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文責：立憲民主党事務局 

都道府県議会・市区町村議会での立憲民主党議員による労協法に関する質疑 

 

2020 年 12 月 3 日  徳島県議会  高井美穂県議（新風とくしま）  本会議質問  

〇 次に、新たな働き方となる労働者協同組合の法制化への対応について伺います。 

 地域課題を解決するため、組合員が自ら出資し、自ら運営も担う新たな働き方である協同労働を法制化する

労働者協同組合法案が、全党全会派の国会議員提案の議員立法として、現在開会中の臨時国会で議論されてお

ります。十一月二十四日の衆議院厚生労働委員会で可決され、今朝、参議院厚生労働委員会で可決されました。

明日の参議院本会議で成立の予定となっています。 

 徳島県議会でも二〇一七年六月定例会に、「協同労働の協同組合」に関する法律の速やかな制定を求める意

見書を全会一致で採択、国会に提出しておりましたので、実に歓迎すべきことであります。 

 この法案の今日的な意義の一つは、新しい働き方の選択肢を増やすことであり、地域における多様な需要に

応じた事業の実施が促進されることになると期待しています。特に、コロナ禍において、廃業や雇い止めが続

く中、多様な雇用機会の創出の重要性は一段と高まっています。実態的には、農協や生協、非営利民間団体で

あるＮＰＯや企業組合のような組織と同じですが、これらと大きく違うのは、事業の制限がなく、原則四人以

上で協同組合を設立できるようになります。企業形態にとらわれない働き方の選択肢を増やし、地域の課題解

決にも資することはもとより、支え合って協力しながら生きていく地域の絆づくりにも貢献するはずです。ま

た、将来的に、地方への移住やワーケーションの促進には農山漁村の過疎地での仕事づくりが大事であり、そ

の一助にもなるでしょう。 

 実際にこうした活動に取り組みたいと思っている方に対して組織づくりに関わる支援をしたり、地域に共通

の課題解決に役立ちそうな事業をメニュー化したり、起業のためのアドバイスをしたりすることが必要と思わ

れます。また、既に協同組合的に活動している事業者や行政サービスの委託を受けている事業者などが、法に

基づく組織にスムーズに移行できるような支援を行い、そこから事業者同士の交流を通じた民レベルでの研さ

んと発展を促すために、例えば県が相談窓口を提供するなどして積極的に推進していくべきと考えております。 

 そこで、お伺いしますが、新たな働き方を促進する労働者協同組合について県はどのように認識し、今後ど

のように対応されるのか、御所見をお伺いします。 

答弁：後藤田博副知事  

 新たな働き方を促進する労働者協同組合について、県はどのように認識し、そして今後どのように対応して

いくのかとのご質問をいただいております。 

 今臨時国会で審議されております労働者協同組合法案は、組合員自らが出資をし、経営に携わり、そして、

事業に従事する協同労働という新たな仕組みに法人格を認めまして、多様な就労機会の創出や地域課題の解決

を目指すものであります。 

また、アフターコロナ時代に向け、社会経済システムの大きな変革が進む中で、新たな働き方の選択肢を広げ

ますとともに、性別や年代等を問わない、多様な人々 の参画によりSDGsの思想に合致し、ダイバシティー社



2 

文責：立憲民主党事務局 

会の実現にも寄与する、まさに時機を得たものであるというふうに認識をしております。 

 労働者協同組合法の実現に向けましては、平成29年度に、先ほど議員からもお話がありましたように、徳

島県議会から国等に対して法律の速やかな制定を求める意見書が全会一致で提出されますとともに、去る9月

28 日には、日本労働者協同組合連合会の古村理事長が来県され、法制化後の協力について全国知事会長であ

ります、飯泉知事に対してまして依頼がなされたところであります。 

 また、労働者労働組合を所管する行政庁は都道府県知事とされておりますことから、全国知事会といたしま

しても、法案に賛成しますとともに、法施行に十分な準備期間を設け、関係団体への周知に努めること、との

意見を国に対し提出しましたところ、2年以内の準備期間の確保が法案に盛り込まれた経緯がございます。 

 労働者協同組合は行政庁への届出のみで設立できますことから、創業機会の創出とともに、高齢化の進展に

よります事業承継や訪問介護など、地域の実情に応じた様々 な課題解決の有効な手段になるものと考えており

ます。このため、法律成立後の２年間の準備期間におきまして、国としっかりと連携し、県民の皆様型や市町

村、関係団体に対しまして、まずは制度の周知・啓発に努めますとともに、法に基づく組織化に関心を示す事

業者や団体等には具体的なアドバイスをしっかりと行うなど、適宜、相談に応じてまいります。 

 今後、コロナ禍による地方回帰や地元志向の機運が高まる中で、労働者協同組合が真にその機能を発揮し、

地方創生の実現、ひいては県民の幸せの実現につながるようにしっかりと取り組んでまいります。 

 

 

2021 年 2 月 17 日  滋賀県議会  塚本茂樹県議（立憲）本会議質問  

〇 次に、失業なき労働移動の一助ともなる新しい働き方として期待されている協同労働について伺います。 

 昨年12月の臨時国会で、労働者協同組合法が議員立法として全会一致で可決成立しました。この法律で定

められた労働者協同組合とは、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業は行われ、組合員自らが事業

に従事することを基本理念とする組織です。協同労働という多様な働き方が広がる出発点にするため、実際に

働く人々 の利益を第一に制度を育てていく必要があると考えます。 

 実際に、広島市では労働者協同組合の設立を後押しする協同労働プラットフォーム事業を実施しており、こ

の事業によって、地域住民による竹やぶの間伐整備や土砂災害被災地での食堂、地域サロンなどの事業が支援

を受けて展開されました。 

 このように新しい働き方の選択肢を増やすことで、人口減少に悩む地方を中心に、介護など多様な分野で新

たな担い手となることや、労働者派遣事業以外の事業を行えるため、後継者がいない中小企業の事業承継への

活用も期待されています。また、将来的に地方への移住やワーケーションの促進など、過疎地での仕事づくり

の一助にもなります。 

 本県としても協同労働を積極的に推進すべきであると考えますが、こうした活動に取り組みたいと思ってい

る方に対して、組織づくりに関わる支援を行ったり、地域の課題解決に役立ちそうな事業をメニュー化したり、

起業のためのアドバイスを行ったりすることが必要になってきます。新しい働き方を促進する労働者協同組合

について、どのように認識し、今後どのように対応されるのか、所見を伺います。 
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答弁：三日月大造知事  

 3点目の労働者協同組合についてでございます。労働者協同組合法が成立した後、私自身、関係者の方々 か

ら直接お話を伺い、その内容や取組の経緯、条文一つ一つに込められた意味を勉強させていただきました。 

 「協同労働」の理念のもと、活動をされてきた皆様の思いが法律として結実し、法制化により「協同労働」

という働き方の基盤が築かれたものと思っております。 

 労働者協同組合は、働く人々 が協同して地域に必要な事業を起こし、主体的に経営に参加されることから、

地域社会のこれまでなかなか目の行き届かなかったところにも手を差し伸べ、課題解決に向けて、よりきめ細

かな取組ができるのではないかと期待しております。 

 そうした意味で、行政が連携する主体の一つとして、様々 な施策の中で協働できる可能性があり、県といた

しましても、今後、どのような関わり方ができるのか、関係者のご意見もお聞きしながら、ともに考えてまい

りたいと存じます。 

 なお法律の施行は公布後2年以内とされており、今後、国において、政省令や指針の策定とともに、制度の

積極的な活用に向けて、周知広報を進めていくと伺っております。県といたしましても、この新たな制度が県

民の皆様に理解され、根付いていくよう、広報等に協力をしてまいりたいと存じます。 

 

 

2021 年 2 月 19 日  栃木県議会  加藤正一県議（民主市民クラブ）本会議質問  

〇 昨年９月の通常会議において、「労働者協同組合法」の早期成立を求める意見書を県議会でも採択いたし

ました。昨年12月の臨時国会において、その後、同法が成立したところです。 

 そこで、労働者協同組合制度は、コロナ禍において失業や廃業による雇用の受皿喪失の問題が懸念される中、

事業継続に有効な制度として期待されております。県は、制度の周知と法人設立の支援等に積極的に取り組ん

でいくべきと考えますが、併せて所見を伺います。 

答弁：産業労働観光部長  

労働者協同組合法の成立により、多様な就労機会の創出のほか、介護や子育てなど、地域の課題解決に資す

る事業の展開が期待できますことから、県といたしましても、国と連携し、制度の周知啓発に努めますととも

に、今後、２年以内に予定されます法施行に向けまして相談体制を構築してまいります。 

加藤正一議員  

〇 労働者協同組合法につきましても、２年という準備期間がありますが、現在、同様の団体として活動しま

すワーカーズコープであったり、ＮＰＯ法人、こうしたところと、まずは新年度、その施行に向けて意見交換

の場を設けていただき、それぞれの団体がどういった支援を行政に求めているのか、この取組については、既

に広島市が先進的な取組を行っていることは産業労働観光部長もご承知のことと思います。ぜひそうした先進

事例を参考としながら、本県での制度促進に向けて取り組んでいただきたいと思います。要望して、次の質問

に移ります。 
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2021 年 3 月 9 日  甲府市議会  荻原隆宏議員（政友クラブ）経済建設委員会質

問  

〇 ワーカーズコープに関して伺いたいと思います。 

 去年の１２月、臨時国会があって、そこで労働者協同組合法という法律が全会一致で通ったと。簡単に言う

と、労働者協同組合というのは、労働者本人が出資をします、労働者本人が経営に携わる、経営を決定します、

自分が働きますと、そういう形態の働き方で、今まで株式会社だと、出資する人がいて、経営する人がいて、

それで働く人がいるという形で、資本と経営と労働が分離されて、それはそれでもちろんいいわけだけど、全

く新しい形の働き方だと。これは働き方改革にももちろんなるわけでありますし、そういう協同組合を作って

地域のいろんな課題を解決していくことも期待をされているわけだけれども、まず、この法制定を受けて、甲

府市としてはどんなふうに受け止められていらっしゃるのかを伺いたいと思います。 

答弁：雇用創生課長  

 この労働者協同組合法ですけども、経過としては、我々 も調べたのですが、平成２１年３月の市議会定例会

本会議に、荻原委員より提出された「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書が全会一致で可

決され、国に提出されました。それが１２年を経て、昨年の暮れに労働者協同組合法が可決されました。いわ

ゆるこれがワーカーズコープというふうに認識しております。 

 先ほど荻原委員も言われましたが、ちょっと重複するかもしれませんが、５人の方がこの組合を作りたいと

いった場合、５人の方が出資されます。これも一口お幾らというふうに基準を決めての出資となります。その

５人が今度は経営に当たることになり、みんな平等に意見を述べることができます。そして最後は、この５人

が労働者として自分の会社の仕事をしていくという組合となっております。 

 今までの企業の考え方は、確かに言われましたとおり、資本を出資する方がいて、経営者が会社を回します。

経営者は雇用者と雇用契約を経て、労働者がいて、労働者が仕事を行い、出資者に配当が戻っていくというの

が今までの会社でしたが、本当に斬新な考え方であると捉えております。ただ、まだ昨年の暮れに可決した法

案ですので、まだ国の中でも浸透が薄いかなとは認識しております。 

荻原隆宏議員 

〇 調べていただいてありがとうございます。私も思い出しました。１２年前ですよね。本当に僣越ながら私

が提案させていただいて、全会一致で議員の皆さんに御承認というか、賛同いただいて、そのときにお世話に

なった議員の方には本当にこの場でお礼を申し上げたいなと思います。 

 あれから幾歳月、やっと法律ができて、今までは、この働き方だと、資本で参加しちゃっているから、いわ

ゆる労働法制の保護の対象外というんですか、別に最低賃金は適用されません、あなたは資本家でしょうとな

ってしまっていた。だけど今度は、しっかりといろんな形で法整備がされたから、この働き方が劇的に進んで

いくんじゃないかなと、大いに私は期待しているんです。 

 特に、先ほど言ったように、私のイメージで捉えると、十何年前から出てきた発想だけども、いろいろな地

域の課題を解決するコミュニティビジネスの、大きな担い手になっていくんじゃないのかなと思っているんで

すよ。今までＮＰＯ法人なんかがよくこういうコミュニティビジネスをやっていたけど、結局ＮＰＯの場合、
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自分で資本が出せないから例えば寄附に頼らざるを得ない。寄附が集まらなければボランティアで全部やるな

んていうことになると、これは尊いことですよ、物すごく尊いことですけど、なかなか続かない部分もありま

すから、こちらはきちんとコミュニティビジネスを仕事として行って、賃金とか利益とかが出てくるので、こ

れは大いに期待をしているんです。 

 今、宮川雇用創生課長さんもおっしゃったように、私にとっては長い１２年だけど、国会で法律が通ったば

かりで、甲府の市民の方をはじめ、なかなか浸透しないというところなんですが、実はこれ、広島県広島市の

例では、法律の施行の６年ぐらい前からですか、こういう団体を支援して、協同労働の方法で地域の活性化を

行っているということです。ぜひこれは、甲府市としても、今、揺籃期という言い方でいいのかな、立ち上げ

の時期だから、いろんな形で支援をしていただきたい。ずっと支援しなくてもいいんだけど、今の一時的なこ

とで、何かそういうことをやっていってもらいたいと思うんですよ。 

 この間、実は政友クラブで会派の勉強会をやって、リモートで、東京のこういった組織のトップの方からお

話を伺ったんですが、やはり行政に対しても期待もあります。行政のいろいろな手が回らないことを受託して、

山梨県内でも実はもう動き始めているところもあります。そこで、本市のほうでも何か、これから育っていく

ようなことをしてもらいたいなと思っているんだけども、取組についてぜひ前向きに考えてもらいたいんだけ

ど、いかがですか。 

答弁：雇用創生課長  

 まず、このワーカーズコープの理念であります協同労働という考え方がございます。また出資もするという

こともあり、リタイアされた方が地域の住民とコミュニティを作りながら労働者協同組合を作っていく方法が

長続きするのではないかなと考えております。特に利益を持たない組合でございますので、安価な賃金で地域

に貢献できる事業ができるのかとも考えておりますけれども、まだ、この協同労働という新たな働く形態とい

いますか、そういった普及がなされていないと捉えております。先進地であります広島県広島市では非常に普

及しているのですけれども、甲府市のことを調べましたところ、まだ１件もそのような組合が存在しておりま

せん。山梨県内には二、三、存在しているというふうには認識しております。 

 やはり本事業の目的を達成するためにも、まず職員、そして市民の方に、この協同労働という新しい働き方

を理解してもらいまして、立ち上げの際には、個別プロジェクトの一貫性である労働者協同組合法にあります

ように、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するというのが法の目的にございますので、そういったもの

に沿えるようになっていければと思っているのですが、まずは、この新しい働く形態として労働者の協同組合

というものがありますということを市民の方に浸透していきたいと思いますので、こういった働き方がありま

すという、本市ホームページや広報こうふを通じて、広報活動に努めていきたいと考えております。 

荻原隆宏議員 

〇 了解しました。まずいろいろ知っていただくために、ぜひ広報等への取組をお願いしたいなと思っていま

す。また、これは会派としても、引き続きこのテーマにはみんなで取り組んでいきたいと思っておりまして、

これからも取り上げていきたいと思いますから、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 
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2021 年 6 月 2 日  日野市議会  森沢美和子議員（立憲）  本会議質問  

〇 2020年11月24日、衆議院本会議で全会一致可決、12月４日の参議院本会議では全会一致成立をいたし

ました市民発の議員立法、労働者協同組合法について基礎自治体でこの法の活用をいかに行うのか、成立から

２年以内である2020年11月頃この法律が施行される予定に当たり、考えていただきたいと思いました。 

 この法の第１条は、目的です。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。中略します。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。 

 出資、意見反映、従事、この三つの基本原理により、一人ひとりが主人公であり、主体者であること、１人

１票の決定で行うことなど、それぞれのニーズや個性に合わせた居心地のよい働き場所を自分たちの手でつく

っていく。みんなで意見を出し合いながら、よりよい仲間の輪をつくって一緒に働いていくという点では、今

の時代に合った一つの手段として大いに活用できるツールであると思ったところでございます。 

 質問いたします。多様な労働機会の創出ということで、この労働者協同組合法について、市はどのように受

け止めているのでしょうか。また、市として活用できるのか、伺わせていただきます。 

答弁：企画部長  

 労働者協同組合法について、市の受け止めをお答えいたします。 

 日野市においても、地域の担い手の減少や高齢化といった課題が深刻化しており、行政や自治会、ＮＰＯだ

けではない多様な担い手による活動をどう課題解決に結びつけていくかという視点が大切であると認識して

おります。 

 労働者協同組合法の趣旨は、今議員からも説明がございましたが、多様な就労の機会を創出すること、また、

地域における多様な需要に応じた事業が行われることでございます。そして、これらを通じて持続可能で活力

ある地域社会の実現に資することとされております。 

 これまで市では、諸力融合の共通理念の下、地域内外の方と連携した取組を行ってまいりました。本法の成

立により、そうした取組が後押しされるとともに、地域の様々 な活動が認知されやすくなることや多様な働き

方の実現につながるものと考えております。 

森沢美和子議員 

○ ありがとうございます。 

この市議会においても、2014年９月に「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書が

提出され、全会一致で可決されていることを確認しております。 

 まずは、就労機会の創出ということで、この法を生かさないか、提案をさせていただきます。 

 就労としての活用法は多岐にわたると思います。例えば仕事をリタイアされた方が地域の活性化に取り組み

たいと思っている。今受けている年金にプラス５万の収入を求めるという方法もあると思います。 

 また、これに関しては、先駆的に協同労働を行っている広島市などは、先進的な市民力を発揮した事業がた
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くさんあるようです。 

 日野市でも労働創出の可能性のある市民サービスはあるのではないでしょうか。今後、地域で多様な働き方

として雇用をもしつくっていくとしたら、脱サラで仲間とともに新しい仕事を始めてみたいと思っている方、

若者ですね、若いうちから起業してみたいと考えている方、そんな方たちの経験を基に、多くの労働経験者の

知恵を集め、効果的な取組を考えていくことが可能になっていくと思います。 

 そこで、市の民間活力を生かす運用として、現状の日野市を確認させていただきます。前回の一般質問の際、

民間団体が行政依存しているのではないかと課題提起をさせていただきました。３月のコロナ困りごと相談会

で、ボランティアさんは他市の方を含め、有志の弁護士さん、相談員の方など多くの方に集まっていただきま

したが、民間団体の積極的な参加を得ることに苦労をしました。結局、行政経由でつないでいただいたという

結果でした。 

 行政が委託している事業者は、行政の管理、監督の下、行政の意向で動いています。判断も行政の指示待ち

であり、行政主導となっているのではないかと思ったところでございます。 

 次の質問です。現在、市民サービスの管理や事業を委託している事業者と指定管理者はどのくらいあるので

しょうか。事業者数と事業数をお示しください。また、日野市は委託先の決定までの手順はどのようになって

いるのか、お伺いさせていただきます。 

答弁：企画部長  

 少子高齢化や共働き世帯の増加により、子育てや介護などがしやすい、時代に即した柔軟な働き方が求めら

れています。また、コロナ禍でテレワークやリモートワークが中心になる方が増えるにつれ、場所や拠点に縛

られない働き方も増えていると認識しています。 

 経済的な成長だけでなく、「働きがい」や「生きがい」についても目配りしていきたい、という価値観があ

る中で、多様な働き方や活動のニーズも生まれているものと考えています。こうしたニーズは人口減少社会に

おいても重要なものであると認識しています。 

 今後、市でも長期戦略ビジョンを策定いたします。さまざまな機会を通じて、本法に限らず、広く「地域で

働く」ということにどういった可能性があるか、市民がどう考えているかを捉えていきたいと考えています。 

 一方で、本法においては、地域団体が活用することによる具体的なメリットや、労働関係法令との整合性、

どのような負担が生じ得るかなど、まだ見えていない部分もございます。国の方で今後整理していく部分もあ

ると思われますので、情報収集を行いながら、必要に応じて勉強会の実施なども検討していきたいと考えてい

ます。 

森沢美和子議員 

〇 ありがとうございます。 

 この市議会においても、2014年９月に「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書が

提出され、全会一致で可決されていることを確認しております。 

 まずは、就労機会の創出ということで、この法を生かさないか、提案をさせていただきます。 

 就労としての活用法は多岐にわたると思います。例えば仕事をリタイアされた方が地域の活性化に取り組み
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たいと思っている。今受けている年金にプラス５万の収入を求めるという方法もあると思います。 

 また、これに関しては、先駆的に協同労働を行っている広島市などは、先進的な市民力を発揮した事業がた

くさんあるようです。 

 日野市でも労働創出の可能性のある市民サービスはあるのではないでしょうか。今後、地域で多様な働き方

として雇用をもしつくっていくとしたら、脱サラで仲間とともに新しい仕事を始めてみたいと思っている方、

若者ですね、若いうちから起業してみたいと考えている方、そんな方たちの経験を基に、多くの労働経験者の

知恵を集め、効果的な取組を考えていくことが可能になっていくと思います。 

 そこで、市の民間活力を生かす運用として、現状の日野市を確認させていただきます。前回の一般質問の際、

民間団体が行政依存しているのではないかと課題提起をさせていただきました。３月のコロナ困りごと相談会

で、ボランティアさんは他市の方を含め、有志の弁護士さん、相談員の方など多くの方に集まっていただきま

したが、民間団体の積極的な参加を得ることに苦労をしました。結局、行政経由でつないでいただいたという

結果でした。 

 行政が委託している事業者は、行政の管理、監督の下、行政の意向で動いています。判断も行政の指示待ち

であり、行政主導となっているのではないかと思ったところでございます。 

 次の質問です。現在、市民サービスの管理や事業を委託している事業者と指定管理者はどのくらいあるので

しょうか。事業者数と事業数をお示しください。また、日野市は委託先の決定までの手順はどのようになって

いるのか、お伺いさせていただきます。 

答弁：総務部長  

 私からは、委託契約の実績、手順等についてお答えさせていただきます。 

 まず、総務課で契約事務を行った令和２年度の委託契約件数については835件、受託事業者は373事業者

でございました。 

 次に、委託先の決定手順です。契約担当課である総務課が各主管課からの契約依頼を受け、契約手続を行い

ます。委託先の決定は、原則として見積り合わせ、または入札などの競争により行いますが、例外として、契

約の性質や目的が競争入札に適さない場合などに行う随意契約がございます。見積り合わせ、入札においては、

委託業務ごとの設計金額に応じて複数の事業者を指名し、価格競争により委託先を決定しております。 

答弁：企画部長  

 私から、日野市の指定管理者制度の導入状況についてお答えいたします。 

 日野市では、現在163施設について指定管理者制度を導入しております。導入施設は、交流センターや地区

センターなどの貸館施設から、日野市市民の森ふれあいホールなどの体育施設、市民会館などの文化施設、市

民農園、地区広場、駐輪場、児童館など多岐にわたります。 

 続きまして、指定管理者数でございます。日野市では現在、11の事業者と指定管理に関する協定を締結して

おります。 

 指定管理者の指定期間については、地方自治法において期間を定めることとされておりますが、具体的な期

間については法令等の決まりはなく、施設の性格等を勘案して、適宜定めることとされております。日野市の
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場合は、一般的に３年から５年でございます。 

 続きまして、指定管理者の選定方法についてお答えいたします。 

 日野市では、日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例において、候補者の選定から協定の

締結までの流れを定めております。 

 候補者の募集に当たっては、指定管理者が管理する施設名や業務の範囲、期間、資格などを告示した上で公

募いたします。事業者から応募の申請を受けた後、候補者の選定を厳正かつ公正に行うため、市民や市職員で

構成する日野市指定管理者候補者選定委員会を開催します。選定委員会では、応募事業者からの事業計画に関

するプレゼンテーションや委員からの質疑応答を経て、最も得点の高かった事業者を指定管理者候補者に選出

いたします。その後、市議会に指定管理者の指定に関する議案を提出し、議決を頂くことで正式に指定管理者

として決定するものでございます。 

森沢美和子議員 

〇委託と指定管理の手続の部分がよく分かりました。 

 今議会議案に公契約条例の適用対象が委託契約まで拡大するという改正案が上程されているところですの

で、通過したら、今後は委託先の雇用状況は守られていく方向になると思います。 

 現在、市全体の事業には、民間の835 件の契約と163 件の市に代わる管理代行が行われているということ

が分かりました。 

 今答弁いただいた総務課や企画経営課が入札や審議会の開催などそれぞれの手続を行っていますが、市民ニ

ーズに合わせた様々 な事業の内容を把握しているのは担当の課です。その担当課が事業委託をするか決定をし

ているということは別途確認をさせていただきました。 

 市として、この労働者協同組合法は、多様な働き方の実現として、よい受け止めをされていましたので、市

民の多様な需要に対応できる市民サービスを提供するためには、この法とその仕組みについては、事業委託を

する各課が横断的に周知をして理解し、需要と供給の側面から考えていただきたいと思います。 

 連携している事業者数は、委託と指定管理者と合わせて、重複しているところを含め384事業者ということ

でした。市が委託や指定管理としている法人は、市から受ける財源はどのくらいの割合を占めているのか、一

部の法人ですが、事前に確認をさせていただきました。 

 日野市の主要となる事業を担っている委託先には、市の財源で運営を支えている団体も存在しています。こ

れまでの長い歴史の中で、民間の市民サービスの知恵や手法を日野市が取り入れ、諸力を融合してきたことは

画期的なことでした。企業公社は当初日野市100％出資の株式会社として発足し、株式配当などで日野市の財

政に貢献をされていたようですが、サービスの担い手として民間参入が進んできたため、解散の方向で進める

と本議会の報告にありました。サービスの担い手として競争に負けたということでしょうか。そもそも競争は

していたのでしょうか。 

 市が掲げている諸力融合とは、ＳＤＧｓ未来都市として持続可能な活力ある地域社会の実現につなげていく

ことです。未来の市民の幸せも願い、世代を超えて支え合うことであり、かつ今の時代に生きる人々 にも必要

となる支え合いであると思います。 
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 今だけ、金だけ、自分だけ、それでは持続可能性は危うくします。強い者や上長だけが意見を反映しやすか

った組織風土が一部存在し、行政内では一部の人のみしか知らないことがあり、それが結果、不正につながっ

てしまった、多くの批判を受けてしまいました。 

 これは、日野市の課題解決の手段の一つでもあると思っております。多様な就労の創出と地域の多様なニー

ズに応じた事業を促進するためには、民間参入の方法も市民のニーズと市民サービスがうまくマッチングでき

るようにする。そのためには、庁内全体の各課が市民とともに考えていくことが必要だと思います。 

 市民のニーズに対応できる市民サービスを随意契約や非公開で行うという方法は、これまでは必要とされて

いたのかもしれません。社会全体で支え合っていく、持続可能な日野市であり続けるための将来ビジョンにそ

れが必要とされるのか、考えていただきたいと思います。人と人とのネットワーク、つながることに利害関係

が生じてしまわない対策をお願いいたします。 

 株式会社は、株主のみがもうかる仕組みです。この組合法は、みんなで考えた事業をみんなで頑張れば、そ

の分みんなの収益が出る、働いた分だけ頑張った成果が出る、そういう仕組みであれば、組織の中で働く意欲

が萎縮されることもなく、お金のためだけに頑張り、疲弊してしまうこともなく、雇用や就労問題で悩む方が

減っていくのではないかと思います。働く内容は、派遣以外なら特定されません。多様な方々 がそれぞれ得意

分野を担って、共に考え、共に成長していくことができます。 

 今年度４月１日現在の指定管理者は、日野市企業公社が100以上もの施設の管理代行を行っています。今後

は、この一極集中している指定管理者をこの労協法に基づき、活動が可能となる団体にチャンスを与えていた

だきたい。 

 例えば文化芸術にたけている市民が集まりギャラリーを行えば、その価値を熟知しているから生まれてくる

事業ができます。農業や園芸にたけている市民が農地の管理を行えば、地産地消の取組をさらにアピールする

ことができるかもしれません。 

 まだまだ施行前の段階で、知恵を出し合う段階だと思います。どんなことができるのか、それを考えていき

たいと思います。 

 市民の方から聞いている声です。子どもたちを楽しませる公園は日野市には少ないように思うんです。だか

ら、近隣市や遠方まで連れていっているとおっしゃっていました。日野市の公園にある遊具はほとんどが定番

の滑り台、砂場、鉄棒、ブランコ。市長が市政運営の基本の２番目に挙げているのは、日野市のよさである恵

まれた社会的、自然的資源を生かし、地域の個性を伸ばすまちづくりと、まさにこの言葉どおりに子どもたち

が楽しめる遊具を市民で考える、プレーパークの実施などもできないのかなと思いました。 

 質問です。日野市内の公園の数と、その管理者を教えてください。公園をつくる決定から、その管理者の決

定、公園内の企画はどのような手順で行われ、例えば草刈りや清掃等の頻度は、どこが行うかなど、伺わせて

いただきます。 

答弁：環境共生部長  

 公園についての御質問にお答えいたします。 

 現在、市内には184の公園があり、全てを市が管理しております。公園が設置される過程につきましては、
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土地区画整理事業や民間の開発事業によって伴うもの、また、市が設置するものなどがございますが、市が行

うものにつきましては、周辺住民の方々 とワークショップ等を行い、市民の意見を取り入れた公園の設計を行

い、整備を進めております。最近の事例では、百草のつくれば山公園、日野台公園や北川原公園などがござい

ます。 

 公園内のイベント等の企画につきましては、公園を利用したい団体や市民から事前に市へ申請を頂き、その

内容を確認した上で、公園内行為許可申請で対応している状況でございます。 

 公園の維持管理につきましては、市職員による直営のほか、シルバー人材センターや緑化協会を通じた公園

愛護会、ＮＰＯ法人や社会福祉法人並びに民間企業といった多様な団体に草刈りや清掃、トイレ清掃などを委

託しており、その頻度は公園の状況、面積等によって様々 でございます。 

 また、通常の公園管理に加え、市民からの要望、災害等緊急事態へ対応するため、市として公園の運営、維

持管理をしてきているところでございます。 

森沢美和子議員 

〇公園の管理は市が行っている。どんな公園にするかの企画はワークショップ等の開催で市民の意見も反映さ

れている。何かのイベント企画で使用するときは市に使用許可を取る。子どもたちにとって楽しくて、市民の

理想とするすてきな公園が市民の意見を反映してできるにはよいと思います。 

 造っただけで財政支出も終わってしまったら消費の拡大にもなりません。新たな需要を生み出すことを日野

市の子どもたちのために市民の知恵を借りて発展させることもできるのではないのかなと思うところでござ

います。 

 まだまだ理想的な提案かもしれませんが、公園は屋外ですし、避難所などの関係もあるので、管理までは難

しいと思いますが、協同労働で企画から運営まで行うことなど、今後、市民と知恵を出し合いながら考えてい

っていただければと思います。 

 スケールに違いがあり過ぎるのですが、兵庫県但馬地域では、間伐から木材を木工品として販売し、そこで

若者のサポートステーションやプレーパークなど、多岐にわたる協同労働を生み出しています。 

 午前中の質問にもありましたけれども、日野の自然あふれる丘陵地、歩きたくなるという質問がありました

けれども、その部分とちょっと重なるところがありました。 

 次に、福祉的な課題を解決するために市民の多様な困り事に対応できる支援や相談体制については、これは

私のライフワークだと思っていることなんですけれども、当事者や経験者、専門的な知見を持った方が若者や

女性や高齢者の居場所をつくるなど、市民それぞれが得意分野を生かして、生きがいを持って取り組める事業

をつくり出していくことも多様なニーズに応えられる体制の一つだと思っております。 

 協同労働で行政に代わる市民サービスの一部を担えるのではないかと思います。市民が担う事業であれば、

そこに経済が生まれ、地域が活性化していきます。 

 これまで支え合う社会こそ必要とされると、あらゆる課題を提起し、改善を求めてまいりました。私の一般

質問では、昨年３月は医療的ケア児の支援、女性支援のシェルターの運営について、６月、ポストコロナ社会

での支え合いや分かち合いの中で、若者の生きづらさや子どもの見守りについて、９月には、子ども食堂と学
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習支援の場について、12月には、生き物共生の視点から地域猫のこと、前回の３月には、災害で地域を守るこ

となど、質問をしてまいりましたが、考え方次第では、全ての質問がこの手法で改善できるのではないのか、

そう思いました。 

 次の質問です。市民の方の困り事の問題解決のための市民サービスとして、その困り事を分かち合える当事

者の存在は、とても大きく、原動力となると思います。 

 日野市では、このような方々 を支援の主体としてお願いしている事例があれば伺いたいと思います。また、

その必要性を市としてどう判断しているのかも伺わせていただきます。 

答弁：企画部長  

 困り事解決のためのサービスを当事者の市民の方などにお願いしている事例ということでございますが、課

題の当事者の方こそがその課題に直面している方の心情を理解しやすいということかと存じます。この場合は、

広くボランティア活動などが該当いたしますが、特に市民同士がその時々 の需要に応じて助け合う互助の循環

による支え合いの視点が重要になるものと考えております。 

 そうした視点から事例を御紹介いたしますと、まずは子ども家庭支援センターが子育て支援、家事支援など

を市民同士で行う有償ボランティアの仕組みであるファミリー・サポート・センター事業が事例としては挙げ

られます。 

 次に、コロナ禍による特徴的な活動として、中央公民館が実施しているスマホの便利な使い方を高齢者など

市民同士が教え合える場づくり、人づくりを目的としたスマホマイスター講座が挙げられます。こちらは、財

源として国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しているところでございます。 

 また、ほかにも高齢者向け施策として、地域の方同士が支え合うふれあいサロンの活動なども挙げられると

いうふうに考えております。 

森沢美和子議員 

〇 現状の日野市での当事者が支援する体制が分かりました。ファミサポは予想外の回答でしたが、確かに相

互援助活動として当事者視点から支援できるところもあります。この課題を本質から捉えていただいていると

いうことがよく分かりました。 

 当事者が知恵を出し合った居場所や相談体制は、潜在的なニーズがあるところで行い、その環境を整えてい

くことができることも意味があると思います。 

 事例に挙げていただいたスマホマイスター講座は、対等な関係で困り事を分かち合うという意味で、コロナ

対策としてはよい企画だと思います。 

 では、もう一つのふれあいサロンについて伺います。市内11か所にありますが、有志の市民団体で活動さ

れているということです。この市が企画した事業が稼働するまでの流れを教えていただけますでしょうか。 

答弁：健康福祉部長  

 ふれあいサロンの立ち上げから運営に至る流れについてお答えをいたします。 

 初めに、ふれあいサロンの立ち上げを希望する自治会や地域団体より高齢福祉課が相談を受け付け、当該地

域での通いの場の必要性を総合的な視点により判断をいたします。 



13 

文責：立憲民主党事務局 

 必要性が認められ、支援を行うべきと認めたときは、その地域団体等に対し活動場所の提供を行い、立ち上

げ後は建物やスタッフに対する保険の加入、運営に対する支援を実施しているところでございます。 

森沢美和子議員 

〇 ありがとうございます。では次に、このサロンのスタッフについて、どのような方を対象にして、どうや

って集めたのか、どんな役割があるのか、またその思いなどを教えていただければと思います。 

答弁：健康福祉部長  

 運営スタッフについての御質問でございます。 

 ふれあいサロンの運営スタッフについては、各運営団体が募集をいたします。運営スタッフは、来客者へ飲

物を提供したり、高齢者の話し相手となっております。 

 運営スタッフの年齢ですが、70歳代の方が多く、また利用する高齢者については80歳代の方が多く来所さ

れており、運営スタッフからは、スタッフの高齢化が課題として挙げられております。 

 また、市内の各ふれあいサロンの役員やスタッフが集い、互いに各サロンでの取組や運営上の悩み事の共有

を行ったり、運営スタッフの声を聞く場を年に１回程度、ふれあいサロンスタッフ交流会として開催をしてお

ります。 

 コロナ禍でサロンの運営に苦労されながらも、工夫しながらできる活動を今後も続けていきたいなどの前向

きな思いを伺っているところでございます。 

森沢美和子議員 

〇 高齢者支援の場合は、その生きづらさを経験した方が支援するというのは現実的に難しいかもしれません。

でも、このふれあいサロンでは、未来の自分ごととして捉え、支援をして、地域とそして社会の課題解決のた

めに知恵を出し合い、取り組んでいただいているのだと思います。そういう思いのある方たちが経営者として

協同労働を行うことも考えていければいいなと思います。 

 諸力融合で課題を解決する、目的を一つによい仕事をするためには、人間関係が良好なことこそ大切だと思

います。また、支え合うということは、立場の弱い方を保護するということとは違います。 

 今の社会の現状は、ほとんどの人が何かしらの不安を抱えています。だから、お互いに支え合う対等な関係

が全ての前提であると思います。 

 世田谷区では、協同労働のロールモデルとして、福祉の相談窓口、子育てひろば、高齢者の居場所、若者の

支援、フリースクール、緑や公園づくり、貧困家庭の食事、学習支援など、行われているようです。 

 法整備ができることで、いろいろな場面で活用し、日本の働き方や経済の在り方、社会の在り方そのものも

抜本的に変わる大きなきっかけになることが期待されます。新しい働き方と真の地域創生、共生や多様性を経

済活動とコミットしながら、社会の中に根づかせていくことが今の危機を乗り切る手段の一つではないかと思

うのであります。 

 これまで様々 な事業形態で社会貢献されてきたやり方を決して否定するものではありません。その時代に見

合ったやり方であったと思うからです。 

 私たちが暮らす社会では、規制緩和や民営化で自由競争が加速していった結果、格差と貧困を招いてしまい
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ました。持続可能な経済成長にはつながっていません。コロナ禍でさらに人々 は自分の力だけでは生きていけ

なくなりました。自己責任論は通用しなくなりました。必要なのは支え合う姿勢だと思います。そのための手

段として協同労働の活用をしていただきたい。 

 ソーシャルインクルージョンの実現のためには、障害を抱えている方たちも一緒に働ける社会的事業所、ソ

ーシャルファームも協同労働型でできればいいと思っております。 

 しかし、課題もあります。この法は、労働契約が必要ですから、当然最低賃金を保障しなければなりません。

健康保険、労働保険も加入するためには、資源、財源確保についても議論していかなければなりません。今後、

国会でも議員連盟をつくり、検討していくとのことです。 

 広島市は、協同労働を立ち上げる場合、上限100万円まで補助が出るとのことで、早期からこの手法を生か

し、就労の創出を行ってきました。 

 日野市では、この労働者協同組合法が施行される前、周知のために市民、事業者、職員向けの勉強会の開催

もできると思います。施行までの１年半で多くの市民の方の知恵を出し合い、議論していく場があればよいと

思います。 

 企画の段階から取り組み、一緒に考えていく過程の中で楽しい仕事の創設を行い、市民の困り事や社会の課

題、多様な需要に対応できる社会の仕組みを考えていくことを提案させていただきたいと思います。 

 質問いたします。市として、この期間にできることを考えていただきたいのですが、この提案について市の

お考え、そして今後の方向性を伺います。 

答弁：企画部長  

 労働者協同組合法に関する市民、事業者、職員向けの勉強会の開催について御提案を頂きました。 

 少子高齢化や共働き世帯の増加により、子育てや介護などがしやすい、時代に即した柔軟な働き方が今求め

られております。また、コロナ禍でテレワークやリモートワークが中心になる方が増えるにつれ、場所や拠点

にしばられない働き方も増えていると認識しております。 

 経済的な成長だけでなく、働きがいや生きがいについても目配りしていきたいという価値観がある中で、多

様な働き方や活動のニーズも生まれているものと考えております。こうしたニーズは、人口減少社会において

も重要なものであると認識しております。 

 今後、市でも長期戦略ビジョンを策定いたします。様々 な機会を通じて、本法に限らず、広く地域で働くと

いうことにどういった可能性があるか、市民がどう考えているかを捉えていきたいと思っております。 

 一方で、本法においては、地域団体が活用することによる具体的なメリットや労働関係法令との整合性、ど

のような負担が生じ得るかなど、まだ見えていない部分もございます。国のほうで今後整理していく部分もあ

ると思われますので、情報収集を行いながら、必要に応じて勉強会の実施なども検討していきたいと考えてお

ります。 

森沢美和子議員 

〇必要に応じて検討するという微妙な御回答を頂きました。 

 市民が希望や夢が持てる日野市に変わっていくよう、共に歩んでいきたいと思います。多くの先駆的な活動
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をされていた方たちがこの日野市にもいらっしゃいます。この質問をするに当たり、たくさんの参考となる意

見を頂いたことに感謝申し上げます。 

 2014年に意見書を提出された日野市議会の先輩方をはじめ、多くの方たちの御尽力で20年かかってこの法

律が成立しました。２年以内に施行されます。 

 人それぞれ違いがあるのに、画一化された仕事では個性を発揮できません。多様性は組織づくりと申し上げ

たことがありますが、働きがいのある人間らしい仕事、これをディーセントワークと言っていますが、こうい

った働き方こそ求められます。 

 そして、この働く環境は庁内でも必要なのかなと思っています。生きていく上で環境はとても重要なのです。

人のつながり、人を取り巻く周りの全てのものが環境だと思います。職場の環境のせいで自分らしく生きられ

なかった。おかしいことをおかしいと言えなかった。トップの責任は当然問われます。市民の信頼を失ってし

まった争点であったこの課題について、市長はこの管理監督責任を重く受け止め、自らで課題を解決していく

と決められました。 

 僅差で３期目の信任を得られました。信任されなかった３万人の市民は何を伝えたかったのか。切実な思い

を受け止め、真摯に向き合っていただきたい。大きな批判を受けると、自分の主張や思いに拘泥してしまいが

ちになります。これだけ多くの方たちには、その思いは通用しなかったということです。この現実から目をそ

らすのではなく、しっかり受け止めていただきたいと思います。 

 そして、どう解決していくのかです。元副市長問題に正面から取り組むと市長の所信にあります。不正を許

さない組織体制のために、内部通報制度以外の再発防止策は何があるのでしょうか。今後、実行していくこと

をお示しください。また、まだ知らないところに不正はないのか、その究明のために市長自らが動き、突き止

め、解決を行うのか、その決意も伺いたいと思います。 

答弁：企画部長  

 私から内部通報制度の再発防止策についてお答えいたします。 

 日野市では、現在内部統制体制の構築を進めております。内部統制とは、端的に言えば、業務を適切に、そ

して効率的に行えるようにするルールをつくり、それを守る仕組みのことでございます。 

 事務処理におけるミスをはじめとして、公金の不適切な取扱い、法令違反等による地方公共団体の職員の不

祥事が後を絶たない中、地方自治法が一部改正され、都道府県と政令指定都市は内部統制が義務づけられまし

た。 

 都道府県と指定都市以外の自治体については努力義務とされておりますが、今回の事態を受け、日野市もこ

れに準じて、内部統制体制を構築していくものでございます。 

 制度導入に当たっては、総務省のガイドラインを踏まえ、日野市における過去の不祥事なども真摯に振り返

り、こうした事態の再発を防ぐため、日野市における内部統制の基本方針や推進体制、マニュアルなどを今年

度構築したいと考えております。 

 法令に違反するような行為を絶対に発生させないという全職員の強い意識と日頃からの取組が失墜した市

の信用を取り戻すために必要不可欠だと考えております。 
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 内部通報制度や内部統制といった再発防止に向けた取組を有効に機能させ、二度と市の信用を失墜させるこ

とがないよう、市長を含む全職員が不正は絶対許さない、許してはいけないという強い意識を常に持ち、主体

的に取り組む考えでございます。 

 そのために、制度導入時の周知や定期的に実施する研修、説明会等を通じて、日頃から職員の意識を醸成す

ることにより、不正に対する抑止力を強化してまいります。 

森沢美和子議員 

〇 私は、これまで環境が原因で心まで病んでいく方たちを多く見てきています。子ども、女性、心の病を抱

えながら自分の行動を決定することすら困難を抱えている方、そしてコロナ禍で外出もできず、過ぎる時の中

で不安だけが募っていく高齢者たち、市長はそういった方たちが生きやすい環境をつくっていってほしいと思

っています。 

 私は、市長がこれまで担ってきたこと、そのお考えを評価しています。命と暮らしを守り、夢と希望のある

日野市になることを全市民のために継続してほしいと思っています。現状維持のために市長を応援した議員は

一人もいないと思います。 

 急激に市政を変えることをしたら、多くの市民は戸惑ってしまいます。だから、課題は自らの手で解決して

いく、市民に夢と希望を感じられる日野市を目指し、着々 と前に進めていっていただきたいと思うのです。 

 今回取り上げさせていただいた労働者協同組合法は、施行まで１年半あります。市民の思いや今後のよりよ

い働き方が組み込まれる議論を重ねていっていただきたい。財政非常事態の現状も踏まえ、最も大切なことか

ら日野市政の立て直しを進めていただきたいと思います。 

 では、最後にした質問は市長自身に答えていただきたいものでした。そこも含めて、所見と決意を伺わせて

ください。 

答弁：大坪冬彦市長  

 この労働者協同組合法、私もにわか勉強でありますから、さほど知識があったわけではございません。ヨー

ロッパのほうでは既に各国で出来上がっている法律、先進国の中では日本がかなり後発であるということであ

ります。その上で、国会全会一致で出来上がった法律ということであります。 

 協同組合と言いますと、例えば農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合とありますから、その辺のイメ

ージをしますが、労働協同組合法、それとちょっと違うのは、組合員になって、運営に参画して利用する、そ

の利用するというのは働くことということか、ちょっと恐らく先ほど申し上げた団体とちょっと違うのかなと

思います。 

 この働くことをキーワードにして、どのようにこれを市民ニーズ、そして地域の課題の解決につなげていく

のかという大きな一つの社会資源になり得る、それをつくるような法律が出来上がったのかなというふうに考

えているところでございます。 

 御質問の中で、日野市の委託事業、そして指定管理事業、それぞれがあって、それを置き換えていくような

方向づけということを考えられないかという、ある意味大胆な提案を頂きましたが、ある意味委託事業、そし

て様々 な指定管理事業、それを担っている方々 の働き方、労働が果たしてディーセントワークかどうかという
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問いも併せていただいたのかなというふうに思っております。 

 議員が度々 事例を引用しました、その中で広島市のモデル、これは行政が率先して取り組んでいるものでご

ざいまして、2014年に60歳以上の市民を中心として事業の立ち上げを支援する協同労働プラットフォーム、

これをつくってモデル事業を開始したと。先ほど議員からもありましたように、立ち上げ経費も100万円を上

限に半額を補助するということで、現在19団体が活躍しているということであります。60歳以上ということ

でありますので、事業の内容は、例えば広島のほうはかなり地域が広いので、例えば田畑の草刈り事業だとか、

農業の困りごと事業など、それから、住居の居場所づくりなど、様々 な事業でありますが、恐らくまだ広島市

においても、いろんな行政の指定管理におけるところまではまだ行っていないんだろうと思っておりますが、

ただ、先駆的に進められている。この法律の施行を機に、そういう見直しという方向を考えるべきというお話

を頂きました。 

 恐らくこれからの世界、世の中はそういう方向に進んでいくんだろうと思います。ただ、なかなかこの法律

については、まだ課題があります。まず働くということが利用であるということと、当然先ほど答弁させてい

ただきましたように、最低賃金法の適用を受けてと。非営利だけども、一定の収益を上げなければ当然その賃

金を払えないということになりますので、そういうことをどう成り立たせていって、それをどうやって行政と

の協働の中で、いろんな仕事をお願いできるのかと。課題がたくさんあります。 

 そのための調査研究、今申し上げたような広島のような先進例もあります。それから、引用された兵庫県の

但馬でしたっけ、その先進例もありますので、そういう先進例に学びながら、また世田谷でもロールモデルが

あるということがありますので、そういう先進例に学びながら今後の在り方について研究し、また実践する方

法を考えていきたいと思っているところでございます。 

最後に、元副市長問題について御質問いただきました。具体的にやることは企画部長の答弁のとおりでありま

すが、それを通じて何を実現するのかというのが一番大切なのかなというふうに思います。 

 先ほど午前中に申し上げましたが、内部統制のいろんなことを進めていって、そして信頼できる組織をつく

っていく。なぜ、何のためにそれをやるのかということを職員一人ひとりがそれを感じ取れるような組織にし

ていく。それが私の責任であります。多分それは簡単なことではないです。それができなかったのでこのよう

な元副市長問題が起きたと。それに対して厳しい批判を頂いたというふうに思っております。 

 今後、その問題の究明をしながら、組織の刷新に取り組んでいくということかなというふうに思っておりま

す。一番大切なのは、職員の一人ひとりの日常、先ほど議員もおっしゃったような環境の中で、その環境の中

で自分が十分に生きがいを持って働けなかったというふうにしないためにどうすればいいのか。そういう問題

にまで考えた上でやっていかなければ決して組織は変わらないと思っております。それを難しい言葉で言えば、

内部統制ないし内部通報制度だと思います。職員の一人ひとりの気づきにまで、どこまでこの問題を落とし込

めるのか。それは、私自身が意欲的に職員に対し働きかけがどこまでできるのか、それが問われるのかなとい

うふうに思います。 

 議員のほうから、まだ知らないところに不正はないのか。これは内部のことを信じたいと思っておりますが、

まだまだ分かりません。それは先ほど午前中にもありました、ちょっとしたヒューマンエラーから、それが発
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展して不正にまで発展するということは組織の常でありますから、そうならないように努めていくのが私の決

意でございます。 

 今後は、この内部統制、そして内部通報制度を皮切りにして、市民からの信頼を勝ち取るために日野市の組

織の立て直しを図っていくということをこれからやっていきたいと思っております。 

 その際に、先ほど、今回御提起いただきました労働者協同組合法、これに基づいた市民との付き合い方、市

民との協働の在り方、これも含めて組織を変えていく、そういう契機につなげていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 いずれにしろ、簡単に済む話ではありません。恐らくこの場で、こういう言葉で、言葉でしゃべるのは簡単

でありますが、それを現実に組織に落とし込んでいくためには時間もかかりますし、また厳しい御批判も引き

続き頂いていくプロセスがあるというふうに思いますが、全力を尽くして頑張っていきたいと思っております

ので、引き続き、様々 な御指摘、御指導を頂ければと思います。 

 

 

2021 年 9 月８日  福岡市議会  成瀬穫美議員（福岡市民クラブ）  質問  

〇 私は福岡市民クラブを代表して、社会や地域とつながる新しい働き方──労働者協同組合法の活用につい

て、また、多様性を尊重する部活動の在り方について、中高生の安心、安全な居場所について質問いたします。 

 日本社会が構造的に変化する中で、非正規労働、偽装請負、さらには雇用されることなく単発の業務を請け

負うギグワークと呼ばれる働き方など、労働形態が著しく変化しています。働きがいのある人間らしい仕事、

ディーセントワークや、労働と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスを可能にする働き方が実現されなけれ

ば、家庭責任を負った女性たちや体力的なハンデを持った高齢者や障がいを持った人たちは、既存の雇用労働

では働きづらさは変わりません。そのような働きにくさが経済的な格差を助長させ、健康や人間関係まで暗い

影を落とします。特に昨年からのコロナ禍で、非正規労働者など弱い立場の労働者が雇用の調整弁となってい

る現状を目の当たりにすると、既存の雇用労働の在り方に限界を思い知らされます。今こそ、働くことに対し

て抜本的な対策が必要だと言えるでしょう。 

 そこで、お尋ねいたします。働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な

取得、正規と非正規の不合理な待遇差が禁止されるなど働き方改革を推進しようとする動きがありますが、市

内の事業者に対してどのような取組を市として進めてこられたのでしょうか。 

 これで１問目の質問を終わり、次の質問からは発言者席で行います。 

答弁：経済観光文化局長  

 働き方改革の推進のための取組につきましては、働き方改革に積極的に取り組む市内事業者を認定するふく

おか「働き方改革」推進企業認定事業を実施しており、認定企業を福岡市ホームページや働くあなたのガイド

ブックに掲載するなど市内事業者の働き方改革を促進しております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 2017年から既に３年間実施している事業であるにもかかわらず、現在の認定事業所数は120社とのこと
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です。全体の事業所の数からすると僅かと言わざるを得ません。こういうところからも、労働環境の改善は遅々

として進んでいない印象を受けます。 

 そんな中、昨年12月に労働者協同組合法が成立しました。福岡市議会でも12年前の2009年３月に「協同

労働の協同組合法」（仮称）の速やかな制定を求める意見書を国会に提出しており、その要請がようやく結実

したことになります。 

 そこでお伺いいたしますが、この法律の背景と目的はどのようなものか、お示しください。 

答弁：経済観光文化局長  

労働者協同組合法の背景と目的についてでございますが、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といった現状などを背景に、多様な就労機会の創

出、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されております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 働き方の課題や地域課題などを背景にこの法律は成立したものだと理解いたしました。 

 ところで、本市においては、昨年度から第２期福岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略が進められています。

この基本目標は３つあり、１つ、しごと・雇用機会を創出し、活力につながる人の流れをつくる、２つ、働き

方を見直し、安心して生み育てられる環境をつくる、３つ、超高齢社会に対応した持続可能で質の高い都市を

つくるとされています。今回成立した労働者協同組合法の趣旨とかなり重なっているように思います。 

 市の役割をどのように捉えているか、お示しください。また、施行までに市が整備しなければならないこと

はどのようなことだと捉えているか、お答えください。 

答弁：経済観光文化局長  

 労働者協同組合法における市の役割などについてでございますが、現在、厚生労働省で関係省令の策定準備

が進められており、国、県及び市町村の役割の詳細も定まっていない状況でございます。今後、市町村の役割

など詳細が明らかになった段階で対応すべきことを検討してまいります。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 今回この質問に先立って、日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会の御協力でその仕組みを図解

してみましたので、お示しいたします。（パネル表示）左側が一般的な働き方の仕組みです。株主が出資し、

労働者が労働する、そして、経営者が労働者に対して賃金を払い、株主に対しては配当を払うというのが一般

的な仕組みです。それに対して労働者協同組合の仕組みというのは、組合員が出資をし、労働し、運営に関わ

る、そして、労働者協同組合が賃金を払うというように一人一人が対等な立場で働くこと、こういった仕組み

になっています。よくこちらの労働組合と勘違いされることが多いかもしれませんけれども、この労働組合は

労働者の中の組織であり、労働者協同組合とは全く別物であるということをまず御認識いただければというふ

うに思います。 

 これまでも労働者協同組合として活動しつつ、形式上は特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯ法人や企業組

合、任意団体で活動をしてきた団体は少なくありません。福岡市においても、福祉、教育分野で活動している
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団体があります。 

 労働者協同組合法は、これらの団体にとってどのような意味をもたらすことになるでしょうか。ＮＰＯ法人

と比較した労働者協同組合の違いについてお尋ねしていきます。 

 まず、設立についての違いはどのようなことでしょうか。 

答弁：市民局長  

 設立に関する違いにつきましては、ＮＰＯ法人は認証主義が取られており、設立に際し、都道府県知事また

は政令指定都市の長による申請書類の審査及び認証を経て登記する必要があるのに対し、労働者協同組合の設

立については準則主義が取られており、設立に際し、行政庁である都道府県知事の審査なく、申請すれば登記

できるものとなっております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 出資や余剰金の取扱方法についての違いはどうでしょうか。また、その違いによって事業や経営へどんな

影響を及ぼすのでしょうか。 

答弁：市民局長  

 出資や余剰金の取扱いに関する違いにつきましては、ＮＰＯ法人は出資が認められておらず、余剰金につい

ては法人の構成員に分配できないこととなっております。一方、労働者協同組合は組合員が出資することとさ

れており、余剰金の配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行われることとなっております。 

 次に、事業や経営への影響につきましては、事業や経営形態により様々 ですが、労働者協同組合は出資した

組合員のそれぞれの意見が反映され事業が行われることのほか、出資による配当が行われることにより労働意

欲が高まることなどが考えられます。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 では、どのような事業が可能なのでしょうか、お示しください。 

答弁：市民局長  

 ＮＰＯ法人の主な事業につきましては、特定非営利活動促進法に定める20の分野で、不特定かつ多数のも

のの利益の増進に寄与することを目的とするものと定められております。一方、労働者協同組合については、

労働者協同組合法により、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し、その目的を達成する

ため事業を行うこととされており、労働者派遣事業など政令で定めるものを除き、事業の制限はされておりま

せん。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 労働法の適用の違いの観点から働く人の権利や処遇はどのようになっているのでしょうか。 

答弁：市民局長  

 働く人の権利や処遇につきましては、ＮＰＯ法人と同様に労働者協同組合についても、労働基準法、最低賃

金法などの労働法規が適用され、守られていくものと聞いております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 これまでのやり取りで御回答いただいたことなどをまとめると、このようになると理解いたしました。（パ
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ネル表示）比較いたしますと、それぞれのよさはありますが、労働者協同組合のほうが設立のハードルが低い

ことが分かります。例えば、設立に必要な人数は、ＮＰＯ法人は10人以上とされていますが、労働者協同組

合では３人以上、それから、事業内容としてもＮＰＯ法人は20分野と限定されていますが、労働者協同組合

法ではあらゆる事業ということになっています。 

 ＮＰＯ法人の認証や支援は、政令市の場合は市が管轄していますが、ＮＰＯ法人から労働者協同組合への組

織変更や手続の問合せ、組織変更後に課題が生じた場合の相談はどこが担当することになるのでしょうか。 

答弁：市民局長  

 労働者協同組合につきましては、労働者協同組合法において、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知

事が所管すると規定されております。また、福岡市が所管となるＮＰＯ法人が労働者協同組合へ組織変更した

場合は、組織変更後に市へ届け出ることとなっております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 本市には地域や各分野で市民団体が数多く活動していますが、そのような団体などへの広報、周知、支援

をする場として、あすみんが活用されています。ＮＰＯ法人や市民団体の中には、今回の労働者協同組合法の

成立を受けて、組織を変更したほうがさらに活動の範囲が広がったり、運営しやすくなったりする場合もある

と考えられます。 

 市民公益活動担い手発掘・育成プログラムの実施や、あすみんでのＮＰＯ支援のノウハウを持つ市民局も市

民公益活動の観点から何らかの役割を果たしていただきたいと考えますが、現時点での見解をお示しください。 

答弁：市民局長  

 市民局におきましては、現時点では相談などがあった際に、法人別の特性をお示しすることや、県等の窓口

の紹介などを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇なかなか当事者意識を持っていただけないようで、もどかしい思いがいたしますが、法成立の前から先進的

に取組を進めている自治体もあります。例えば、広島市では協同労働プラットフォーム事業を実施し、既に30

近い協同労働団体が地域で活動しています。また、鳥取県や京都府京丹後市では、既に予算措置を取り、研修、

学習、相談などが実施されているようです。女性や高齢者、障がい者施策との連携も重要になると考えられる

ため、庁内での横断的な学習にも広がっているとのことです。 

 本市では、スタートアップ事業で手厚い起業支援をしています。まさにそのようなイメージで労働者協同組

合の立ち上げや事業継続を支援する窓口が必要だと考えます。本市において、このような取組を進めていただ

きたいと要望いたします。 

 なお、福岡県議会では、３月に労働者協同組合法に関する質問を受け、県民、市町村、関係団体に対する周

知、啓発等も含めた必要な準備につなげていきたいとの答弁がされています。それから半年たって、県との連

携がどのような状況になっているのか、お示しください。 

答弁：経済観光文化局長  

 福岡県における労働者協同組合法に関する取組につきましては、現在、厚生労働省で関係省令の策定準備が
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進められており、国、県及び市町村の役割の詳細も定まっていない状況であることから、県においても国の動

向を注視している状況であると聞いております。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇法律の成立以降、マスコミでも取り上げられたことで、関係団体への問合せも増えてきていると聞いていま

す。関係者も自治体での支援体制を待ち望んでいますので、そのような声に応えるべく、県との連携をしっか

り取っていただきたいと要望いたします。 

 公共サービスの担い手としての期待も膨らみます。現在、市は子育て支援、公共施設運営、若者支援、生活

困窮者支援などの分野で業務委託や指定管理をしていますが、市民団体が法人格を持つようになれば、専門的

な分野での活動の場が増えると思われます。小さな声に耳を澄ませ、草の根の取組をしてきた方々 の存在は、

市民にとっても心強く、市民サービスの大きな力になります。このような方々 が営利企業から脱却して、主体

的に公共サービスを受託するために労働者協同組合を立ち上げることは、今後の市政へのよい影響をもたらす

はずです。 

 そこで、お尋ねいたします。市が競争入札をする場合、労働者協同組合は入札に参加することができるので

しょうか。また、そのための条件はどのようなものでしょうか。 

答弁：財政局長  

 労働者協同組合の競争入札への参加につきましては、その他の法人と同様、税の滞納がないことなどの要件

を満たし、福岡市の競争入札有資格者名簿に登載された上で、個別の入札案件ごとに定める参加資格を満たす

必要がございます。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 条件さえ満たせば、入札も可能であると理解いたしました。立ち上げたばかりの法人は、どんなに専門的

分野が優れていても、実績や経営ノウハウが未熟なことも多々 あると思われます。地場の中小企業に対する優

先発注のような優遇措置をぜひとも適用していただきたいと要望いたします。 

 労働者協同組合法が施行されることによって、自分らしい主体的な働き方を実現するとともに、多様な就労

の機会を創出することが期待されますが、一方で、これまでの公共サービスは非正規化や業務委託、指定管理

者制度などが進行してきました。本来行政が行うべき業務をアウトソーシングすることによって、雇用に対す

る責任の曖昧さが生まれることも危惧されます。今後、委託先の労働者の適正な雇用や労働条件の確保につい

て取り組む必要があると考えます。 

 労働者協同組合法が施行されたとしても、当然ながら、全ての公共サービスの現場が一気に変わるわけでは

ありません。既存の制度の中で続行するものも多いでしょう。公契約については、近年、委託業者間の価格競

争が激化して、落札額の低下が進み、サービスの質の低下や、そこで働く労働者がワーキングプアとなる労働

条件の悪化が問題となっています。 

 会派としても長年にわたり要望していますが、自治体の責任として公契約条例を定める必要があると思いま

す。この点について御所見をお聞かせください。 

 



23 

文責：立憲民主党事務局 

答弁：財政局長  

 公契約条例につきましては、国において公契約に関する法制を整備するのが適当と考えておりますが、国や

他都市の動向を見ながら、引き続き研究をしてまいります。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 働く人のやりがいや、自助に頼る地域づくりには注意深くならざるを得ません。これまで市は、ＮＰＯ法

人や市民団体など市民公益活動団体との共働をどのように捉えてきたのでしょうか。また、今後どうあるべき

なのか、所見をお伺いいたします。 

答弁：市民局長  

 市民公益活動団体との共働につきましては、市民、ＮＰＯ、行政などが相互の役割と責任を認め合いながら、

対等の立場で知恵と力を合わせて共に行動することと捉えており、引き続き多様な主体による共働の推進に取

り組んでまいります。以上でございます。 

成瀬穫美議員 

〇 協同労働は、お互いさまに支え合うという共助に当たる取組ですが、その前提はやはり公助です。しっか

りと最初の時点で行政が責任を持って整備していかねばならないと考えます。市民のやりがいを公共サービス

の経費削減の盾に取ることは、決してあってはならないことです。 

 労働者協同組合法施行は2022年10月１日と決まりました。残すところ、あと１年です。この期間に各自

治体でどう準備するかで、地域課題解決への意識向上やスピード感も違ってくると考えられます。事業者への

普及啓発や設立の相談、庁内での理解の共有などは施行されてから始めるのでは遅く、今から整えなければな

らないことは多いと考えます。超党派で全員一致で可決した法律であり、市町村レベルでも、法成立後、多く

の議員の一般質問等によって行政の前向きな方向性が見えてきています。既に機は熟していると思われます。 

 ディーセントワークやワーク・ライフ・バランスの可能な社会の創造と共生社会の構築、持続可能な地域づ

くりに向けて、早急に体制を整えていただくことを要望して、この質問は終わります。 

 

 

2021 年 9 月 13 日  墨田区議会  中村あきひろ議員（立憲）  質問  

〇 次に、労働者協同組合法の実用化についてお尋ねいたします。 

 2020年12月4日、労働者協同組合法が第203回臨時国会において与野党全会一致で成立、同月11日に公

布されました。協同労働とは、働く人が出資をして組合員となり、それぞれの意見を反映させながら主体的に

運営し、地域の多様な需要に応じながら持続可能な地域社会づくりに向けて事業を行う働き方です。今回の成

立によって、労働者派遣事業以外の全事業分野で活用が可能となりました。 

 具体的には、現在協同労働に取り組む団体が、高齢者介護事業、保育・学童保育などの子育て支援事業、農

業や林業などの一次産業、住宅関連、清掃・管理など、地域において多様な需要に応じて事業を行っており、

本区においても特定非営利活動法人ワーカーズコープが、立花児童館、立川児童館、八広はなみずき児童館の

指定管理業務に携わっております。とりわけ指定管理事業において、公益性が高い介護、保育、学童の分野は、
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株式会社のような経費を最小化し利益を最大化する事業体はなじみません。利益を追求することがなじまない

公益性が高い業種に、協同労働の非営利の組織体が今後活躍の場を広げることが想定されます。 

 先般、8月31日に本区の各関係所管で既に協同労働の研修が行われたと聞いておりますが、今後、2022年

10 月1日の施行に向けて、労働者協同組合法に基づく協同労働が実用化されるように、調査・研究をより深

めていく必要があると考えます。 

 先進的な事例を挙げれば、鳥取県では労働者協同組合に関する相談窓口の設置をしております。広島市でも、

2014年から協同労働プラットフォーム事業を実施し、現在は25団体で運営されており、市から2,500万円の

予算が執行されております。スペインのバルセロナでは、現在の資本主義の制度のゆがみである格差の問題、

地球温暖化の問題、労働環境の問題等に対する解決 策の一つとして、持続可能な社会の実現のために協同労

働の考え方が広く 

浸透しており、多くの事業で協同労働が実施されております。 

 今後、より公益性の高い指定管理事業において、株式会社を選定していくのか、それとも労働者協同組合等

の非営利団体を選定していくのかが問われてくると思います。まずは、各所管で調査・研究し、協同労働の可

能性を追求していただきたいと思いますが、区長のご所見をお伺いいたします。 

答弁：山本亨区長  

 協同労働による働き方は、労働者自身が地域において生きがいを持って働くことができる新たな仕組みとし

て注目しています。先般、関係所管の管理職等を対象に、ワーカーズコープ連合会の方を講師として、労働者

協同組合法の概要や趣旨、協同労働の事例などの勉強会を実施したと聞いており、来年10月1日の法施行に

向けて、国や都の動向や施策について適宜情報収集を行い、課題の整理に努めていきます。 

 今後、法が施行され、協同労働の非営利団体が指定管理施設へ参入する機会が広がる可能性もあると考えま

すが、現在も選定に当たっては、株式会社、非営利団体を問わず施設の特性や要求水準に基づき、総合的に判

断していますので、今後もこの方針に従い対応していきます。 

 

 

2021 年 9 月 16 日  桶川市議会  佐藤洋議員（新風クラブ 21）  質問  

〇 労働者協同組合法についてです。これは、12月議会で私たち議員も勉強会をやりました。やはりすごく

今問われているのは、当局とか、それからまた議会とかという中で、一定の緊張感と対立関係は否めないも

のがあると。しかし、今大事なのは、当局も議会も一緒になって知恵を出して、どういうふうにやっていく

かということが求められているような気がいたします。そういう意味では、この協同の法制化は、いよいよ

来年の10月から本格施行になりますけれども、国会の中で与野党が一致して、全会一致で決めた法制でござ

います。その中に生きている考え方は、今言ったみんなで提案をして、みんなで解決をしていくというのが

協同法制の基本でございます。まちづくりという本の中にこの本があるのですけれども、群馬県の山本一太

知事、何かテレビで見なくなったけれども、どこ行ったと思ったら、群馬県の知事やっていますけれども、

彼の群馬県庁の32階に実は市民と県民と行政が一緒に進んでいくフロアをつくったそうです。その中で、う
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まいですよ、やっぱり、群馬県草津を持っていますから、熱があるというのです、温泉ではないのですけれ

ども。そういう点で協同労働の一つの形を群馬県からつくっていくということを山本知事が推奨しているみ

たいでございます。そういう意味では、桶川市でもいろいろ今後行政的には一方的にやってみたところで行

き詰まっている、そしてまた、市民のほうから提案をいただいて一緒になってまちづくりを進める、そうい

うようなものをどうやってつくっていくかがこれからの課題だというふうに思います。埼玉県議会でも辻県

会議員が大野元裕知事に質問をいたしまして、大野さんも市町村にこの協同労働について勉強会、研修会を

県を挙げてやっていくというような答弁をされているみたいでございます。そういう意味では、この協同労

働についての質問をさせていただきます。 

 （１）番が相談窓口の設置。ワーカーズコープというのがありますけれども、これの仲介みたいなものは

どういうふうになっていくのか。 

 そして、（２）番で、桶川市とワーカーズコープとの協同事業について。手っ取り早くは、まず職員研修

等からどうやって進めていけばいいか、こういうようなことを質問をいたします。 

答弁：市民生活部長  

 労働者協同組合法についての（１）、相談窓口の設置の①、ワーカーズコープへの仲介についてお答えいた

します。 

 労働者協同組合法は、昨年12月に国会で成立した法律でございまして、目的としましては、市民の力でよ

りよい暮らし、地域づくりのため、市民による労働者協同組合、いわゆるワーカーズコープを設立し、持続

可能な地域社会の実現に資することとしております。ワーカーズコープの仕組みでは、働く人自らが出資

し、自らの意見を反映した事業に従事することで、仕事と生活の調和を図りつつ、意欲と能力に応じて働く

ことができることから、多様な就労の機会の創出につながるものと認識しております。今後、市といたしま

しては、先進事例などについて情報を収集するとともに、新しい働き方となるワーカーズコープについて調

査研究してまいりたいと存じます。 

 次に、（２）、桶川市とワーカーズコープとの協同事業についての①、職員研修等についてお答えいたし

ます。ワーカーズコープについては、人口減少に悩む地方を中心に高齢者福祉や生活困窮者など、地域課題

の解決につながる効果が期待されております。昨年12月の埼玉県議会では、このワーカーズコープに関する

質問に対し、知事から市町村向けの研修を実施するという答弁がございました。同法では、ワーカーズコー

プを所管するのは都道府県と規定されており、今後埼玉県では市町村を対象とした研修が実施されることが

想定されております。まずはそのような機会を捉え、職員のワーカーズコープに関する知識、理解を深めて

まいりたいと存じます。 

佐藤洋議員 

〇 協同組合法の関係なのですけれども、先進事例などについて調査研究ということです。どこの課でどこの

担当がなるのか教えてください。 

答弁：市民生活部長  

 労働者協同組合法につきましては、現段階では調査を行う担当課等については決まっておりませんが、本市
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といたしましても、先進市を参考に労働者協同組合法の目的や趣旨を踏まえまして、今後取り組んでいけるよ

うに体制等を整えていかなければならないと考えているところでございます。 

佐藤洋議員 

〇 埼玉県、県のほうでこの窓口担当どこになるか情報ありますか。 

答弁：市民生活部長  

 埼玉県に確認いたしましたところ、労働者協同組合法に関することにつきましては、現在暫定的とのことで

はございますが、産業労働部の多様な働き方推進課が担当となっておりまして、情報収集などの業務を担当し

ているとのことでございます。市町村向けの研修会の実施といった具体的な内容の担当部署につきましては、

今後決定する予定と聞いております。 

佐藤洋議員 

〇ありがとうございます。すごいです。多様な働き方なんて課があるのだ。協同労働法にふさわしい課のよう

な感じがする。 

 それから続きまして、職員研修等については、議会でも12月議会でちょっと研修会をやりました。今、桶

川と北本では、議員同士の勉強会、そういう組織も出来上がっています。そういう意味では、北本市は実は

この協同法の意見書の第１号が埼玉県で北本市だったそうです。そういう点でできれば桶川、北本、両市の

職員の研修会、そして埼玉県もそこに参加をさせて、まず担当者と職員の意識改革、これをやってみてはど

うかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

答弁：市民生活部長  

 桶川市と北本市の議員同士が意見交換や研修会を行っていることにつきましては、共通の課題などをともに

解決するために大変有意義な取組であると認識しております。そのような取組は、市の職員同士についても学

ぶべき点が多いものと考えております。議員ご提案、ご質問にございましたが、北本市は県内で一番最初に協

同労働の協同組合法の早期制定を求める意見書を議会で議決し、国に提出しており、同法に対する意識が高い

と認識しております。今後、埼玉県の動向を注視し、北本市との研修会なども含めた検討をしてまいりたいと

存じます。 

 

 

2021 年 9 月 27 日  北海道議会  渕上綾子議員（民主・道民連合）本会議質問  

〇 次に、労働者協同組合法について伺います。 

 昨年12月に労働者協同組合法が国会で可決し、来年10月から施行となっています。 

 労働者協同組合法は、働く人が自ら出資し、運営に携わることができる協同労働という新しい働き方を実現

する法律で、地域の活性化、働き方の多様化、公益性のある事業を比較的容易に設立できるなどの点から期待

が寄せられています。また、業種に制限がないことから、保育園、高齢者施設、飲食店、林業など、多方面で

の活用が見込まれます。 

 まずは、労働者協同組合法について、担当のみならず、各部局横断的に情報共有し、学習会などを開いて研



27 

文責：立憲民主党事務局 

究するところから始めてはどうかと思います。所見を伺います。 

答弁：経済部長  

労働者協同組合法についてでありますが、昨年12月に公布された労働者協同組合法は、多様な就労の機会

の創出などを促進し、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して、組合員が出資すると同

時に、自らも事業に従事する新しい組織である労働者協同組合に関し、設立や管理など必要な事項を定めるも

のでございます。 

 現在、国におきまして、令和４年10月の法施行に向け、所要の準備作業を進めているものと承知しており、

道では、各部局で情報共有の上、引き続き、国の動向を注視してまいる考えでございます。 

渕上綾子議員 

〇 労働者協同組合法については、国の動向を注視するとの答弁にとどまりました。 

 来年10月に施行されてから動き出すのではなく、施行されたときにすぐに動き出せるように、今のうちか

ら準備することをお願い申し上げ、指摘とします。 

 

 

2021 年 9 月 29 日  愛知県議会  高木ひろし議員（新政あいち）  本会議質問  

〇 労働者協同組合についてであります。 

 来年十月一日から、労働者協同組合法という新しい法律が施行されます。その労働者協同組合という働き方

について質問します。 

 現代日本においては、普通働くといいますと、自営業として一人で仕事をするか、さもなくば経営者に雇わ

れる被雇用者という立場のどちらかになると思います。雇われる場合は、どうしても経営者や資本家という立

場のほうが優位になりがちであります。資本主義社会ではそれが当たり前とされてきました。しかし、この日

本でも、働く人たちが自ら出資という形でお金を出し合って協同組合をつくり、働く人たち自身が平等な立場

で経営に当たる、言わば労働者と経営者、資本家という立場を統一した事業体としての労働者協同組合という

組織形態が生み出されて続いてまいりました。 

 そうした働き方を求めてきたのは、高齢者や障害者など、通常の労働の場から排除されがちな人々 であった

り、労働者が協同して社会の役に立つ仕事をするということに働きがいを見いだす人々 でした。かつての失業

対策事業に源流を持つワーカーズコープ、そして、生活クラブ生協が母体となったワーカーズコレクティブ、

そして、障害者の雇用創出に取り組むＮＰＯ共同連、こうした大きな流れがこの法律をつくる原動力となって

きたのであります。 

 これに携わる人々 は、ワーカーズコープの推計によりますと、今の日本でも十万人、事業規模では一千億円

にも上ると言われております。その仕事の分野も福祉や子育て支援、若者支援、障害者の働く場づくりなど、

様々 な分野にわたっておりまして、営利企業がなかなか手を出しにくいが、地域にとっては誰かがやらなけれ

ばならない必要なサービス、こうしたものを提供する形で生まれて育ってきました。しかしながら、この労働

者協同組合に関する法の規定がなかったために、こうした事業体は、便宜上、ＮＰＯ法人や企業組合、あるい
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は人格なき社団というような形を取って、活動をこれまで続けてこられたのであります。 

 こうした労働者協同組合を何とか法制化することによって支援しようという動きが一九九〇年代から始ま

ってまいりました。紆余曲折がありながら、粘り強い運動が続けられ、そして、昨年十二月四日、ついに超党

派による議員立法として、全会一致でこの労働者協同組合法が成立したのであります。 

 この法律が成立したことによって、実際には何が変わるのでしょうか。まず、これまでなじみの薄かった労

働者協同組合という組織が初めて法的に認知され法人格を得ることができる。この効果は決して小さくないと

思います。そして、制度面では、少人数、最低三人で設立することができ、派遣業以外は何でも仕事とするこ

とができる。仲間と事業化できる。加えて、これまでの非営利、協同の事業体が行政による許認可が必要であ

ったことに対して、届出制を採用して、設立が容易になったこと、かつ皆で出資して対等な関係で働くという

在り方が可能になったという意義は極めて大きいものがあるのではないかと思います。 

 社員として働くのでも、フリーランスとして独立自営で働くのでもない。社会的に意義ある仕事や事業に取

り組むのにふさわしい、言わば第三の働き方が初めて法的に位置づけられたと言えるわけであります。 

 今日、非正規労働が際限なく増え続け、労働の劣化が深刻化する現代において、ディーセント・ワーク（人

間らしい働き方）を実現し得る一つの形とも考えられます。特に、長引くコロナパンデミックの中において、

これまでの事業が潰れてしまったり、仕事を失う人が増えている中で、地域における新たな仕事起こしとして、

この労働者協同組合という形が広がることも期待されているのであります。 

 そこで県に伺います。 

 この労働者協同組合法の施行を一年後に控えて、これからの地域社会にとって極めて有用な事業体となり得

ると考えられる、この労働者協同組合の意義について、県としてどのように捉え、今後、この法制度の周知や

普及に向けてどう取り組んでいかれるのか、答えをいただきたいと思います。 

 以上でもって、私の檀上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

答弁：労働局長  

労働者協同組合の意義と普及についてお答えいたします。 

 労働者協同組合制度は、事業主に雇用される雇用形態とは異なり、働く人自らが出資をし、自らの意見を反

映した事業に従事する協同労働というこれまでにない新しい考え方を行う組織に法人格を認めるものでござ

います。 

 この制度は、自分らしい主体的な働き方の実現を可能とし、ＮＰＯ法人よりも幅広い活動分野で事業が行う

ことができるため、多様な就労の機会を生み出す契機となることや、介護、福祉、子育て、地域づくりなど、

地域の様々 な需要への対応や課題の解決につながることも期待できることから、県といたしましても、積極的

な周知、啓発を行ってまいりたいと考えております。 

 労働者協同組合法では、都道府県知事が個別の組合を所管することとされておりますので、今後、国から政

省令、指針が示され次第、速やかに県庁内で関係部局と情報共有を図り、国とも連携しながら、県民やこれま

でＮＰＯ法人、あるいは任意団体等として協同労働に取り組んできた団体等に対して、ホームページ等を活用

して、制度の内容を情報発信するとともに、労働者協同組合の設立手続等について支援してまいります。 
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 さらに、高度化により労働力人口の減少が見込まれる中、地域に必要不可欠な事業を持続的に提供していく

ためには、事業を担う労働者協同組合と市町村や地域の団体との連携が重要でありますので、ＮＰＯ法人等か

ら御意見をお聞きした上で、市町村等に対して、制度の周知と連携に必要となる情報の提供を積極的に行って

まいります。 

高木ひろし議員 

〇 労働者協同組合についても要望したいと思います。この法律は議員立法であったためか、法律が成立して

もう一年もたちますが、政府の動きは非常に遅いと、鈍いと感じます。政省令が出てくるのは、どうも来年の

春頃になるという話であります。施行が一年後に迫っているのに、国の通知を待つだけではなくて、県も担当

部署をまず定めて、取組を一刻も早く始めていただきたいと思います。 

 県では、今回の質問のやり取りも、窓口はどこですかとお尋ねしましたら、労働福祉課がお見えになりまし

た。しかし、私が紹介したような労働者協同組合の性格、内容からしても、これは労働局所管の問題なのかと

いうこともやや疑問であります。私は、むしろどちらかというと、社会活動推進課、県民文化局が担当された

ほうがいいんではないかとも思っております。こうしたことも含めて、施行を一年後に向けて、来年度予算の

中でもぜひとも広報予算を組んでいただいて、協同組合の普及のために尽くしていただきたい、これを要望し

て、終わります。 

答弁：労働局長  

 先ほど私の労働者協同組合に関する答弁の中で、高度化により労働力人口の減少が見込まれる中と申し上げ

ましたが、高度化ではなく、高齢化の誤りでございました。訂正させていただきます。大変失礼いたしました。 

 

 

2021 年 12 月 3 日  山形県寒河江市議会  渡邉賢一議員（国民・立憲民主クラ

ブ）  本会議質問  

〇 次に、通告番号５番、さくらんぼの里で市民が仕事をつくり、地域を活性化させ、新しい公共を担う労働

者が主人公の持続可能な社会実現について、御質問をさせていただきます。 １つ目は、多様な市民が協同で

仕事を起こす労働者協同組合法についてでございます。 山形新聞の10月２日朝刊の記事に、「働き手が主役

『協同労働』」として、昨年12 月４日に 成立した労働者協同組合法の特集が掲載されておりました。全国の

地方議会において、これまで法制化の早期制定を求める意見書の請願採択も行われてきています。県や山形市、

そして河北町でも採択されたようです。さて、多様な市民というと、若者や女性、退職者、年金生活者だけで

なく、障がい者、失業者、独り親など、いわゆる社会的弱者と言われる皆さんが、労働者協同組合をつくって、

働く組合員として、出資、経営、労働という３つの役割を担うことで、組織の指揮命令下で働くだけでなくて、

組織運営にも携わることができる、 働くことへのやりがいも期待されていると言われております。まさに新

時代の新しい働き方と言えると思います。今だからこそ、起業、創業、スタートへの支援が必要だというふう

に思いますが、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

 



30 

文責：立憲民主党事務局 

答弁：佐藤洋樹市長  

働く人が自ら出資をして運営に 携わるという、協同労働という新しい働き方を 実現するために、先ほど御

指摘ありました労働者協同組合法というのが令和２年 12 月の臨時国会で成立して、令和４年10 月１日から

施行されることになっております。先ほどありましたが、この法律は、やりがいを感じられる仕事を自らつく

って、働く人が自ら出資をして、それぞれ意見を反映し、事業運営に携わることができる協同労働に関し、組

織の設立、管理、その他必要事項を定めております。多様な就労の機会を創出することや、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て、持続可能な活力ある地域社会の実現に資するということが目

的とされているところであります。御案内のとおり、少子高齢化が進んで人口減少が大きな課題となっている

中で、介護、障がい福祉、子育て支援、地域づくりなど、地域課 題があるわけでありますけれども、さらには

住民のニーズに応えていくためには、非営利の法人を簡便に設立できる制度が法制化されるということになる

わけでありますので、仕事と生活の調和を図りながら、意欲と能力に応じて働くことができるようになってい

くのではないかというふうに考えております。それから、様々 な年代の方がその知識や経験を生かした働き方

の選択肢が増えていくということも期待されるわけでありますし、また幅広い分野で事業が実現でき、地域に

おける多様な ニーズに応じた事業展開が行われるのではないかということで、大いに期待できるというふう

に認識しているところでございます 

渡邉賢一議員 

〇 今ほど市長からもありましたが、本市の農業、福祉、環境、文化、スポーツなど、あらゆる地方創生の地

域課題解決の可能性も高い制度の一つであると期待できると思います。 また、少子高齢化が顕著に進む中で、

市内の各地域における行政課題は非常に多くなってお り、地域住民による主体的な取組も必要ですし、 価値

観の多様化が進む中で、多様な就労機会、 この創出が大変重要かなというふうに思っています。去る12月１

日、おとといの山形新聞のやましんサロンには、「地域に貢献、協同労働」というタイトルで、本市在住の須

藤庄一郎さんが、今日は傍聴席にもいらっしゃっていますけれども、投稿されておりました。この先輩は、ワ

ーカーズコープ労働者協同組合で働く人の思いや実践に学びながら、いつか若い人も参加する姿を思い描き、

その道を一歩ずつたどってみたいというふうに書かれておりました。新年１月に再開予定のさんでーすてーじ

は、それを主幹されている五十嵐さんも今日傍聴席におられますけれども、市民の皆様や多くの企業が協賛し

ていただいて286回の実績があって、市民の文化、芸能、芸術の拠点になっていると言われていますが、こう

した活動においても、労働者協同組合として発展させ、次世代につなげていくべき宝だというふうに思ってい

ます。先進地広島市では、協同労働個別プロジェクトを立ち上げ、支援事業として様々 な業種の創業支援を後

押ししています。例えば、上限100 万円で２分の１補助ということなどでプロジェ クト事業の立ち上げの際

に支援をしているというふうなことでございました。来年10月のこの法の本格施行を見据えて、市民に対し

て積極的な起業支援、設立の相談など、啓発事業について行っていただきたいのですが、市長の御所見をお聞

きいたします。 

答弁：佐藤洋樹市長  

この施行に向けて、いろいろと事前にメリットやら、あるいはデメリットなどについて、我々 も把握させて
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いただいているわけでありますけれども、労働者協同組合法の施行によって、協同労働という働き方が認知さ

れることで、働き方の選択肢がもちろん増えていく、さらには３人以上発起人があれば組合を設 立できて、

仲間と協同して組合をつくって、自分たちが主体的に経営を担いながら働くことも可能になると、こういうこ

とが期待されるわけ であります。先ほどおっしゃったとおりでありますが。一方で、組合は組合員との間で

労働契約を結ぶことが原則となっているものの、その組合の業務を執行する組合員はこの対象となっておらず、

協同組合で働く組合員が労働者として十分な保護が受けられないのではないかなどといった点、さらには協同

で経営を担う人の集まりとなる仕組みであるために、意見の相違が生じないよう留意をして、採算が取れる組

合にしていかないと、協同労働は難しくなるのではないかといった懸念などもあるというふうに聞いていると

ころであります。こうした点も含め、先ほど御紹介ありましたが、先進的に協同労働モデル事業に取り組んで

いる広島も含めて、全国各地の事例などを十分参考にさせていただいて、寒河江市内ではどういう事業に取り

組むことができるかなどについ て十分調査研究を行うとともに、先ほどありましたが、市民の皆さんに対す

る研修の機会などについても幅広く検討させていただいて、啓発事業についても実施してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

渡邉賢一議員 

〇 ありがとうございます。ぜひ庁内に横断的な部署などもつくっていただきながら、今、市長からありまし

たように、幅広く市 民に啓発事業が行えるように進めていただければ非常にありがたいです。もう一つ、市

長からありました人間的な働き方、ディーセントワークというものも非常に大事になってきますので、やり過

ぎてしまって労働者自らが規制できないなんていうふうにならないように進めていかなければならない組合

の進め方だというふうに思っております。さて、最後の質問になりますけれども、さくらんぼ農家の担い手確

保や耕作放棄地対策等の新たなモデル事業としてできないかというふうな御提言でございます。今御紹介した

広島市における耕作放棄地の利活用の事業として、かんきつ栽培、加工品、お土産品開発販売、農地の草刈り、

荒起こし、あと花作り、花植え、景観づくり、休耕田の利活用、菊、ニンニク、コンニャク栽培など、いろい

ろ行っているようです。本市において、労働者協同組合の事業活動において、人材確保や遊休農地の有効活用

が期待できるというふうに思います。先進自治体の取組を参考に、本市さくらんぼ農業の関連団体など、新た

なモデル事業として支援していけないかというふうに思います。好調なふるさと納税の返礼品の中でも大変人

気の高いさくらんぼですが、高齢化による離農者の増加と栽培面積の縮小、コロナ禍による営業自粛、異常気

象による農作物の被害などで窮地に追い込まれている本市にとっては、若い力や熟年の力が今本当に必要です

し、将来のさくらんぼの里の存亡がかかっていると言っても過言ではないと思います。ぜひとも御検討いただ 

きたいと思いますが、市長の御所見をお伺いします。 

答弁：佐藤洋樹市長  

お答え申しあげたいと思います。その前に、私、協同労働組合法と申しあげましたが、大変失礼しました。

労働者協同組合法の間違いでありましたので、おわびして訂正させていただきたいと思います。今、農業のお

話がありましたが、この協同組合では、農業に限らず様々 な地域課題に対して柔軟に対応できる可能性がある

のではないかというふうにも考えております。特に、御指摘の農業分野は、寒河江市でも今までさくらんぼな
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ども特に苦労しているわけです。労働力確保、それから遊休農地の解消などというのは苦労して、まだまだ喫

緊の課題としてあるわけでありますので、そういった点について、この組合が解決に向かっての大変効果的な

役割を果たしていくのではないかというふうにも思っています。今年もそうですが、さくらんボーナス、それ 

から県と連携したマッチングアプリ事業などということで取り組んでいるわけでありますけれども、この法律

の施行によってそういう取組が解消に向かっていければというふうに思っています。現在、御案内かと思いま

すが、県の主導によって農業労働力確保対策というのを進めています。来シーズンに向けた労働力の確保と充

実に向けた計画というものを進めているわけでありまして、その中には潜在的な労働力掘り起こしをはじめ、

中山間地対策、それから農福連携、それから異業種連携なども含まれるというふうに聞いているところであり

ます。寒河江市としても、この法律の施行に向かって、農業分野のニーズなども十分酌み取りながら、農業分

野のみならず、より効果的な幅広い支援策について、先進地などの取組も十分参考にさせていただきながら進

めていきたいと思いますし、県の動向などについても連携して大いに前に進めていければというふうに考えて

いるところであります。 

渡邉賢一議員 

〇 ぜひこれから、残り少ない期間でありますけれども、その中でできることを進めていただければ非常にあ

りがたいと思いますし、既存の団体などがそういう労働者協同組合にうまくシフトできるかどうかなんかも、

そういう可能性も含めて、ぜひ御指導いただければというふうに思います。 

 

 

2022 年 2 月 21 日  東京都目黒区議会  金井ひろし議員（フォーラム目黒） 本

会議質問  

〇 労働者協同組合（ワーカーズコープ）についてです。 

 この労働者協同組合（ワーカーズコープ）とは、働く人々 がみんなで出資し、経営、運営に参加することで

責任を分かち合い、人と地域に役立つ仕事を自分たちでつくり働く協同組合のことです。ここに参加する人を

組合員と呼びますが、この組合員全員が主体となって意思決定を行うことによって、働く人たちが立場に関係

なく、全員で出資、経営、労働の全てを担い、事業運営をしていく働き方でございます。地域課題の解決や、

自分たちが必要と考える仕事起こし、働く人たちの待遇改善や地域活動への取組が可能となります。こうした

組織形態は、欧米では広く浸透しており、この先国内においても、ＮＰＯ法人と並ぶ新しい活動形態として広

がる可能性を秘めております。 

 また、目黒区議会は、国会及び政府に対して、社会の実情を踏まえ、就労機会の創出、地域社会の再生及び

少子高齢社会に対応する有力な制度として、協同労働の協同組合法の速やかな制定を求める意見書を平成２０

年９月に提出しております。それから１４年経過し、本年、２０２２年１０月から労働者協同組合法が施行さ

れます。 

 目黒区内においてまだないものの、港区、大田区では既に１０を超える団体が活動しており、具体的な例を

申し上げます。保育園を中心とした保育事業、学童保育クラブをはじめとする子育て支援事業、放課後児童デ
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イといった障害者サポート支援、老人いこいの家の運営といった高齢者支援事業や、さらに、使用済み天ぷら

油からバイオディーゼル燃料にリサイクルする環境エネルギー事業を行う環境事業と、このように幅広い事業

展開をしているのも特徴でございます。また、広島市では、町会・自治会がワーカーズコープとして地域活性

化につなげているいう事例もあります。 

 さらに、先週の２月１７日付の東京新聞において、上目黒にあるデザイン会社が取り上げられました。その

記事を少し紹介させていただきたいと思います。冒頭に、この方が取り組んだきっかけというのは、良質の商

品を作っているにもかかわらず、工賃として月１万円で作業に従事している障害者の現状を見て驚いたそうで

す。初めは、障害を理解しようと健常者に呼びかけるスタンスでしたが、やがて、健常者のほうが狭い価値観

に縛られ、苦しんでいるのではないかと思うようになったと。取りあえず大学に入り、とにかく大企業を目指

す、世間から否定されない道ばかりを選ぼうとする、それは自分にとって本当に大事なことなのかと。障害者

は弱く、健常者は強いという見方を疑う。むしろ健常者が生きづらいからこそ、手間のかかる障害者はもっと

辛抱しろと転嫁する構造があるのではないかと。健常者が生きやすくするように、古くて狭い価値観を壊して

広げていけば、障害者も一緒に幸せになれると思う。障害者には、権利を獲得するために戦ってきた歴史はあ

るが、学ぶことが多い。みんなで出資し、経営し、働く協同労働の現場に立ち、従来の正義や多数決、常識を

改めて問い直す。全て話合いで決めるこのシステムは、狭い価値観で見たら、無意味な作業でいっぱい。でも、

無駄だからと簡単に切り捨てるこれまでのやり方で、本当に大事なものまで切り捨ててきたのではないかと記

事の中では語られております。障害者の働き方の在り方を見直し、労働者協同組合（ワーカーズコープ）に触

れており、改めて注目されているのだと感じました。 

 私は、工賃のアップに向けて、昨年の決算特別委員会でも取り上げました。当事者たちの収入アップにつな

がることにより、自由で選択肢がたくさんある生き方にもつながると期待しております。 

 ２０２０年から始まった新型コロナウイルスの影響により、働き方や暮らしの在り方が見直されている中で、

労働者協同組合（ワーカーズコープ）は、ポストコロナ時代における新たな働き方や地域づくりの手法として

も期待されています。そこで、ともに働く、ともに生きる、地域をつくるという視点、また持続可能な働き方

としてＳＤＧｓの観点から、今後、目黒区において、労働者協同組合（ワーカーズコープ）という組織形態が

あり、新しい働き方もあるんだということを周知し、立ち上げたいというときに起業相談窓口を設けるべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

答弁：青木英二区長  

 令和４年１０月から労働者協同組合法が施行され、労働者協同組合、いわゆるワーカーズコープという組織

形態としての新しい働き方について周知し、組織を立ち上げたい方への起業相談窓口を設けるべきについてで

ございますが、労働者協同組合法については、令和２年１２月に成立し、令和４年１０月１日に施行されます。

この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、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、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されております。 

 組合組織の届出に当たっては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とされており、具体的な

窓口については、今後、東京都において設置されるものと考えております。 
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 労働者協同組合とは、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則とする組織です。このため、一般的な働き方では、会社が労働者を雇用し、使用者

の指揮命令の下で労働者が働く形となっており、出資、経営、労働が分離していますが、労働者協同組合では、

働く人自らが出資、労働、運営に関わることになるため、新しい働き方の一つとして考えられております。 

 区では就労支援施策を進めており、ハローワーク渋谷との連携の下、平成１５年度に区民の身近な就労支援

窓口としてワークサポートめぐろを開設し、平成１９年度からはワークサポートめぐろ内にキャリア相談コー

ナーを設置し、目黒区を中心とした地域での就労を希望される方に対し、情報提供や個別の支援を行っている

ところでございます。この中でも関係機関との連携が必要とされる状況は多くあり、例えば区が独自に運営し

ているキャリア相談コーナーにおいては、職を求めている方からの就職先の選択に当たっての相談のほか、既

に就労されている方からの労働環境に関する相談なども寄せられ、多岐にわたる相談内容に対応するために、

国の機関である労働基準監督署や、都の機関である労働相談情報センターなどと連携しながら、丁寧に進めて

おります。 

 このように、就労支援の一環として、就労を希望する方々 の相談の中で、新しい働き方として労働者協同組

合について周知、情報提供を行ってまいりたいと考えます。また、起業相談窓口の施設についてでございます

が、労働者協同組合は中小企業ではないこと、組合の相談窓口は東京都であることなどから、区として専用の

相談窓口は設置せず、ワークサポートめぐろでの就労相談や、商工相談所における経営相談などの中で、組合

設立を御希望する方に都の窓口を御案内してまいります。 

 いずれにしましても、労働者協同組合としての新しい働き方の周知と、組合設立を考える方の相談に対して、

都と連携を密にしながら、丁寧で正確な対応に努めてまいります。 

 

 

2022 年 2 月 24 日  東京都大田区議会  庄嶋孝広議員（立憲）  質問  

 次に、協同労働の地域課題解決への活用について取り上げます。 

 出資、経営、労働が一体化した働き方である協同労働は、雇われて働く雇用労働に対比される働き方です。

これまでもワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブといった名称で実践されてきましたが、令和2年12

月に成立した労働者協同組合法により出資の形態を取る初めての非営利法人である労働者協同組合が法制化

されました。いよいよ今年10月1日から施行され、名実ともに協同労働の法人格として選択できることにな

ります。 

 大田区議会には、いまを遡ること14年前の平成20年第2回定例会で、陳情採択を受けて、協同労働の協

同組合法（仮称）の速やかな制定を求める意見書を国会と政府に提出した歴史があります。そのような歴史も

踏まえ、また、労働者協同組合法が議員立法により全会一致で成立した経緯も踏まえ、昨年11月には、自民

党の湯本議員、公明党の田島議員の呼びかけで勉強会も行いました。大田区議会でも一致して、労働者協同組

合法の普及啓発の後押しができればと考えます。 

 私自身も、法成立前後から、区内外の協同労働の現場の見学を重ねてきました。区内でも児童館、放課後ひ



35 

文責：立憲民主党事務局 

ろば、老人いこいの家など、区施設の運営、放課後等デイサービスの運営、 ユニークなところでは、廃食油か

らバイオディーゼル燃料を製造する事業などが協同労働により行われています。みんなで出資し、話し合って

意見を反映し、助け合って働く協同労働で最も大事にされるのは話合いです。団会議などと呼ばれますが、そ

の話合いの様子も区内外の現場で見学しました。港区の保育施設を受託運営している職場では、働く人が自分

たちの職場のあり方を決めることで、子育てと仕事の両立に配慮した働き方を工夫しています。また、障がい

やひきこもり経験のある方が、それぞれの特技を生かして働く場にもなっています。働くことで自信がつき、

自分から提案もするようになり、ご家族が驚くほど表情が明るくなったそうです。ブラック企業など、人が大

切にされない職場が問題となる中で、個々 の人を大切にする多様な働き方を追求する方法にもなっています。

また、大田区政の柱である地域力の観点で見ますと、労働者協同組合は、非営利の法人として地域課題の解決

を志向しており、区民活動団体としての側面を持ち、区民協働を支援する仕組みや施設の対象として積極的に

捉えていくべきと考えます。 

 昨年の第44回定例会で、労働者協同組合法の区政発展の可能性について湯本議員が質問された際にも、地

域活動の担い手として新たな選択肢、新しい住民自治につながる可能性といった答弁もなされています。 

 そこで、地域力の観点で改めて伺います。労働者協同組合、また、任意団体や別の法人格で協同労働に取り

組む団体についても、大田区の地域力を構成する主体として捉えることが必要と考えますが、いかがでしょう

か。 

 ところで、労働者協同組合や協同労働については、大田区のどのような分野で活用できるのか、なかなか想

像がつきづらいのも事実です。その問いに対するヒントを探るべく、今年の1月6日と7日、会派で広島市視

察を行いました。広島市は法制化以前から、高齢者の就労を目的として協同労働を地域づくりに活用してきま

した。中間支援である協同労働プラットフォームの伴走型支援や立ち上げ補助金の下、平成26 年度からの8

年間に26の協同労働団体が立ち上がり、約300人の市民が参加しています。中でも26団体中12団体が生活

支援、10団体がサロンに取り組んでいることがわかりました。現場訪問をした2団体のうち、安佐南区の「び

しゃもん台 絆くらぶ」は、町内会などが構成団体となっている学区社会福祉協議会をベースに、有志が出資

して立ち上げた協同労働団体です。住民からの依頼により網戸、障子の張替、庭木の剪定、通院や買物への付

添送迎サービスなどを提供しています。コロナ禍の中でも事業が停滞することなく、ワクチン接種の予約代行

や送迎なども行ってきました。これらを有償ボランティアで行っており、利用者が支払う代金の8割を作業者

の、2割を団体の収入とすることで運営しています。お金をとると利用が進まないのではと思われますが、実

態は逆で、お金を払うことで、依頼する側は気兼ねがなくなり、依頼される側も気持ちよくやりがいをもてる

ようになったとのことです。もともと学区社会福祉協議会には、ボランティアバンクのしくみがありましたが、

年間僅か10数件の利用だったのが、有償ボランティアとすることで年間600件以上の利用に増えたとのこと

です。 

 もっとも、法制化により労働契約が必要となった労働者協同組合とは異なり、有償ボランティアという、い

わば労働未満の取組みです。現地訪問したもう一つの団体である、安佐北区で生活支援やサロンを行う「タン

ポポのわたげ」でも聞かれたように、今後も有償ボランティアによる事業を継続する団体も多いと考えられ、
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法制化後も任意団体による協同労働が併存することが予想されます。逆に、有償ボランティアだからこそ、広

島市の介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体のサービスの位置づけとなっているものもあります。現在、

大田区における総合事業の住民主体の生活支援は、大田区社会福祉協議会の「絆サポート」のみですが、地域

共生社会の実現のためには、今後、住民自身がマネジメントする住民同士の互助的な活動を増やしていくこと

が肝心ではないでしょうか。現行のおおた高齢者施策推進プランでも、高齢者の在宅生活を支えるため、ボラ

ンティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業主体が生活支援サービスを提供する体

制整備を進めるとあります。 

 そこで、大田区で協同労働を役立てる方法の提案も兼ねて、最後に伺います。多様な主体が参加する形で、

高齢者の生活支援体制を整備するに当たり、協同労働も一つの方法になると考えますが、いかがでしょうか。 

 今回は、地域力推進や福祉の観点で、労働者協同組合や協同労働について提起してきましたが、海外ではオ

ーナー経営者が会社を廃業するに当たり、従業員が出資して会社を買い取り、事業承継するワーカーズバイア

ウトの例もあり、産業経済などにも関係します。今後、区でも部局横断的に理解を進めるとともに、区民が学

ぶ機会も設けていただきたいことを要望し、私の質問を終わります。 

答弁：地域力推進部長  

 私からは、労働者協同組合等に関するご質問にお答えいたします。労働者協同組合法に基づく労働者協同

組合は、多様な就労機会を創出するとともに、地域の需要に応じた事業が行われることを促進し、それによ

って持続可能で活力ある地域社会の実現につなげることを目的としています。労働者協同組合や同様の趣旨

から、協同労働を行う任意団体等についても、地域課題の解決の新たな担い手として地域力を構成する一翼

となることが期待できます。区内では、自治会・町会、ＮＰＯ法人、一般社団法人、社会福祉法人、ボラン

ティア団体など、様々 な形態の区民活動団体が活動をしています。それらの多様な主体が連携、協働するこ

とによって、地域力を向上させ、地域課題の解決につなげることは重要であり、今後も労働者協同組合法や

協同労働の事例について情報収集し、研究してまいります。 

答弁：福祉部長  

 私からは、高齢者の生活支援体制の整備に関するご質問にお答えいたします。区は、平成30年度から地域

ささえあい強化推進員を配置し、様々 な事業主体が高齢者の生活を支える地域づくりを推進してまいりまし

た。現在は、大田区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターと一体となり、直接地域に足を運びなが

ら、高齢者の生活を地域が支える生活支援体制整備事業の推進に取り組んでおります。また、住民主体の訪

問型サービスとして、絆サポートを実施し、地域のボランティアの方々 のご協力の下、生活支援サービスを

要支援に認定された方などに提供しております。利用実績は毎年増加しており、事業のさらなる拡大に向け

て、大田区社会福祉協議会と連携し、担い手となるボランティアの拡充に努めております。ご質問の協同労

働につきましては、高齢者の就労の創出や多様な主体が高齢者の生活を支える体制整備に向けた一つの方法

になると捉えており、関係部局と連携を図りつつ、今後も調査、研究に取り組んでまいります。 


