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 第 1分科会      会場：大宮法科大学院大学 

【現代日本社会の貧困と不平等を問う】 

 報告：須賀貴子        （１６０名参加） 

本集会の最大定員であった第一分科会は、

160 名の参加があり、さらには実行委員団体

の皆さんのお手伝いのもと、無事終えること

ができました。 

小林直哉連合埼玉会長の課題提起に始ま

り、もやいの稲葉代表からは「現代の貧困問

題を解決するためには、個々人の課題はもと

より、社会全体の構造そのものを変えなくて

はいけない」という力強いお話がありました。

その後の特別報告、パネルディスカッションで

は、全国各地からの取り組みが報告されまし

た。報告者のなかには、路上生活や多重債務

等の経験を経て、現在は当事者に寄り添い活

動されているお話もあり、全国でさまざまな

取り組みが広がるなかで、たいへん有意義な

分科会となりました。 

 

第 2 分科会は 43 名が参加しました。まず南三

陸復興ステーションの山内明美さんが「一極

集中する超重長巨大産業の仕組みがどれほ

ど高いリスクを持っていたかに気付いた」「南

三陸の人口は 3 割減。最小限で私たちの暮ら

しを支える生き方、生業をともにつくっていか

なければ」と提起しました。東北での実践を行

う石巻ママサポーターズの八木純子さん、林

農会の上野孝雄さん、フェアトレード東北の

佐々木真さん、女川ビホロの梶原三雄さん、ワ

ーカーズコープの田中羊子さんの報告に対

し、朝岡幸彦先生は「生きていくことから出発

する強い意志を感じた」とコメント。被災地で

ホームレスの就労支援を行なっている共生地

域創造財団の蓜島一匡さんは、相手の力を奪

わない、後ろにいて支える伴走型支援等を訴

えました。会場からは県外ボランティアのかか

わりやこれからの支援の在り方の質問があ

り、東北の教訓と実践を学び共に社会を創っ

ていこうという熱気で包まれました。 

 第２分科会           会場：埼玉大学 

【東北被災地から創る新しい社会】 

 報告：青木未知          （４３名参加） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第3分科会は、社会的排除を題材に、その広いステージの中

でもとりわけ「働く」ことをテーマとした。ホームレス支援をし

ている中での若年者の増加、障がい者の差別との戦い、企業

の中での生活保護者の受け入れ、薬物依存者の当事者の取り

組み、障がい者の孤立から職場参加へ向かう取り組み、精神障

がい当事者の体験などテーマを元に広く語られた。また、現在

の社会的排除や差別を超える仕組みとして、制度や施策に何

を求めるかなども議論がされた分科会だった。 

 

 第 3分科会         会場：大宮ソニック 国際会議室 

【社会的排除を超えて  

～共に働き共に生きる社会をどう創るか～】 

 報告：安賢二                （８０名参加） 

ラヴィル氏が「サードセクターとは何か？」を講演。その基準

を単に非営利か否かとする北米定義に対し、欧州は地域コミ

ュニティ密着し、人同士の繋がりを基盤に社会の普遍的利益

追求するものと定義。また、市場社会の中で地域貢献を優先

し、協同と民主主義に基づく主体的運営、資本でなく労働が

収入分配基準の社会的経済に留まらず、より多元的経済原理

(市場、非市場、非貨幣)混在の連帯経済の重要性を提起。経

済成長が減少する今、世界中の貧困、失業、福祉、環境問題な

ど新自由主義の功罪を未来の希望へ変える示唆であった。島

村氏は連帯経済における協同組合の役割、地域貢献と活性

化、仕事創出、それに伴う法整備の必要性を提起。鄒氏は中国

政府の強い影響下の協同組合の歴史的経緯と課題を、金氏は

社会的企業の現状や協同組合基本法制定の社会的背景を、

大石氏からは福島原発事故後の生産者、組合員、職員が協同

した線量調査の取組みから協同組合の本質に迫った。 

 

 第 4 分科会      会場：埼玉大学 

【協同組合運動は、連帯経済の担い手に 

なり得るか～東アジアから考える～】 

報告：榎本木綿     （34 名参加） 

企業が手を付けない地域課題に取り組むパネラーか

らの報告に学びながら、その社会貢献性の高い事業を経

営的にどのように継続させ乗り越えていくかということ

を 74 名の参加者とともに考える場となりました。有償福

祉輸送、豆腐工房、食品スーパー、障がい者支援、児童

館・学童、農業という多様な事業報告がなされる中で、自

前事業や制度の則った事業、委託事業などそれぞれが

抱える困難も多様です。それに対し、いかに事業を地域

に開かれた協同の財産にしきるか、事業に対する付加価

値をどうつけるか、基盤となる事業経営を安定にするた

めの複合化をどう図るかなど積極的に意見交換がなさ

れました。コメンテーターの JC 総研の根岸さんが言われ

た「地域ニーズを頭ではなく、心と体でつかむ」という言

葉が印象的で、初日の内山節さんの「よりそう側に協同

組合」という言葉が結びつく分科会となりました。 

 

 第 5 分科会      会場：大宮ソニック 

【人間らしい生き方、働き方を 

地域から創る協同労働の可能性】     
報告：酒井厚行     （７４名参加） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 6分科会  会場：大宮ソニック 

【社会的事業を支える 

ソーシャルファイナンスの可能性】  

報告：青木智弘    （５９名参加） 

 NPO 法人暮らしネット・えんの代表理事、小島美里さんは新座市で、地域のための介護施設や、助産院建設に、地

域からお金をあつめて事業を起こしました。ARUN 合同会社ディレクターの土谷和之さんは、日本国内で出資をつ

のり、カンボジアやラオスなど途上国の社会企業家を育成しています。一般財団法人地域創造基金みやぎは、プロ

グラムオフィサーの江川沙織さんは、東日本大震災を契機としてつくられた、復興にとどまらない活動支援の仕組

みを紹介。新潟コミュニティバンク元事務局長の清水隆太郎さんは、貸金業法の改正により、資格者を雇うことが

義務化され、貸金業登録を維持できなくなり、融資の仕組みがなくなったと報告。労働金庫で CSRを担当していた

梅村俊幸さんは、ソーシャルファイナンス規制を含めて、日本の金融行政全般を「赤字の事業に貸すな、だけでは、

地域にお金がなくなってしまう。失われた 20 年、日本の金融行政は多くの誤りをおかした」と批判。1998 年から融

資を実施して来た、女性・市民コミュニティバンクの理事長、向田映子さんは「社会企業のお金は、事業収入だけで

なく、寄付や出資の募集、借り入れも考える必要がある。日本の今の金融行政は、生活困窮者や社会企業への融

資に厳しすぎる。市民がもっと、金融行政に関心を持ち、法制化も支援して欲しい」と訴えました。 

 

  第 7分科会       会場：大宮ソニック 

【支え合いの地域を創るコミニュティケア 

～制度を超えて～】 

報告：石原和子       （118 名参加） 

 会場は 118 人の参加者でいっぱいとなり、遅れて

来られた方をお断りする程の大盛況となった。これか

らの地域での支え合いに対する関心の高さが窺えた

。午前中は新潟で常設型地域の茶の間「うちの実家」

を10年間続けてこられた河田珪子さんの記念講演が

あり、河田さんの行動力にみな圧倒された。午後から

は、堀越栄子氏をコメンテーターに、地域で制度を超

えた支え合いの実践をしているワーカーズコレクティ

ブ、NPO 法人ポケットステーション、ワーカーズコー

プのみなさんによるパネルディスカッションが行われ

た。会場からはパネラーに対して地域での必要に応え

たいが、待遇面での厳しさがある。継続させるために

はどのようにしたら良いのか等切実な質問が出され、

議論が白熱した。コメンテーターからは、非営利活動

の社会的理解をどう広げ、人と人とのつながりを無数

に作って行くことが必要であると強調されていた。 

 

  

コメンテーターでもある、植田和弘京都大学大学院教授による「再生可能エネルギーによる地域活性化」と題し

た講演が行われた後、生活クラブ生活協同組合・埼玉から風力発電、自分が使う電気は自分で選択できる仕組み

づくりへ向けて、ワーカーズコープ芝山地域福祉事業所あぐり～んから菜の花プロジェクト・BDF、FEC の取組

み、埼玉県から県のエネルギー政策、九州大学藤本氏から宮崎県五ヶ瀬町における小水力発電の取組みの 4 報告

がありました。後半はこれらの報告を受けて、参加者との意見交換・質疑が行われ、参加者からスマートハウス実験

の紹介やドイツ協同組合視察の報告もあり、活発な議論が展開されました。植田氏から本日の各報告が日本社会

を変えそうな雰囲気があったとコメントがありました。 

  

 第 8 分科会       会場：埼玉大学 

【再生可能エネルギーは、 

日本社会をどう変えるのか】 

報告：細越雄二       （3０名参加） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個性豊かな報告者 11 名と、98 名の参加者で、休憩時間も惜しんで活発な意見交換がなされました。ＪＩＬＰの堀有喜

衣さんは、法的整備が進められている「中間的就労」に関して、“柔軟性”をもった位置づけが重要と指摘。また、カ

タリバ大学学長の寺脇研さんは、ゆとり教育を推進してきた立場から、個別性と共生を重視した教育の価値、さい

たまユースサポートネットの青砥恭さんからは、子どもを取り巻く“貧困”の実態と、居場所づくりからコミュニティづ

くりが求められていると指摘。その問題提議を受けて、若者支援に携わる立場から、青少年就労支援ネットワークの

津富宏さん、雑誌ＰＯＳＳＥ編集長の坂倉昇平さんが報告。最後は、“生きづらさ”を実感しながらも、若者自立塾やサ

ポステという資源を活用することで自分を振り返り、ゆっくり自分のペースで歩み出した４名が報告。少しよくばり

すぎた分科会でしたが、共通に語られたテーマは「体験」の重要性と価値。仕事を通して社会のどのパーツを担う

のか、社会でどんな役割を果たすのかを考える学齢期の“職業体験”、「誰でも働けるポテンシャルがある」「基本

は、“On the move”」「地域のあらゆるモノが就労体験先」と、静岡方式の津富さん。また、「弱さを持ちながらも働く

こと」の意味などがそれぞれの立場から語られました。 

 

 第 9 分科会     会場：埼玉大学 

【生きづらさを超えて ～新しい 

働き方を模索し始めた若者たち～】 

報告：坂本典孝     （109 名参加） 

第 10分科会は、スターリング大学の社会政策教授で協同組合の専門家

であるジョンストン・バーチャル氏の記念講演を受け、熱い想いで地域

の課題解決に取り組んでいる６名のパネリストがそれぞれの協同組合

やＮＰＯの実践を報告し、ＪＣ総研の松岡公明氏にコメントを頂きました。 

協同組合の現状と課題を広い視野で深めることができる内容で、当日

受付の参加者も多数おり満席状態となり、事務局スタッフが入室でき

ない位でした。国際協同組合年の協同集会に相応しい大変深い内容の

分科会となりました。 

 

 第 10 分科会            会場：大宮ソニック 

【国際協同組合年に日本の協同組合が問われていること  

～公共・協同・自治で拓く持続可能な社会！～】 
報告：藤谷英樹           （５7 名参加） 

島田圭一郎氏からの「TPP の正体を明確にする」との

趣旨説明を受け、記念講演では東京大学の鈴木宣弘教

授が「国民を無視した政府の嘘や裏工作」を次々と暴き

出してくれました。そして「身を挺して断固阻止する」の

で共に学び発信して行こうと呼び掛けました。それを受

けて、愛媛大学の村田武教授は、データーを示し「TPP で

どうなる私たちの生活」と解説してくれました。午後は、

地域で実践活動している農業・医療・生活・労働の各分野

のパネラーが「TPP の本質を掘り下げる」発言を基に討

論と質疑応答が行われました。 

 

 第１１分科会     会場：大宮ソニック 

【日本の農業・医療・暮らしを考える 

～自由貿易協定をめぐって～】 

報告：島田修二    （６１名参加） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法政大学の坂本教授の講演に始まり、中小企業の経営

者５名の方のパネルディスカッションを行いました。坂

本教授からは、日本での大企業主導システムの限界と

現代中小企業が 99％占める中で柔軟な対応力と新た

な発想が誕生している事例が報告された。 また、実

践している５つの経営者のパネルディスカッションから

は、障碍を持つ人との働く場からの可能性、都内ビル

屋上でのミツバチの取り組み、中小企業から社会経済

を考える組織を立ち上げた実践、若い人を積極的に受

け入れ技術力を身に付け変化を生み出す取り組み、書

店屋から農への取り組みで地域づくりを実践している

取り組みの報告でした。身近なところからできる実践

への参考となる分科会であった。 

 

 第 1２分科会       会場：大宮ソニック 

【中小企業の社会的役割を考える～グローバル 

経済に対抗する持続可能な地域経済～】 
報告：北川裕士         （67 名参加） 

実践を中心に時間が足りないほど、参加者も含めて意見討論がで

きた分科会となった。 ６本の報告に共通をしていたことは、「原理・

原則を貫き、振り返ること」「協同組合や NPO、市民活動団体が縦割り

ではなく、横につながること。その際にどのような使命を共有し、理

念を組織内でも浸透をしていくのか」などが学びとして共有された。

特に「協同をすることの意味」「市民がつくる社会の在り方」などを

考え、教育や事実を掴む重要性が問われる中身となった。東京新聞

社会部長の大場司氏の話の中で、報道の役割は本当に何が起きてい

るのかの事実を伝え、１人ひとりの個人が社会を変える、連帯してい

く材料を届けることという話に感銘を受けた。今後、地域のリーダー

と多く出会いながら、連帯をして労働・生活・教育の市民化・民主主義

化を協同の力で行うことを私自身、実践したい。 

 

 第 1３分科会       会場：大宮ソニック 

【新しい社会～持続可能なコミュニティを「協同」が創る～】 
報告：相良孝雄       （43 名参加） 

午前は講演会、午後からはパネルディスカッションで構成 

・聖徳大学生涯学習研究所所長の福留強氏には、「創年」

の提唱がされ、目的を持ち、×0.7の年齢で捉える。 

年金+5 万円を目標にもうけることが大事。様々な生涯

学習から町おこしの事例を紹介していただく。 

・生協の店舗跡を活用した食・ふれあい・支え合い・生きが 

いをテーマに展開している、ＮＰＯ法人くらし協同館なか 

よしの塚越敎子氏には、被災地でもあるので、災害の時 

の支援活動や備えについても話していただいた。 

ボランティアの運営など地域づくりにとって参考にでき 

ることが盛りだくさんだった。 

午後のパネルディスカッションでは埼玉県内で活動され

ている方をお呼びし、活動報告はもちろん、その想いや

経緯、「高齢者にとっての仕事とは？」といったテーマで

話され、議論が深められた。 

 

 第 1４分科会     会場：大宮ソニック 

【高齢期の社会参加と仕事起こしが、 

日本社会の未来を創る】  
報告：湯本理沙      （61 名参加） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1５分科会       会場：埼玉大学 

【みんなをつなぐ、地域をつなぐ 

～協同による子育ち、親育ち～】  

報告：寺元章恵・井上沙織・清水玲奈 （114 名参加） 

 

ＮＰＯ法人東京シューレの奥地さんによる記念講演「つな

がりあいながらつくりだす―子どものニーズに応える成

長支援―」では奥地さんの原点である我が家の不登校

の話から始まり、現在の活動状況をお話ししていただき

ました。さらに現在フリースクールに通う３名の生徒が制

作した「不登校なう」は子どもの側に立った不登校理解

や多様な学びの必要性を感じることができた映像上映

となりました。午後のパネルディスカッションでは「地域

や社会を作り直す子育てとは」をテーマにパネリストの

CYCLE 荒井さん、岸野さん、ワーカーズコープ墨田立花

地域福祉事業所こだち内藤さん、ワーカーズコープ東京

東部事業所横林さん、東雲キッズスマイルプロジェクト佐

藤さん、ＮＰＯ法人ゆめ・まち・ねっと代表理事渡部さんに

発表していただきました。子ども達が成長するなかでの

多方面な居場所づくり、安心して育つ地域づくりの大切

さが強く感じられる分科会となりました。 

 

 福島で農業の復興に取り組む石井秀樹先生（福島大学）のコーディネートのも

と、被災地そして避難先の現実について、6 人の方にお話を伺った。高橋永真さん

は（NPO 相馬はらがま朝市クラブ理事長）被災直後から始めた朝市の活動とリヤカ

ー隊の取り組み、県外の海産物を使った加工品の仕事おこしについて、佐藤純俊さ

ん（杉戸元気会〈福島県富岡町避難者連絡会〉代表）は原発の爆発後の避難の生々

しい実態と避難先の埼玉県での活動、渡邊とみ子さん（かーちゃんの力プロジェク

ト代表）は、地元飯舘村の地場野菜を残す取り組みと避難先での仕事おこしについ

て、大内督さんは（有機農業者）二本松市で父と共に続けてきた有機農業と被災後

の放射能とのたたかい、柿崎洋さん（常総生活協同組合専務理事）は首都圏の生

協としていち早く福島の支援に入り、被災地の復興に取り組みつつ安全な食べ物

を供給する取り組み、一條暢さん（労協センター事業団相馬事業所）はワーカーズ

コープとしてたった一人で職業訓練講座の準備を行った経験などを話された。 

原発は私たちの社会が生み出した負の遺産であり、一日も早い廃絶を目指さねば

ならない。同時に、すでに撒き散らされてしまった放射能といかに折り合い、人間へ

の影響を減らして暮らしていくか、福島以外の人間も含め全ての人が考えていく

べき課題が提起された分科会だった。 

 

 

第 1６分科会 

会場：埼玉大学 

【原発事故～福島が問う、

私たちの命と暮らし～】 

報告：菊地謙 
 

 第１７分科会  小川町霜里農場 

【食と農と環境をめぐる旅 

～地域が支える有機農業～】  

報告：坂本明  （５０名参加） 

 

高橋優子さんの案内で、霜里農場に到着。農場研修生の石井さんが、て

んぷら油の廃油から BDFを精製し車の燃料にしている工程を説明してく

れる。また、生ゴミや糞尿からバイオガスを作り、家庭での燃料として利

用している。近辺の人たちが、薪やら残飯を届けてくれ資源は余りある

そうだ。次に有機野菜の直売場と田んぼを見学、大豆を 2 年つくり 3 年

目に稲作をする輪業に取り組んでいる、土地が豊かになり美味しい作物

ができるからだ。また町の人たちがボランティアで雑草取りを定期的に

実施しているため景観がとても美しい。昼食時間には有機野菜だけの

健康弁当を堪能し、晴雲酒造の自然酒や金子さん製造の醤油やお米の

買い物をした。午後からは大江さんの進行での分科会。金子さんが作っ

たお米は、全て晴雲酒造や(株)OKUTA や渡辺豆腐さん達が買い上げて

いる。少し高い金子さんのお米をなぜ買うのかの質問に、「多少高くと

も金子さんの価値を買っている。良いものを買う満足感があり、その価

値を共有する人たちが集まれば、協同しながら生きていけるのではな

いか」との答えに、この集会の真髄が語られた瞬間があった。この下里

地区は、自然との共存と循環型生活を実践しており、TPP が来ようと何

も恐れてはいないし、長く生き残っていく地域であることを確信した。 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のパネリストでもあり、散策する森（山）の持ち主、石田安良（西川広

域森林組合長）邸に全員集合し、分科会がスタート。石田氏と、飯能市農

林課の雛元主任から飯能の森や西川材の歴史についてレクチャーを受

けた後、森林散策へ。杉とヒノキを中心に植樹してある森の中を進みな

がら、森林組合が担う路網の整備や山林整理の様子、根張りのよい良質

な木の特徴などを聞き、平井純子氏（駿河台大 准教授）の案内で、落ち

葉の観察などしながら約 1 時間の散策。昼食はキッチン味蕾の地場野菜

を使用したお弁当に、石田邸で用意してくださった汁物で舌鼓を打ちま

した。午後は森林組合の事務所２階の会議室でパネルディスカッション。

コーディネーターの農文協 甲斐氏も合流し、飯能における森林組合の

役目を石田氏、飯能市も推奨するエコツーリズムと市民との結びつきに

ついて平井氏、元登米町森林組合参事の竹内氏には復興に向かう東北

の森林の話を、そして関西事業本部の伊藤氏には豊岡地福で取り組む

職業訓練「新エネルギー・環境コース」のカリキュラムの中で自伐林家の

養成に挑戦している様子を中心に発表していただき、最後に甲斐氏が

今の日本の森林の現状や問題点などを踏まえながら、私たち市民自身

が森林に対する意識を高めていくことを認識して閉会しました。 

 

 

 第 1８分科会    飯能市 

【森と暮らしをめぐる旅】  
報告：豊島操    （３６名参加） 

 

第 19 分科会は、平和という難しいテーマを与えられたこと

により、どのような内容にすればよいのか苦労しました。参

加者は 43 名。結果として、参加者からは内容が難しいとい

う感想をもらいましたが、出演者それぞれの発言からは日

頃の充実した活動が伝わってくるものでした。反省として、

移動分科会は見学を主な内容とすべきだと思いました。 

基調講演「フクシマ、丸木美術館をつなぐ平和への想い」塩

谷弘康氏（福島大学教授） 

パネルデｲスカッション「協同から平和を発信する」 

パネリスト・江藤善章氏（元大宮北高校教諭）、中野京子氏

（「丸木美術館」事務局長）、太田昌紀氏（連合埼玉比企地域

協議会）、百瀬智氏（労協センター事業団北陸信越事業本

部）、コーデｲネーター・岡野一郎氏（東京農工大学准教授） 

 

 

 第 1９分科会    東松山 丸木美術館 

【協同から平和を発信する旅】  
報告：青山博明   （４３名参加） 

 

第 20 分科会は、移動分科会として「協同の文化が育むまちづくり

（埼玉県深谷市）」をテーマに、大宮から深谷へと向かうバスの中

から始まりました。バスの中では、岡元かつ子さんが 18年前の生協

の物流現場から始まった埼玉北部の歴史を話され、その後最初の

見学地であるとうふ工房を訪問。現場の方から仕事の喜びや苦労

も含めた話を聞き、作りたての美味しいお豆腐や豆乳も頂きまし

た。次に、とうふ工房の4年後に立ち上がった地域福祉事業所だん

らんを訪問し、柴田所長から日々の奮闘や今後の方向性について

も聞くことができました。昼食には、とうふ工房の 1年8ヶ月後に立

ち上がった愛彩のお弁当をおいしく頂きました。そして、午後から

は中山道沿いにある七ッ梅酒藏跡地に移動し、深谷市の産業祭を

見学の後、東藏においてこの地で活動されている 5 人のパネラー

によるパネルディスカッションを行いました。参加者は69名でした。 

 

 第２０分科会           深谷市 旧七ッ梅酒造 

【協同の文化が育むまちづくり】  

 報告者：吉川千恵子        （69 名参加） 

 


