域懇談会を開催し、お
互いの連絡が取り合えるSNSを活用
した講座や「ポールdeウォーク」、
つながりをつくる居場所（サードプ
レイス）としての「もちこみごはん」
などに取り組んでいる。



労働者協同組合・センター事業団（東京都豊島区）

地域共生型就労拠点こみっとプレイス
ワーカーズコープが運営する世田谷若者サポートステー
ションの利用者が主体となって2018年に立ち上げ（現
在、就労継続支援B 型を運営）。

手芸や囲碁、将棋などのサロン、カ
フェを運営、地域のつながりをつく
る拠点。障害のある仲間と一緒に就
労している「サービス上では、利用
者と職員ですが、私たちはともに働
く仲間だと思っています。一緒にこ
みっとプレイスを運営していきませ
んか」と利用者に働きかけ。スタッフ会議
とは別に、利用者が参加する「運営会議」
を開催。「運営会議で出た意見をみんなで
形にしよう」と、自分たちがやりたいこと
を出し合い、新たなメニュー開発などを実
現、さまざまな活動を創り出している。

豊島区との連携
区民ひろば共生サロン事業 2023年1月～
区民ひろば高松「区民ひろば椎名町」内カ
フェ運用
日曜教室つばさCLUB 次年度6月～

新規開発メニュー



労働者協同組合・センター事業団（東京都立川市）

きらっと地域福祉事業所
東京都立川市、2012年市役所をリノベーションして新設された「子ども未
来センター」。ワーカーズコープは開設初年 度より３事業を指定管理者と
して運営して8年目。
組合員は14人。年代は30～70代と幅広く全員女性。離職 率が低く、「楽し
さを共有しよう」という空気がある。専門性 の研修以外に、業務以外での
共有時間を大事に。また、頻繁に「話し合い」をする。
陰口や意地悪は「もやもやとした不安」が原因のことが多
く、仲間で話し合いを繰り返し、疑問や不安、不満を解く
努力を尽くす。現場で働いている仲間の多くが子育て進行
中。急な家庭の用事で誰かが休まないといけないとき、
LINEグループで共有すると「それなら私、今日出ます」と
スムーズに代わりの人が決まる。「この職場にいる時
間が楽しい」という人たちがいて、シフトを埋めてく
れる。「この職場にいる時間」が幸せなものであって
ほしい。そんな働き方がワーカーズコープでできる。



労働者協同組合・センター事業団（東京都豊島区）

豊島地域福祉事業所自立支援センターまめの樹

2004年、中野養護学校
（当時）からの要請に応
えて、清掃事業所の組合
員が、生徒と保護者、教
員が受講するヘルパー３
級講座を学校で開講。
卒後の働く場所を模索す
るなかで東京都の職業訓
練講座や居場所づくりに
取り組み、自立支援センターまめの樹を2007年立ち
上げ、豊島区内の公園清掃（16カ所）、清掃用具な
どの受発注、製造・加工。2010年カフェまめの樹を
立ち上げ、子ども食堂や埼玉県川越で畑仕事も。障
害のある人もない人も対等の関係で話し合っている。
今後、グループホーム立ち上げに向かう準備を開始。



小豆沢病院の清掃業務を中心に洗濯や診療所・歯科・薬局
の日常清掃・定期清掃を1985年より受託。

若者サポートステーション、支援機関からの紹介で生活保
護受給者、生活困窮者、ひとり親世帯、精神障がい者、知的
障がい者、ひきこもり、高齢者を含む15人の仲間が就労（内
3人が認証の対象者（雇用支援計画書を作成した方）。誰もが
話しやすい会議運営を行う中で、地域向けのバザーを開催
（昨年度より2回開催）。日頃、おとなしい方や対人が苦手な
メンバーも積極的にチラシを地域の人に配布。病院清掃が基
盤にあることと、多くの就労困難者を受け入れてきた実績が
認められて「予備認証」から「認証」に。

困難にある人の就労の場を広げていくために、ハウスク
リーニング、定期清掃の仕事を広げ、地域の“困った”に応え
られる事業所をめざしている。

労働者協同組合・センター事業団（東京都板橋区）

板橋小豆沢事業所（東京都ソーシャルファーム条例の認証事業所）



労働者協同組合による社会連帯活動「みんなのおうち おとなりさん」

「ワーカーズコープちば」のフードバンク、制服バンク

2012年にフードバンクを設立。
社協など多様な団体から食品を提供してもら
い、困窮者支援。コロナ禍で月200件に。台
風被害による食糧支援も。2020年9月には、
千葉銀行とちばぎん証券、県社会福祉協議会
と食品提供等に関する包括連携協定を締結。

2017年4月には制服バンクに
も取り組み、障害のある人
が働く事業所でクリーニン
グしてもらい、安価（一着3

千円）で販売。



ワーカーズコープでは、2014年より（株）報
徳農場と連携して小田原足柄地域福祉事業所
を立ち上げ。農業生産と販売を行う「報徳
ワーカーズ」、生活困窮者等の農業訓練・社
会参加促進支援事業、被保護者就労継続支援
の「ワーカーズコープ笑天」、居住支援の3部
門を実施（事業規模高2000万円、組合員7人、
有償ボランティア5人、利用者7人：内2人が
中間的就労、20～60代）。学校給食にも提供。
近隣の特別支援学校の生徒、ひきこもりや就
労に困難を抱える若者たちと農業体験も実施。
「農業への従事が目的ではなく、農業体験を
一つの社会体験の資源として活用してもらえ
ればと思っている。以前は一対一で支援員が
利用者に向き合っていたが、現在は支援員と
利用者皆がごちゃ混ぜで取り組んでいる」。

“農福連携”－困難や障害のある仲間と共に働く（神奈川県小田原市）

「作業に慣れてくる中で、利用者同士で仲良
くなったり、話ができるようになった」「何
かに追われるような精神状態が続いていたが、
笑天にきて解放感が持てるようになった」
「目の前の作業に集中したり、何気ない会話
が行えるようになった。それは農業ならでは
ないかと思う。最終的には、就労できるよう
になれば」など利用者から。



大阪西成区の野宿者支援団体NPO法人釜ヶ崎支援機構との連携

新たなワーカーズコープの事業所を立ち上げ

釜ヶ崎支援機構（野宿者に対する生活・就労
支援団体）からワーカーズコープ立ち上げに対
する相談・要請を受け、2018年4月より、ワー
カーズコープから組合員1人が支援機構に出向。

共同して開催してきた「いきいき清掃講座」
は年間3回開催し、14クール目を迎え、延べ
100人が受講（うち終了90人）。職場体験講習
の受け入れをワーカーズコープの病院清掃現場
で受け入れ、就労に（6人就労（現在は2人）、
就労継続支援B型に1人）。

2021年3月に大阪西成区に大阪中央事業所「就労継続
支援Ｂ型事業所おあしす」、社会連帯ワーカーズ「ひょ
んの実倶楽部」（コーヒー焙煎と販売）を立ち上げ。

西成特区構想（あいりん総合センター跡地活用など）
への参加を視野に入れて、釜ヶ崎支援機構との連携も新
たな段階に。西成区で清掃のワーカーズコープの立ち上
げを展望中。



労働者協同組合の事例（兵庫県尼崎市）

はんしんワーカーズコープの商店街との連携）
2014年に緑化事業・介護を中心に立
上げた、はんしんワーカーズコープ。
阪神尼崎の三和商店街の中に事務所
を構え、地域共創Lab.を開設。
地域の子どもたちとゴミ拾いや、障
害のある児童の居場所づくりなどの
商店街活性化、生活困窮者の就労支
援－就労準備支援、認定就労訓練事
業（尼崎市より広報の公共施設への
配布など）などに取り組んでいる。
4月より、尼崎市より「就労的活動
支援コーディネーター」（厚労省：
地域支援事業）を活用した「高齢者
生きがい就労事業」を開始する。



2009年の若者サポートステーションの運営からス
タート。公共職業訓練（自然エネルギーコース）を
開講し、受講したメンバーが中心となって、小規模
林業（自伐型林業）チームNext Green 但馬を2013
年に立ち上げ。派遣労働や非正規労働を経験した若
者、都会から田舎暮らしを希望しIターンを利用して
いた者、若者サポートステーションの利用者だった
人。そして、小さな子どもを抱えながらも林業の仕
事に燃える女性を含めた若者たち5人が参加。

バイオディーゼル燃料製造や養蜂など山の百業を実
践。子ども向けの木工品づくりや、竹を使った子ど
もの遊び場づくり。2022年4月には環境省里山未来
拠点形成支援事業に採択され「森のようちえん」を
立ち上げ。

労働者協同組合・センター事業団（兵庫県豊岡市）

但馬地域福祉事業所 Next Green但馬



労働者協同組合・センター事業団（福岡県春日市）

春日地域福祉事業所みんなのおうち「ひまわり」

2012年に中・高生の居場所として立ち上げた地域福
祉事業所ひまわり（放課後等デイ、日中一時生活支
援など）は地域の様々な困難（不登校、障がい、ひ
きこもりなど）を抱える人々の拠り所として活動。
コロナ禍で障害のある児童や居場所を拠り所にして
いる若者たちにとっては、ひまわりが果たす役割で
は限界に。就労支援B型事業所を立ち上げ、地域に
つなぐ就労の場づくりに向かう。

春日事業所では児童センター3館（指定管理者）を
運営し、「飛び出せ！！児童センター」として、ひ
まわりの応援でフードバンクの食材でカレーを作っ
てキッチンカーで「テイクアウト食堂」を1月から開
始。市内5か所の公民館で一回当たり30食以内限定、
独居老人宅に自治会の方と一緒に届けている。



①日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会 失業当事者の就労創出の
運動から出発（40年余の歴史、1万5千人が就労、372億円）。

②ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン（WNJ） 生活クラブ生協な
どの生協運動から女性たちの社会貢献の事業として出発（340団体、140億円）。

③障害のある人びとの就労創出に取り組む団体 NPO法人共同連（わけない、切
らない、共に働くを掲げ社会的協同組合をめざしている）、浦河べてるの家（北
海道浦河町にある当事者団体、当事者研究を実施）など。

④農村女性起業（農村女性ワーカーズ） 農産物の加工、直売所、レストラン等
（個人・団体で9,497起業（個人5,178、団体4,319、うち法人が1,554、2016
年度農水省調べ）。

⑤住民出資による「共同売店」の起業 市町村合併に伴うJA店舗の撤退した跡地
に、地域住民が出資して起業（西日本・九州に多い）。ガソリンスタンドや食材、
日用品などを販売。当番制を用いて運営をしているところも。

※実態として、およそ10万人の就労、40年の歴史、1,000億の事業規模。協同
労働の法制化の社会的根拠。

■国内の「協同労働」で働く人々と組織



世界では1,115万人が労働者協同組合（社会的協同組
合なども含む）に参加し、その活動は多岐にわたる。欧
州では、15カ国で130万人の労働者を雇用する5万の労
働者協同組合企業が存在。工業・手工業、サービス業、
建設、社会サービス、文化教育などの事業領域。

G7諸国で最後に設立された日本の労働者協同組合法。
韓国では、20112年に協同組合基本法が施行され、新た
に協同組合が1万4,526団体設立（うち4％が労働者協同
組合、2018年末現在）。雇用者数（賃金労働者＋有給
型役員）は3万1,335人。

2021年11月29日、欧州、南北アメリカに続いて、ア
ジア・太平洋地域に、日本労協連が主導して8カ国から
10団体が参加して労働者協同組合の国際ネットワーク
（CICOPA-AP：アジア太平洋）を立ち上げ。

■世界の労働者協同組合

スペインの労働者協同組
合（17,140組織、26万人
の労働者）。19世紀の貧
しい時代に、資金や労働
力を持ち寄って仕事を創
り出すことからスタート。
今では、地域づくりの中
心（ジャーナリスト工藤
律子氏提供資料）。



「協同組合とは、人々の自治的な協同組
織であり、人々が共通の経済的･社会的･
文化的ニーズと願いを実現するために自
主的に手をつなぎ、事業体を共同で所有
し、民主的な管理運営を行うもの」（国
際協同組合同盟：ICAの定義）。

ICAには、109か国から312の協同組合
が加盟（2018年10月時点）。組合員の総
数は約12億人、年間事業規模250兆円
（トップ300の協同組合の合計）。

2012年に国連の国際協同組合年に、
2016年にはユネスコの無形文化遺産に登
録。イギリスでは、産業社会の到来に対
して、株式会社の法制化（1856年）の5
年前に協同組合が法制化。

■協同組合

ロッチデール先駆者協同組合の最初の店舗
（近代的協同組合の発祥）。
「組合員の社会的・知的向上」「一人一票
による民主的な運営」「取引高に応じた剰
余金の分配」などを掲げ1844年12月にイギ
リスのランシャーに最初の労働者の生協の
店舗が開設された。



労働者協同組合法の施行に向けて
ー新たなワーカーズコープの立ち上げ





労働者協同組合への転換を模索－医療社団法人きょうどう

労働者協同組合への転換－「労働者協同組合きょう

どう」を10年以上前から構想・模索され、首都圏に4

カ所開業（17人のスタッフ、2人の顧問、1人の監

事）。

「医療法人社団きょうどうの最初の歯科事業所である

『きょうどう歯科』は今年4月で開設から10年を経過

しました。･･･私たちは『労働者協同組合きょうどう

（仮称）』への移行をめざしていましたから、いよい

よ現実のものとなる時が来たということです。しかし、

法案成立後、法整備され実行に移されるまでには１～

３年を要すると言われています。今から準備に取り掛

かり、持続可能な歯科事業所作りと労働者協同組合

『きょうどう』を立ち上げ、『働く仲間のきょうどう

の家』へ移行するための計画を進めていきます」

（2020年度事業計画）。



不登校・ひきこもり経験を生かす社会的企業

株式会社 創造集団440Hz（東京都新宿区）

不登校・ひきこもりを経験した若者たちが立ち上げた株式会社。
映像 やデザイン制作が主な事業。同じような経験をした若者が集まる大学に入り、
そこで出会った仲間とともに学びながら、「自分たちにあった働き方を求めて、既
存の会社に入るより、起業した方が早いのではないか」と考え、大学時代に繋がりを
持った人たちに出資を募り、 自分たちでもお金を出し合っ
て起業。組織運営は、毎週の全員参加の話し合いで、従業員
も取締役も対等な立場で意見を述べ合って決定。それぞれの
経験から、仕事で無理をしそうなときはお互いにフォローし
合ったり、それぞれの人生を大事にする。また、利益を重視
するのではなく、依頼主との関係を大事にすることも話し合
う。「私たちには失敗しても受け止めてくれる場がありまし
た。 そして、存分に試行錯誤して一緒に変わっていけ
る仲間がいました。そのことが当法人の設立へとつな
がりました」と語る。「自分たちの目指す働き方に近
い」と感じ、現在労働者協同組合の設立を検討中。



社会福祉士でもある僧侶の中下大樹さんは、東京都台東区の
山谷や、東日本大震災の復興ボランティアで数多くの看取り
や葬儀をする中で、誰からも見送られることのない人の孤
独・孤立の問題に直面。家族・地域・社会という繋がりが希
薄化する現代において、新しい第四の縁として、生前から死
後まで相互扶助し合えるネットワークの構築を目的とする結
の会を設立。互助会をつくり、生前整理、自分史作成、遺言
作成、成年後見、葬儀などのサポートをめざす。10月17に
設立登記。

労働者協同組合ワーカーズコープ葬送&成年後見サポート「結の会」
（東京都新宿区）

江戸川区児童相談所の夜間電話相談業務でワーカーズコープ
に入職し、協同労働を知る。葬送事業こそ労働者協同組合で
立ち上げるべきと一念発起。活動をともにしてきた看護師や
石材業（墓）社長、福祉関係者に声をかけ、ともに始動した。
看取りや葬送の勉強会を重ねながら、互助会の会員を増やし
ている。



Camping Specialist 労働者協同組合（三重県四日市市）

『四日市は31万人のまちなのに、テントを張れるキャン
プ場が一つもない。何とかならないか』とコロナ禍で遊
びに来た友人から、四日市市義の樋口龍馬さんが相談を
受け、2年前に仲間と一緒に野営キャンプ場を立ち上げ。
山林・原野で不法投棄がすごかった1万4000㎡の市有地
を年間2万円で借り、2年間かけて木を1本ずつ切りなが
ら山を開墾して整備。昨年は2,500件のキャンプ利用者
が活用。10月15日に労働者協同組合の創立総会を行い、
同17日に設立登記。

「協同労働で立ち上げようと思った決定的な理由は、ボ
ランティアだと無責任にもなりかねないが、協同労働で
は出資を行う雇用契約を結ぶことで、一定の責任を持ち
ながら共に労働することができる。今後、市議会議員と
して、協同労働をどうフォローアップできるか」（樋口
市議）と10月5日には四日市市議の超党派で協同労働推
進議員連盟を設立。



宮古島の狩俣集落－自治会を母体にワーカーズコープ立ち上げ

宮古島の狩俣自治会では、少子高齢化（人口460人中18歳以
下は40人）により集落消滅の危機が迫る中で、持続可能な
地域をめざして、太陽光発電で充電した電気自動車による通
学や高齢者の通院などの送迎、休園していた幼稚園の再開を
実現し、給食づくりを有志でサポート。売り物として扱われ
なかった地元産の魚の販売を買い取り、総菜として販売する
漁業の6次産業化、後継者不足に悩むサトウキビ畑の管理な
どの事業を、自治会の役員ら展開。自治会の事業にもかかわ
らず法人格がないため個人名義の事業となっていた。

「昨年11月ワーカーズコープを招いた学習会で『自分た
ちが求めていたカタチとぴったりで、すぐに設立を決め
た』『一人ひとりが経営者みたいだ』『若い世代が戻りた
いと思える地域づくりへ、労協を最大限活用したい』と」。
4月には任意団体「かりまた共働組合」を設立、11月7日
に「労働者協同組合かりまた共働組合」の設立総会を開催
（公明新聞10月13日、朝日新聞10月31日参照）。



東京西荻に立ち上がったワーカーズコープLibretto（リブレット）
2022年1月、85年の歴史ある小さな書店「信愛書店」
の中で立ち上がったワーカーズコープ。学校の図書館
に納入する書籍のカバーにフィルムコート（フィルム
張り：装備）の「小さな手仕事」からスタート。
Librettoとは、イタリア語で小冊子の意味。代表の鳩
島由紀子さんが図書館に納入する装備の仕事を書店組
合が県外に外注していることを知り、地元で事業化で
きないかと書店経営者の原田夫妻に相談したことがが
きっかけ。「本にかかわるさまざまな業務を請け負う
ことを目指して立ち上げた。働く人が自らの勤務時

間、賃金も話し合いで決
める。昨年度末から書籍
の装備の体験会等を行い、
2月には杉並区で就労支
援センターからの依頼を
受けている」と鳩島さん。

原田夫妻より「地域で個人経営の書
店が次々廃業する中で、書店の事業
の95％は外商となり、以前から協
同経営として町の本屋の仕事を継続
したい、労働現場に関わる人が互い
に責任を分かち合うようにしたいと
思っていた。今後、労働者協同組合
で法人化して事業化できるようにし
ていきたい。装備の事業を区内に広
げ、地元の産業を守り、働く人たち
の労働力、働く場をつくる」と（現
在5人出資、9人就労）。



協同労働の任意団体「あけぼの
橋クラブ」2022年4月立ち上
げ」。
日本農業新聞2022年9月30日

2018年に松野学区社会福祉協議会（静岡県葵
地区）の会長に吉岡秀規さん（静岡労福協前
理事長）が就任したこと契機に、地域の生活
支援を目的に「あけぼの橋クラブ」を立ち上
げ。「働きながら解決を図る労協をわずか3
人で設立できる法律の意義は大きい」と労協
法人の立ち上げを検討中。



◎福井県美浜町の地域運営組織「わくわく協働体」。
協同売店の立ち上げから90年の歴史を持つ美浜生協
（日本一小さ四生協）で活動しているメンバーが2018
年に立ち上げた地域運営組織。
地域住民の主体で炭焼きやハーブ・レモン園、ピザ焼
き、学生の修学体験受入れ（300人/年）、トレッキン
グなどの地域活動を展開。本年4月より、保育園の跡
地を町から借り受け、直売所とカフェを運営すること
に。本格的な事業展開の検討にあたって、労働者協同
組合の転換を検討している。代表の方より「良い法律
ができたなと思う。私たちは地域で突っ走って活動し
てきたが、世の中には同じような考えの人がいるんだ
なと共鳴した。映画（Workes被災地に起つ）を観たが、
震災や洪水、菅浜では火災があったが、人間の協同精
神が出るんだな、と。人間、捨てたもんじゃない」と。

農村RMO（地域運営組織）と協同労働の可能性



■法制定以降、全国各地で、協同労働－労働者協同組合法推進フォーラ
ム、学習会を開催。まちづくり講座、仕事おこし講座を契機に、みんな
のおうちづくりへ



◎北海道協同労働推進ネットワーク（仮称）
◎協同労働推進ネットワークとちぎ
◎埼玉協同労働推進ネットワーク
◎にいがた協同ネット
◎協同労働の協同組合ネットワークちば
◎信州協同労働推進ネットワーク
◎ふくい協同労働推進ネットワーク準備会
◎協同で働くネットワークあいち
◎しが協同労働ネット
◎協同労働推進ネットワーク（阪神）準備会
◎ひろしま「協同労働」推進ネットワーク
◎協同労働を考える高知の会
◎ふくおか協同ネットワーク

※東北、石巻、東京、徳島、鹿児島などでも立ち
上げ準備が進められている。

■協同労働推進ネットワークの立ち上げ
協同労働で仕事おこしを
したい人々、関心ある市
民や団体（協同組合・労
福協、NPO・市民団体、
研究者や自治体職員、地
方議員）などとの幅広い
連携により、13の県で協
同労働を推進するネット
ワークが活動している。
協同労働の普及・促進・
活用のための学習会やフ
ォーラム、設立相談、支
援など多様な活動を展開
している。









幸福学におけるwell-beingとは

身体的、精神的、社会的に良好で満
たされ、健やかな状態の持続である。
前野隆司（慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授）

北アルプスと千曲川、善光寺平を望む 22.12.3撮影



幸福学×経営学



協同労働×幸せな職場＝持続可能な地域へ！
１人１人が互いを信頼し合い、力を合わせ、やりたいことを
イキイキ・ワクワクと実行しよう！！
まだ、見ぬ頂きを仲間と共に目指そう！！

北アルプス唐松岳山頂から剱岳を望む 2,695ⅿ
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