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自己紹介

 東京都出身。大学在学中からの環境保護に関わる市民活動やNGO等の活動後、
2006年4月～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入
団、高齢者施設、コミュニティセンターや児童館、学童保育所、若者支援,生活保護
受給者や生活困窮者支援等のプロジェクト等に関わる。2019年～日本労働者協
同組合連合会理事、2022年6月~センター事業団専務理事。

 2015年４月～長野県上伊那郡中川村へ移住。長野、東京、地方（出張）の
行ったり来たりの暮らしが始まる。現在、労働者協同組合（協同労働）による農・地
域づくり・福祉の連携を模索し、一般社団法人ソーシャルファームなかがわを地域の仲
間と共に設立（2019年9月）同法人事務局長兼専務理事。

 その他に、「社会を楽しくする障害者メディア『コトノネ』」読者編集委員、伊那薬草研
究会事務局長、なかがわ聞き書きの会事務局、2021年度-中川村総合戦略推進
委員等

―本日、お話したいこと―

・協同労働という働き方と労働者協同組合法について

・協同労働を生かした農村での活動づくり

―ソーシャルファームなかがわの取り組み



ずっと胸の中にある言葉・・・

『私たちの先祖は、「暮らしはつくるもの」「仕事はつくるもの」
で生きてきました。ところがとりわけ戦後以降、「仕事は雇われる
もの」「暮らしは買うもの」に変わってきました。そのツケが、さ
まざまな形で私たちを圧迫していて問題も大きくなっています。

もういちど、「仕事をつくる」とはなにか、を考えていかなくて
はいけないと思います。一人でできることもあるでしょうし、仲間
といっしょにすることもある、自然があってできる仕事もあるし、
地域があってこそ仕事もあります。』

(内山節『私たちは、この日本の風土は、何を育んできたのかを絶えずふり返り
ながらすすみたい』「NPO法人森づくりフォーラム」ホームページより)



労働者協同組合法の制定
2020年6月12日、与野党・全会派の合意・賛同を得て、超党派の議員立

法として労働者協同組合法案を衆議院に提出。提出者15人、賛同者53人が
名を連ねる。

10月26日に開会した臨時

国会で、11月20日衆議院厚労
委員会で質疑・全会一致で採
択。
24日の衆議院本会議で可決後、
12月３日参議院厚労員会で
質疑・採択、12月４日に可
決・成立した。12月11日に交
付され、2022年10月施行。



協同労働と労働者協同組合

協同労働という働き方
働く人や市民が資金をみんなで出し合い、仕事をつく
り、運営にも参加して一人ひとりが主体となる働き方。
よって、話し合いを大切にし、違いを認め合い、お互
いの力を生かし合う。利用者や住民との協同を大切に、
人と地域に必要な仕事をおこし、よい仕事を目指す。
（日本労協連ホームページ要約）

労働者協同組合とは、労働者協同組合
法に基づいて設立された法人で、組合
員が出資し、それぞれの意見を反映し
て組合の事業が行われ、組合員自らが
事業に従事することを基本原理とする
組織。（厚生労働省ホームページより抜粋）



「労働者協同組合法」第1条（目的）

◎法の目的（第1条）

「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつ
その意欲及び能力に応じて就労する機会が必ず
しも十分に確保されていない現状等を踏まえ、

組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組
合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従
事することを基本原理とする組織に関し、設立、
管理その他必要な事項を定めること等により、

多様な就労の機会を創出することを促進すると
ともに、当該組織を通じて地域における多様な
需要に応じた事業が行われることを促進し、
もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資
することを目的とする」

①ワークライフバラン
スとディーセントワー
ク（働きがいある人間
らしい仕事）

②出資・意見反映・事業
従事の3原則が組織の基
本原理

③目的は、多様な就労創
出と地域に必要な仕事づ
くり、持続可能な地域づ
くり



協同組合（ cooperative ）とは 定義

協同組合は、人びとの自治的な組織であり、自発的に手を結
んだ人びとが、共同で所有し民主的に管理する事業体をつう
じて、共通の経済的、社会的、文化的ニーズと願いをかなえ
ることを目的とする。

協同組合アイデンティティに関する ICA（国際協同組合同盟）声明(1995)

出典：「21 世紀の協同組合原則」日本協同組合学会訳編



日本には、農協や生協、漁協、労働金庫、こくみん共済
コープ、信用組合、森林組合、労働者協同組合などの協同
組合が存在し、約6,500万人が組合員。業種は農林水産
業・購買・金融・共済・就労創出・福祉・医療・旅行・住
宅など。

2018年4月に、日本の協同組合が一堂に集まり、持続可
能な地域と仕事を協同組合の協同の力でつくることを目的
に「日本協同組合連携機構」（JCA）が結成されました。

労働者協同組合法制化は、JCA加盟組織、
各協同組合の支援が大きい



協同労働で働く人びとと組織

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年の歴史、約1万6千人が就労）。

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（全国に500団体）。



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「協同（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。また、沖縄には住民出資・運営の伝統的な「共同売店」。

※実態として、およそ10万人の就労、40年の歴史があると

言わています。協同労働の法制化（労働者協同組合法）の根拠となる社会的存在。



日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会概要

◎加盟組織就労者総数 約1万5,600人

◎連合会加盟組織 34団体（2022年度）

（正会員19、準会員15）

各地の労働者協同組合や日本高齢者生
活活協同組合連合会、各種団体が加盟。

※各々の団体が、企業組合法人、NPO
法人、一般社団法人、生協法人、株式会
社などの法人格を活用。

◎関連組織：日本社会連帯機構、日本フロンティ
アネットワーク、協同総合研究所

◎連携組織：日本協同組合連携機構（JCA）、国
際協同組合同盟（ICA）、労働者福祉中央協議会
（中央労福協）、東京商工会議所などに加盟

●ワーカーズコープ・センター
事業団
(全国組織の労働者協同組合のモ
デルとして1987年に発足）
・組合員 7000人
・就労者数1万人
・20の事業本部（北海道から、
九州・沖縄まで）
・全国に385の事業所
・企業組合法人やNPO法人など

の法人を活用。



日本労協連の事業規模 2020年度 350億円

・高齢者、障がい者介護等
・学童、児童館、保育園、
放課後等デイサービス等

・清掃、設備、送迎等
・老人福祉センター等
・若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ、生活
困窮者自立支援事業等

・生協や農協の物流事業等
・公園清掃、緑化営繕等
・食堂、カフェ等飲食業
・配食サービス等
・ｸﾘｰﾝｷﾗｰ販売、売店等
・タクシー、移送運送等
・職業訓練講座等
・ゴミ回収等
・建設、住宅改修等
・農業、林業、農福連携等
・印刷、映像、デザイン等



鹿児島県 国分ほのぼの

ワーカーズコープの農的な活動

小農森林ワーカーズの取り組みから



いのちを知る いただく
ワーカーズコープ国分地域福祉事業所（鹿児島県国分市）



みんなでつくって、みんなで食べる
ワーカーズコープ山口（山口県光市）



ともに生きる
ワーカーズコープふじみ野地域福祉事業所

デイサービスそらまめ（埼玉県ふじみ野市）



職場から地域へ
ワーカーズコープ本庄出張所（埼玉県本庄市）



とうふづくり―大豆づくり－みそづくり
深谷とうふ工房の挑戦

ワーカーズコープ埼玉北部事業所（埼玉県深谷市）



食（農）、ケア、エネルギーの自給圏づくりへ
（農事組合）田尻アグリワーカーズ ×
ワーカーズコープ大崎地域福祉事業所（宮城県大崎市）



コンポストから食農、小農へ
ワーカーズコープ南東北コンポスト部他全国各地

ワーカーズコープ女川事業所



林業とケア（森のようちえん）
ワーカーズコープネクストグリーン但馬（兵庫県豊岡市）



林業とケア（林福連携）
ワーカーズコープネクストグリーン但馬（兵庫県豊岡市）



生きづらさを抱えた若者が杉の苗づくり
ワーカーズコープ鹿児島エリア



ともに働く 農福連携（ブドウ栽培）
ワーカーズコープ北海道事業本部（北海道新篠津村）



ともに働く 田んぼでホンモロコの養殖 水福連携

ワーカーズコープさんいんみらい事業所（鳥取市）



小農・森林ワーカーズ設立のはじまり

●東日本大震災を受け、
ＦＥＣ(食・エネルギー・ケア)自給圏構想

事業（清掃、物流、
食、子育て支援、高
齢者・障害者福祉・
生活困窮者支援等） 菜の花プロ

ジェクト
（草の油田
構想）

食育や農的な
取り組み（大
豆づくり）



なぜ今、小農・森林ワーカーズなのか？

・「小農は協同の営みそのものであり、人と人とのつながり
(絆)をもち、助け合って地域の暮らしや自然・環境を守って
いく。小農・森林に取り組むことは、自分たちの暮らしや命
を守り、つくっていくことと同じなんです」

農業は地域づくりそのもの（山下惣一さんより）。

・農業の高齢化が進み、耕作放棄地が増えていくなか、実際
に農業をやってみると一人では大変。だとしたら小さくても
協同、みんなで、ワーカーズコープ（協同労働）で続けるこ
とができるのではないか。（すべての仕事とのつながりを、
小農森林の取り組みがケアを深める・・・農福連携など）



小農・森林ワーカーズの設立背景

国連の動向

国際家族農業年（2014年）／国際協同組合年（2012年）

持続可能な開発目標 SDGs （2015年）

国連家族農業の10年（2019年－2028年）」の宣言（2017年）

「小農と農村で働く人びとに関する権利国連宣言」

小農宣言（2018年）

日本でも「小農」の重要性はずっと語られてきた。

 小農はなぜ強いのか（守田志郎、1975）／

 守田は、国が種子管理をし、都道府県が奨励品種（種子法）を定めることにすら

農民の自由や自立が損なわれていると指摘してきた（農業は農業である、1971）

 小農求国論（山下惣一、2014）
◆◆◆◆◆◆◆◆



小農・森林ワーカーズが目指すもの

生き方、暮らし方が変る。働き方、労働の価値が変る。

そして社会が変る。

①労働者協同組合法の成立と、②国連の「小農宣言」をつなぎ、持続可

能な地域づくりを目指す

②第二には、あらゆる人々の就労機会の創出。生活困窮者、引きこもり

の若者、障害者をはじめ、仕事に就くことが困難な人たちの仕事を創出

し、人びとの力を社会に生かしていくこと。誰もが主体者として活躍す

る。仕事の喜びと自然の生命力につつまれて人々が回復し、輝きを取り

戻す。

③第三は、小農運動と協同労働が結び、小さな農業、林業の価値を更に

発展させていくこと。コミュニティ＝協同体の再生を促進する。人々の

「助け合いの精神」を醸成し、社会の連帯性を大いに広めていきたい。

総じていえば、

「人間の本質」を取り戻す運動に。



小農・森林ワーカーズが目指すもの
知ろう、学ぼう、始めよう！
全事業所・現場が農的活動に取り組もう！

◆◆◆◆◆

➁全就労者16,000人分の自給体制を確立する
自分たちで食べる分は、自分たちでつくろう！ 安心安全なものは自分たちでつくろう！

食、食べることは命に向き合うこと。 仲間の自給、地域の自給、日本の自給を！

①小農・森林の仕事おこしを
小農・森林による若者就労の場や農福連携

④農業のサポートチーム、応援団をつくる。
高齢化で一人では農業できなくなった農家を応援する。

③労協法の後押しを受け、
地域づくりに小農・森林ワーカーズを活用しよう。

⑤手作りにこだわろう！ みんなでつくってみんなで食べる。



小農・森林ワーカーズ全国ネットワーク発足！

2020年11月1日（会場：鹿児島県霧島市）

小農・森林ワーカーズ全国ネットワーク発足。

◆◆◆◆◆◆◆◆

呼びかけ人（11名）
山下惣一さん（農民作家・小農学会共同代表）、萬田正治さん（鹿児
島大学名誉教授・小農学会共同代表）、佐々木陽悦さん（エコファー
マーネットワーク会長）、佐伯康人さん（自然栽培パーティ栽培顧
問）、 磯部竜太さん（自然栽培パーティ理事長）、黒木義昭さん
（元ＪＡ広島中央会専務）、大津清次さん（地域協同組合無茶々園代
表）、丹羽健司さん（NPO法人山里文化研究所副代表）、神田嘉延
さん（鹿児島大学名誉教授）、永戸佑三さん（日本社会連帯機構代表
理事）、古村伸宏さん（日本労働者協同組合連合会理事長）

※2020年11月1日現在



事例紹介１ ワーカーズコープセンター事業団の事例

ふじみ野地域福祉事業所デイサービスそらまめ（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
（埼玉県ふじみ野市）

原発事故避難者を支援してきた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。

介護保険事業における高齢者デイサービスで農と食を
中心としたケアを実施。

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。F（食）E
（エネルギー）C（ケア）自給コミュニティづくりを目指している。



事例紹介２（ワーカーズコープセ
ンター事業団の事例）

但馬地域福祉事業所
Next Green但馬
（兵庫県豊岡市）

豊岡市わかもの巣立ち応援プロジェクト
2018 ポスター



但馬地域福祉事業所Next Green但馬（兵庫県豊岡市）

公共職業訓練（自然エネルギーコース）を受講
したメンバーが中心となって、林業チームNext
Green 但馬を2013年に立ち上げた。

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、
2年前は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。

バイオディーゼル燃料製造や養蜂などを山の百
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、また「もりの
幼稚園」づくりに向けた準備を開始している。

毎日新聞2020年8月2日
「斎藤幸平の分岐点ニッポン」



事例紹介３（ワーカーズコープセンター事業団の事例）

森のとうふ（102）工房（埼玉県所沢市）



森のとうふ（102）工房
（埼玉県所沢市）

社会をたのしくする障害者メディア
季刊コトノネ2022年5月号に掲載

2012年4月「協同労働」が特集されたテレビ
番組を観た所沢市内のとうふ工房から、事業
継承の相談を受ける。
センター事業団として工房設備など居ぬきで
借り受け、一人の職人も引き続いて受け入れ
た。当初から、様々な困難を抱える人を仲間
（生活困窮、障害等）として受け入れ、「と
もにはたらく」事業所を目指してきた。豆腐
製造、販売に加えて2019年におからを利用し
た「森のとうふ屋さんの手作り菓子工房」
（就労継続支援事業所B型）を立ち上げる。



労働者協同組合法制定前後から
増えている各地の相談や取り組み

・地域住民における立上げ：仕事づくりとまちづくり（特に農山村地域多い）

・自治組織・地縁組織からの関心：生活支援等の事業化

・既存法人からの関心：株式会社やNPO等の既存法人から協同労働への関心

・多様な分野：製造業やIT関連事業における労働者協同組合

・コロナ禍：コロナ禍における失業者や生活困窮者の相談、就労創出への期待

・事業承継：今後の発展、事業者の高齢化、あるいは倒産や自主廃業等を見据えた事業承継

・当事者によるワーカーズ：障害当事者や家族等のネットワーク。

・関連する法制度整備に向けて：社会的協同組合法、コミュニティ協同組合法

・自治体における労働者協同組合法の学習会や相談と協同労働支援

・地域共生社会に向けた協同労働への期待（重層的支援体制整備事業等）

・副業：副業的な労働者協同組合の設立への関心



協同労働と労働者協同組合

協同労働という働き方
働く人や市民が資金をみんなで出し合い、仕事をつく
り、運営にも参加して一人ひとりが主体となる働き方。
よって、話し合いを大切にし、違いを認め合い、お互
いの力を生かし合う。利用者や住民との協同を大切に、
人と地域に必要な仕事をおこし、よい仕事を目指す。
（日本労協連ホームページ要約）

労働者協同組合とは、労働者協同組合
法に基づいて設立された法人で、組合
員が出資し、それぞれの意見を反映し
て組合の事業が行われ、組合員自らが
事業に従事することを基本原理とする
組織。（厚生労働省ホームページより抜粋）



「労働者協同組合法」第1条（目的）

◎法の目的（第1条）

「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつ
その意欲及び能力に応じて就労する機会が必ず
しも十分に確保されていない現状等を踏まえ、

組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組
合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従
事することを基本原理とする組織に関し、設立、
管理その他必要な事項を定めること等により、

多様な就労の機会を創出することを促進すると
ともに、当該組織を通じて地域における多様な
需要に応じた事業が行われることを促進し、
もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資
することを目的とする」

①ワークライフバラン
スとディーセントワー
ク（働きがいある人間
らしい仕事）

②出資・意見反映・事業
従事の3原則が組織の基
本原理

③目的は、多様な就労創
出と地域に必要な仕事づ
くり、持続可能な地域づ
くり



①出資・意見反映・事業従事（労働）の3つの原則を基本原理とする協同
組合の設立・管理に関する規定。

②組合の事業に従事する者は、組合と労働契約を締結する（一部の役員
を除いて、労働法の適用）。

③法人の設立手続きは届け出制（準則主義：総会開催後に、行政庁に届
出で成立）。いつでも、だれでも、どこでも3人以上で設立登記ができる。

④事業には業種と地域が制限がない（ただし、労働者派遣事業、その他
組合の目的に照らして適当でないものとして政令で定まる事業はできな
い。また、法の目的に照らして事業に当たっての「地域性」が条文に明
記。総会での議決により事業計画を定める。

「労働者協同組合法」のポイント



⑤「組合は営利を目的として事業を行ってはならない」とされている。
非営利とは、配当を第一義としないこと。そのために、事業剰余の配分
は、以下の法定積立金・繰越金を積み立てた後に、定款に明記すれば、
従事分量分配を行うことができる。

◎剰余金は、以下の割合ー「法定準備金」1/10以上、「就労創出等積立
金」1/20以上を積み立て、「教育繰越金」1/20以上を次年度に繰越す。

◎従事分量分配は、⑤の積立後に分配することができる。ただし、「非
営利性をより明確にするために出資配当を行うことはできない」とされ
た。

⑥連合会に法人格を付与。所轄官庁は、単位協同組合は都道府県知事、
連合会は厚生労働省。

「労働者協同組合法」のポイント



「労働者協同組合法」のポイント

⑦企業組合法人、NPO法人からの移行措置が規定され、施行
後3年以内とされた。

⑧総組合員の4/5以上は組合の行う事業に従事し、組合の行う
事業に従事する3/4以上は組合員でなければならない。組合員
3人から設立できる（外部監事1人）。

⑨障害者総合支援法の就労継続支援の利用者については組合
員になることはできるが、当分の間、組合員構成の3/4の要件
には参入されない。

⑩2022年10月1日施行－厚生労働省による指針策定、省令、
政令の制定。



法人格 労働者協同組合法 NPO法人 一般社団法人 企業組合 株式会社

根拠法 労働者協同組合法 特定非営利活動促進法
一般社団法人および一般
財団法人に関する法律

中小企業等協同組合法
新会社法（2005年6月）

基本的な
考え方

組合員が出資し、事業運
営に組合員の意見が反映
され、事業に従事するこ
とを基本原理とする。
（非営利法人）

市民参加に力点が置かれ
た法人。行政とは異なる
パブリックの空間をつく
る（非営利法人）

法人格の取得と税の優遇
を受ける。税の優遇のな
い簡易な非営利法人制度
の創設（非営利法人）

個々の経験や技能を経営
資源として、事業と職場
を同時に創り出す。営利
追求ができる（営利法
人）

営利追求ができる（営利
法人）

出資 可能 不可 不可 可能 株式

事業内容
労働者派遣事業を除くあ
らゆる事業

20の分野の特定非営利事
業、その他の事業

公益事業
収益事業

商業・工業・鉱業・運送
業・サービス業等の事業
経営

あらゆる事業

設立時構成員 3人以上※ 10人以上 2人以上 4人以上 1人以上

労働者
組合員（組合と労働契
約）

従業員
※法人代表者に雇用され
る者

従業員
※法人代表者に雇用され
る者

組合員（個人加入）
社員

構成員
組合員 社員※名称は自由

例）正会員
社員※名称は自由

例）正会員
組合員 -

議決権 組合員1人につき1議決権 1会員1議決権
原則として1会員１議決
権

組合員1人につき1議決権 株式数に応じる

設立手続き
準則主義
（設立登記のみ）

認証主義
（所轄庁の認証が必要）

準則主義
（設立登記のみ）

認可主義
（設立登記）

準則主義
設立登記のみ



特定労働者協同組合について

改正の趣旨
労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、
非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を創設するとともに、認定を受けた労働者協
同組合に対する税制上の措置を講ずること。

行政庁による
認定基準など

① 定款に剰余金の配当等を行わない定め
② 定款に解散時の残余財産の国庫等への帰属する旨の定め
③ 定款違反行為のないこと
④ 理事の親族等関係者が理事総数の1/3以下
⑤ 必要書類の提出と公開
貸借対照表､定款､役員名簿､損益計算書､役員報酬・給与等規程

⑥ 監事のうち1名以上は外部監事の設置
組合員監査会に関する規定は特定労働者協同組合には適用しない

税制上の
取り扱い

① 一般労働者協同組合法人 普通法人の扱い
② 特定労働者協同組合法人 NPO法人と同等の扱い

備考
① 所轄庁による公益認定が行われる。
② 認定の取り消し、罰則等の規定

2022年6月13日に労働者協同組合法が一部改正。



・農林水産省「新しい農村政策の在り方に関する検討会」において労働者協同組合
の周知・活用について、4月1日の報告書の中に以下記載。

〇「特定地域づくり事業協同組合」や「労働者協同組合」の更なる周知に加え、農
山漁村での様々な活動に、都市部等からの多様な人材が関わることができる機会を
創出する取組を推進する。＜施策11 農山漁村関わり創出事業＞
〇「農山漁村発イノベーション」の推進に当たっては、特定地域づくり事業協同組
合の仕組みの活用、都市部の起業家と農村とを結ぶプラットフォームの充実等によ
る地域内外の人材のマッチング支援や、労働者協同組合の仕組みを活用する。

・厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」

〇他分野との連携ページに労働者協同組合法が記載

・厚生労働省

〇令和4年度 「労働者協同組合法に係る相談支援及び周知広報等事業」開始

労協法制定後の省庁の動向



国と自治体の労協法関連予算措置

①労働者協同組合設立相談窓口

・鳥取県 ・ 徳島県

②協同労働設立支援事業

・広島市「協同労働促進（プラットフォーム）事業」

・京丹後市「協同労働推進事業」

③労働者協同組合周知広報

・厚生労働省「労働者協同組合法に係る相談支援及び

周知広報等事業」

・福岡県「労働者協同組合法の周知啓発・取組事例が学べる

セミナー」（年12回）＋設立支援のワークショップ



広島市「協同労働促進事業」

2014年度より元気高齢者等の生きがいづくり・働く場づくり
を「協同労働」で行い、団体設立ならびに運営の支援、立ち上
げ費用の補助を行う「協同労働プラットフォーム」を実施。

現在、29の団体が設立され、広島市内で協同労働が広がりを
見せている。2022年度より高齢者のみならず全世代で協同労働
団体が設立できる仕様に変更。



厚生労働省「労働者協同組合法に係る
相談支援及び周知広報等事業」

①相談窓口の設置、②フォーラムの開催、③ウェブサイトの開設、
などを行う事業。厚生労働省HP内にて「知りたい！労働者協同組合
法」のページが開設。今後様々な情報発信と相談支援が展開される。

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp



暮らしと仕事・地域の願いを、
協同労働で実現したいという声

・生活の困難や失業の中にあって、相談できる居場所や自分を生かせる仕事がほしい

・子ども食堂や居場所づくり、不登校の子どもの学びの場…子どもの未来のために働きた
い

・人生100歳時代、退職後は地域のために働き、元気な時からつながりを豊かにしたい

・ケア労働の社会的な価値を高め、利用者や地域の立場に立って、この仕事を充実させ
たい

・第一次産業や商売、ものづくりなど価値ある仕事を、新たな形で次の世代に継承したい

・環境や自然、地域のつながりや文化を大切にし、自分らしく働き、暮らしたい若い世代へ
…



協同労働の
まちづくり講座・
仕事おこし講座
から地域づくりへ



イチから協同の小さな仕事づくり
私が暮らす地域での取り組みから

長野県 中川村
人口4718名（2022.10.1）
世帯数：1689世帯



都市では、多くの支援機関や多様な居場所を選択することもできるが、
農山村では様々な理由でいったん村の共同体的関係から疎遠になった方
の中には、行き場がなく、生きづらい、という印象も受ける方がいる。

しかし、村（集落）という小さな社会の中であるからこそ、こうした
他者の困難が目の前に現れ、誰もが考えるきっかけを与えてくれる。農
山村では、その土地に共に暮らす人々が固有名詞の世界で、互いにこう
した「生」のテーマに直面している。

都市では、地域の関係性が流動的で、たとえ近くで困った人がいたと
しても、その他者を知ることすらなく、過ぎ去っていくということかと
思える。

東京から移住して、感じてきたこと



６年前、地域の様々な集まりなどに参加しながら、近所の方、村役
場の職員、議員の方、障害当事者と話をするうちに、村には障害者
の暮らしや仕事を支える場が少ないということを知る。

多くの障害のある方が村外に仕事に行ったり、他市町村のグループ
ホームなどに転居したりしている。

それも一つの選択かもしれないが、生まれ育った地域で暮らし続け
る選択ができるというのもまた、当然の権利としてなくてはならな
い。

まずは、地域で求められていることと、自分にできること、
自分たちのしたいこととの重なりを模索していた

（ステップ①）



2016～2019年 中川村ともいき映画会開催→ソーシャルファーム学習会等

続けてきた話し合い、学び合い、出会い（とにかく仲間づくり）



農山村にも、障害者のみならず、自宅に引きこもっている若
者や高齢者、様々な困難を抱えるたちもいる。こうしたことは、
何も都市のテーマではなく、おそらく全国のあらゆる地域が同
様の課題を抱えている。

農山漁村における少子高齢化や地域づくりの打開策としての
移住支援も大切だが、ここに生まれ、ここに育った人が生きや
すく、活躍できる場も求められているのではないか。

地域の必要や地域の課題において、
「こうあったらいいな」を小さな形にしていく作業

（ステップ②）



30年前に中川村に移住した半澤さんとの出会い。

半澤さん夫妻は30年間、制度を利用せず、地域で障害者と
の共同生活をしてきた。（対岳寮の取り組み）

この暮らし、営みがどうしたら続けられるか

「ソーシャルファームなかがわ」準備会を法人組織に



設立経過

2016年～2019年ともいき映画会開催、ソーシャルファーム学習会等

2019年８月 一般社団法人ソーシャルファームなかがわ設立



（一般社団ソーシャルファームなかがわ理念、定款第3条）

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。（定款第3条目的）

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。

ここに集ったメンバーが大切にしてきたことは、まさに「自主的な参加、
話し合いを基本とする民主的で開かれた場からの仕事づくり、働き方」
（協同労働）である。（設立時文書）

立上げ時メンバー：11名（役員）

立上げ時の基金（出資）一口3万円、計約400万円



村立の地域活動支援センターの設置に向けて
（2019年~2020年）

・実施主体が市町村事業であることで、障害者総合支援法の
他事業の中でもより地域性が高いということ。

・障害者のみならず、ひきこもりの方や様々な困難を抱える
方を受け入れられる拠点であること。

・就労が主たる目的ではなく、居場所的で多様な機能を有す
ること（Ⅱ型を選択することで、入浴も可能）。広義に地域
活動の拠点になりうること。



設立に向けた準備の中で
（2020年10月~）

・村の保健福祉課、地域包括支援センターとの意見交換

（包括的相談支援の在り方、重層的支援体制整備事業についての
学び）

・地域活動支援センターの利用者になると考えられる方への訪問
活動（アウトリーチ）2021年2月~2021年4月

・・・・5月~福祉医療機構（WAM）の助成で「アウトリーチと
社会資源開拓」の助成事業が開始

⇨2022年度重層的支援体制整備事業（アウトリーチ）の受託へ



2021年５月オープン

中川村地域活動支援センター

“くらしごと”運営委託



2021年５月オープン
中川村地域活動支援センター（村立）
“くらしごと”運営委託開始、それから1年

・訪問に行った方々が来てくれた！

・開所から1年で利用登録者は19名

・居場所から仕事へ

（公園整備管理、薪づくり）

・まったなしの

オリジナルの仕事づくりの必要性





2019年8月 長野県法務局 一般社団法人設立・登記

2019年12月 中川村小規模ケア施設整備事業補助

☆2020年4月 中川村葛島広場の管理に関する委託業務開始

☆2021年4月 ソーシャルホーム『対岳寮』運営（共生住宅、自主事業）

☆2021年5月 中川村地域活動支援センターくらしごと開所（委託事業）

2021年5月 包括的相談支援を基礎としたアウトリーチ及び社会的資源の開拓

（2021WAM助成金決定）⇨重層事業へ移行

2021年10月-3月 コロナ禍生活困窮等相談・支援事業委託事業

2021年11月 日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会への準加盟

2021年12月 （一社）農福連携自然栽培パーティ協議会加入

☆2022年4月 重層的支援体制整備事業（移行準備）アウトリーチ事業受託

ソーシャルファームなかがわの事業と活動



中川村における「ソーシャルファーム的」仕事づくり（目標）

１、近隣の果樹農家の援農。高齢になっても少しでも長く元気に農業が営めるよ
うにサポートしつつ、我々メンバーの技術の習得を目指す。

２、増え続ける休耕田をどうするのか。米を作りながら考える。

３、メンバーの美しい里山の恵みを仕事と活動の拠点に。（竹林、水田、養蜂）

４、伊那谷を薬草・薬木の産地に。中川村は養命酒発祥の地。伊那薬草研究会と
連携して、農福連携で薬草を。

５、空き家の管理。増える空き家。荷物の整理、気持ちの整理、住むか売るか借
すか、と家主が決心するまでの数年、家の周囲の草刈りと家屋に風を通す取り組
みを仕事にしたい。

⇨こうしたテーマを担う

自主事業（一般就労）と生活介護・就労継続支援事業所B型を

開設したい



ほんの少しずつ

はじまる農福連携・薬草！



くらしごとのメンバー、スタッフ皆でクロモジの採取



地域のお店などで販売しています。



ご参考に



「ボローニャ紀行」井上ひさし（文芸春秋）



「ネクスト・シェア」
₋ポスト資本主義を生み出す「協
同」プラットフォーム
著：ネイサン・シュナイダー
東洋経済新報社

欧米で始まった新しい形の
プラットフォーム・コーポラティヴィズム！



「〈コモン〉とは、社会的に人々に共有され、管理
されるべき〈富〉のことを示す。

（中略）

市場原理主義のようにあらゆるものを商品化するの
でもなく、かといってソ連型社会主義のようにあら
ゆるものの国有化を目指すものでもない。第3の道
としての〈コモン〉は、水や電力、住居、医療、教
育といったものを公共財として、自分たちで民主的
に管理することを示す。」

（人新世の「資本論」、著：斎藤幸平、2020）



私たちの未来は「コモンズ」にこそあります。コモンズとは大地、
種子、空気、生物多様性、知識や技術といった共有財産です。ますま
す多くの人々が主流社会から切り離され、貧困にあえいでいる。しか
し、コモンズはその人々を迎え入れます。「共に分かち合おう」と。
共同体の誰もが、ただで利用できるもの、それがコモンズです。私た
ちが生きるために必要なもの──空気も、作物の種も、川も、みんな
コモンズです。コモンズである川から水を飲むのに、お金は要りませ
ん。ナヴダーニャ農場で農民たちは、コモンズとしての種を受け取り
ます。お金は要りません。借りた種を蒔き、収穫し、借りた分を返す。
今年は麦、来年は米というように。これがコモンズです。こうしたや
り取りによって私たちは、お金が要らない経済を作り出している。そ
れは命を中心とする経済。万人のための経済。思いやりと、分かち合
いと、愛の経済です。だって、愛に値段などつけられないでしょ。

 ヴァンダナ・シヴァ（訳：辻 信一）「ＤＶＤブック「ヴァンダナ・
シヴァの いのちの種を抱きしめてwith 辻信一」
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