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●これまでの労働者協同組合の事業領域●

●子ども・子育ちケア
保育園、学童保育、児童館、放課後等デイ･･･

●共生ケア
高齢者介護、障がい者介護、高齢障がい者施設･･･

●自立・就労ケア
生保・困窮者支援、若者支援、就労支援、自立援助ホーム、職業訓練･･･

●協同組合連携
建物管理、清掃、ハウスクリーニング、物流･･･

●地域生活産業
配食、食堂、BDF、住まい、環境保全型(農業、小農、林業、緑化)･･･

●その他
市民活動センター､コミュニティ施設､複合施設､フードバンク､子ども食堂･･







みんなの

コミュニティ・地域・社会を

みんなでつくる

本物の公共づくり









労働者協同組合法 第一条（目的）

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。



●労働をめぐる社会的な課題●

第1条（目的）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・・・

①労働と生活の調和（ワークライフバランス、ライフワーク）

・時間をめぐるアンバランス ・それぞれの価値基準の乖離 ・それぞれ与え合う影響と関係

②意欲や能力に応じた働く機会（ディーセントワーク・・・働きがいのある人間らしい仕事）

・こころよく働きたいという意欲の委縮 ・それぞれの能力・個性が活かし合える職場の喪失

・非正規労働の増大（労働の商品化・部品化）

③「はたらく」ことの意味の喪失・空洞化

・お金に換算する労働の支配 ・生活の中や地域の中にある「働く」の喪失



●労働者協同組合の目的(共益×公益）●

第1条（目的）・・・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

要に応じて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

①多様な就労機会の創出

・一人ひとりの個性の尊重 ・組合員の個性が発揮される職場と仕事づくり ・活かし合う関係

②多様な地域ニーズに応じた事業

・地域で必要とされているニーズを拾い上げる ・くらしと地域のあり方からニーズは生まれる

・地域の力を事業に活かすことは、上乗せするテーマ

③持続可能で活力ある地域社会の実現

・持続可能性を担保する価値形成 ・活力ある地域社会とは「自治」と「協同」がベース



●現状と目的から基本原理の意味を深める●

第1条（目的）・・・く組合員が出資し、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

■基本原理は三位一体・・・民主主義（自治・対話・協同の体感）を探求する
①出資
・一人ひとりが主人公であり主体者である、かつ出資額の多寡にかかわらず一人一票
・元手となる資金(資本)を出し合い、個人のお金をみんなのお金として扱う

②意見を反映
・最も核心点であり、対話の重要性を示している。しかし、本当にみんなが心から「本音」を出
し合えるか、意見が対立した時にどう折り合うか、その実質が重要

③従事
・単に仕事に就くだけではなく、どう働くか、こそがポイントであり、前提条件として出資・意見反
映がある。しかし、「どこに向かって働くか」を共有し共感しあう関係こそが重要



●基本原理の要としての「意見反映」●

■特別に重視された「意見反映」原理
①定款において「どのように意見反映を行うか」を明記する必要がある

・組合員の意見を反映させる方策についての規定（第29条 定款記載事項）

②総会において、理事は「どのように意見反映を行ったか」を報告する義務を負う

・理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させるための方策の実施の状況

及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。 (第66条 総会への報告）

③組織運営のあらゆる場面において、「意見表明」できる環境が問われる。しかしこれは、しくみや

場だけでは完全に保障できない。必要なのは「信頼関係」

④「話し合い」は決めるだけでなく、様々な思いや課題・可能性を「分解」し再構成すること

それは、一人ひとりが自分を解き、解かれた糸を集め編み直す作業

採用されなかった意見にも魂が宿り、種となってその場に根づき、未来に芽吹く可能性を持つ



●労協法のしくみのポイント●

・出資者の４/５は働く人、働く人の３/４は出資組合員

・一人一票の共益権を行使し、労働条件や事業計画・利益処分などを「組合員」で決める

・自分たちで選んだ代表者と「労働契約」を結び、労働者として法的保護を受ける

・出資配当なし（非営利）。従事分量に応じた配当は可

・剰余金の法定積立（準備金10％、就労創出等5％、教育繰越5％）

・事業制限なし（持続可能で活力ある地域づくりに資する事業、人材派遣業不可）

・届け出で設立（準則主義、3人以上の発起人）

・理事会必置、小規模組合での組合員監査会の特例

・行政の監督（都道府県）、連合会は厚生労働省。監督は同時に周知・活用などの責務も伴う

・公布後2年以内施行、組織変更特例措置（3年、NPO法人の残余財産引継）

・施行から5年後に見直し



●私たちの基本的な目標●

■労働者協同組合の広がり以上に、その事がもたらす効果にこそ、この法制化の目標がある

自治と協同、連携・共生といった事実と実態を広げ、これを社会の基本原理となしていく

■「協同労働」という言葉はこの法律にはない。しかし、与党WTの出発は「協同労働の法制化に

関するワーキングチーム」。したがって法案は、実践に裏打ちされた「協同労働」の文化を基盤とし

ている

■法制化を契機とする私たちの基本目標は、労働者協同組合を増やすとともに、「協同労働」を

社会全体に広げていくこと。 労働者協同組合の拡大≦協同労働の社会的普及

・「協同労働」を最も有効に持続的に機能させるしくみが「労働者協同組合」

・一方で組織や法人の種別を超えて、日本社会における「働く」ことを「協同」化していく



●労働者協同組合法を新しい社会づくりに生かす展望●

■「協同労働」とは、「働くこと」の意味を問い続ける営みであり、「働くこと」が喜びや楽しみ、感動
や感謝を呼び起こし、快く暮らし生きることへと結んでいく営み

■「持続可能性」を危うくしている様々な要因は、「今だけ、金だけ、自分だけ」といわれる人々の
所作に表れている。今だけではなく未来を見つめること、お金に価値があるのではなく本当に価値
ある物事を見定め価値づけること、そして生命は絶えず相関し連鎖しながら、相互総体が大きな
循環の中で成り立っていることを事業活動の中から実感し実現していくという、壮大でありつつも
希望に満ちた運動として発展していく時代

■これまで私たちに染みついている様々な常識をいったん解体し、生存の基盤を資本や市場の論
理に委ねないために、ケアと1次産業を徹底して重視しつつ、これを公共の財産（コモン）や富と
して共有していくコミュニティづくりを意識的に進める必要がある。

■労働を自然に向けるとともに、共生・共存・相互扶助など、関係のあり方を重視する経済に編み
直していく挑戦。お金の流れを変え、時間の概念を捉え直し、自然と人間の関係を結び直し、
ひいては極端な富の偏りをはじめとする格差を是正することにつながる



基本戦略は「協同(労働)」の文化を高め広げる！

「協同労働」とは、「協同の関係」で働くこと

人と人、人と仕事、仕事と地域などを「協同の関係」に転換し、

「チームワーク」｢ディーセントワーク｣「ライフワーク」「エシカルワーク」を

一体的に追求する「デモクラティックな働き方」

それは、「協同」のあり方とその意味を探求すること、

協同労働は完成のない探求、民主主義のプロセス！

そして、「協同の探求」を「協同組合をつくる」経験と重ね、

職場・仕事・地域づくりの中で、自治的・民主的に

本物のコミュニティづくりとその経済のあり方を具体的に編み出していく



ワーカーズコープは

「協同労働」の探求を真ん中に据えた

自治と民主主義

持続可能な多様性のあるコミュニティづくりの

学校である！



●法施行までの準備と法施行後の当面の課題●

■「協同労働」への関心・期待・希望にふれる

・衆参委員会での質疑…積極的意義と自覚すべき留意点、そして全党全会派の賛同

・40年の実践の格闘の上に

・協同組合をはじめとする様々な人たちの力添えがあって、政治の舞台が回った

・JCA会長、労福協会長からの歓迎と期待のメッセージ

・法制定の反応・・・40～50代、福祉的課題 ➡20～40代、環境・気候・地域・価値転換

・マスコミ報道の反響、SNSからの拡散、各地域のマスコミでの報道へと広がっている

・地方議会での質疑答弁、公制度における行政の責務
…「周知・広報」「相談支援機能」「政策的位置づけ・条例づくり」「予算措置」
…鳥取県・京丹後市での予算措置…「研修｣「学習」「相談」、各庁内で学習会が広がる

・「協同労働推進議員連盟」、新たな協同労働の実践者・支援者のネットワーク（「協同労働推
進全国ネットワーク」）、そして「協同労働推進自治体ネットワーク」づくりへ



●労働者協同組合法と社会的テーマ●

・分断、対立、社会的排除、孤立

・非正規労働者(契約社員・派遣労働・フリーランス・・・)が2千万人を超え、労働者数の約4割

・ディーセントワーク｢働きがいのある人間らしい仕事、尊厳ある労働」の実現のために

・SDGｓ「誰ひとり取り残さない、持続可能な地域づくり」、環境・社会・経済の調和

・地方創生…東京一極集中の是正、持続可能性の高い地域経済

・人口減少社会における「人間らしさ」を育む社会の問い直し…若者や子どもたちの学び・育ち

・ポストコロナ社会における、ローカル・エコ・スロー（LES）なコミュニティを創造する働き方・暮らし

方・地域文化の担い手に

・こうしたテーマから「価値の転換」をおこし、「社会」を解き、「民主主義」と「協同」を編み直す



●ポストコロナ社会のグランドデザイン●

●環境・気候・食料の危機は待ったなし～10年で地球の未来が決まる！●

・持続可能な開発目標(SDGs） ・地球温暖化と地球環境汚染

・貧困・孤立の撲滅 ・環境負荷ゼロエネルギー化（脱化石燃料）

・生活文化の改変(つくって食べる・・・） ・食、エネルギー、ケアを徹底して地域で賄う

・こうした取り組みを進めるための、出会いと仲間づくり、そして拠点が必要！

●地域の「持続性」「可能性」を広げ、価値を高めるために●

・「協同・共生の文化」を社会基盤に ・ LES 「ローカル・エコ・スロー｣を追求する

・グリーンケアコミュニティ(GCC)…「グリーン」(生命)、「ケア」(関係)、「コミュニティ」(多様性)

・特に「エネルギー」(環境負荷の少ない）「経済」（豊かさの実感）の価値転換

主体性・当事者性と自然も含む関係性を育む体験的な「学び」と「ケア」

決定的な「子ども」「若者」の「主体的」「対話的」「体験的」な学びの経験



●労働者協同組合法を新しい社会づくりに生かす課題●

■連合会というプラットフォームを通じた「交流」「相互支援」「共有財産」「相互監査」

■「地域の資金」を集め活かす

経済を大きくするための金融機関ではなく、「地域」を豊かにし、経済の「地域循環」を志す「地

域・協同」を大切にする金融機関とともに、労協法の活用と協同労働の普及を探求する

信用金庫、労働金庫、市民バンク、コミュニティ財団

■「地域の資源・資産」を活用する（継業の促進、コミュニティ就労推進条例なども含めて）

自然、文化、歴史などの地域資源、経済の尺度ではマイナスとされる資産を、「持続可能性」

「活力」を焦点に、福祉・教育・健康などどかけ合わせながら、プラスに転換する

また、お金と市場に支配されない場所としくみを生み出す

■ワーカーズ法未満の組織のスタートアップを支え、育ちを促する(広島市協同労働プラットフォーム）

■他の法人からの転換、他法人での協同労働の導入

3年間の移行措置、協同労働の職場づくりのレクチャーと交流



●労働者協同組合法を活かす分野・テーマの数々とその掛け合わせ●

■「完全就労社会」
・就労困難な人々の仕事づくり・働く場づくり
・新しい職業訓練、既存の職業訓練のアレンジ、中小企業の職場づくり支援、学校における働く学び

■「多様な学び・育ち」
・「主体的・対話的・深い学び」「体験・体感」を重視する学びの場づくり
・「オルタナティブ・デモクラティック」な学びの場づくり…フリースクール、ホームベースドエデュケーション、森のようちえん・・・

■「地域自治」（継業の促進、コミュニティ就労推進条例なども含めて）
・「小規模多機能自治推進」のツール、「コミュニティ就労支援条例(仮）」の検討、地域文化の継承と新たな位置づけ

■「地域福祉」
・地域共生社会と包括的・横断的な福祉実践、施しの福祉から双方向で広がりを持った「ケア」へ

■「地域環境・産業」
・第1次産業の本質的な位置づけ直し、掛け合わせ(×教育、福祉、健康、文化…）
・気候危機と防災を重視する産業（自然・再生・循環型のエネルギー、小農・小規模林業、非市場・非貨幣空間）

■「新しい経済」
・大きさから循環へ、身近な資源の活用循環、手作り、贈与、コミュニティづくり
・継業と地域資源の保全・継承・活用

■「若者」「女性」「高齢期」
・新しい働き方による活躍の場づくり、子ども若者の未来創造、ジェンダーギャップ解消、高齢期の位置づけ、「価値転換」





コミュニティ経済創造協議会
自治体、経済団体、農業団体、協同組合、地域金融機関（信用金庫）、
社会的企業、社会福祉協議会、NPOなど、賛同者で構成
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地域応援団

クラウドファンディング
ソーシャルボンド

国・自治体
• 困窮者窓口などからの

つなぎ
• 情報提供
• 資金提供

- 森林環境税
- ふるさと納税
- 休眠預金 など

コミュニティカフェ・地域活動
子供食堂・フードバンク・サロン・ボランティア活動
地域の今と未来を話し合う地域懇談会やワークショップ

生活文化セミナー
地域の文化を学び、

地域の新しい文化を創る

職業訓練
自分たちで地域循環する
困りごと解決する仕事お

こし
必要とされる資格等訓練

資金調達
ふるさと納税・森林環境贈与税

クラウドファンディング
ソーシャルボンド

緊急雇用
コロナ禍による失業者への

しごとの提供
地域で
はたらく

協同プラット
フォーム

ネットワークづくり・横の協同づくり
横の協同とつながりづくり、グループ形成

持続可能な地域づくりを支えるネットワークを広げる
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放棄林 耕作放棄地

活
動
拠
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若者 地域活性化・
地域づくりの主体
ボランティア・プロボノ

ケア・農家生活の
支援を必要とする人たち

失業・孤立外国人
コミュニティ就労
社会参加

自治会・町内会・
商店街



■持続可能な地域をつくる「みんなのおうち」・協同労働プラットフォーム

SNSを活用した

住民同士の支え合い

居場所や活躍の場づくり

（地域連帯ワーカーズ）

困り

ごと

ワーカーズコープ

やってみ

たい
もった

いない

・地域支援コーディネーター

・生活困窮者相談窓口

国・自治体・社会福祉協議会

企業・商店・生協・農協・

信金・ロータリークラブ等

第1層：つながり

第2層：居場所

第3層：仕事おこし

●タブレット等物品購入支援

●通信費支援
●補助金などの活用

●寄付金受付窓口
●場所の紹介

―空き家・空き店舗・遊休地等

資金支援

●就労体験

●資金支援
●食材提供

●CSR・ボランティア活動

地域住民・学生

●寄付

●ボランティア活動
●仕事おこし

●個別支援

●多重課題の解消
●個人と団体・地域をつなぐ

共同農園

農福連携・

障害者就労

直売所

コミュニ

ティカフェ

スマホ・

パソコン教室

＜第１層＞

SNS等で困りごとを共有・発信

自分に出来ることを出来る時に。

＜第２層＞

地域連帯で居場所や活躍の場づくり

＜第３層＞

持続可能な仕事おこし…ともに働く

3人集まれば届け出だけで、ワーカーズコープ

生活支援・

暮らしのサポート

応援団

団地・自治会・町内会

子どもの居場所・

学童保育・小規模

保育

フード

パントリー

子ども食堂

ポールde

ウォーク

当団体（センター事業団）
●コミュニティ事業の立上げ

●人材育成
●運営ノウハウの提供

みんなのおうち

相談機能





働きづらさを解消し、共に働く 「コミュニティ・ワークプレイス」の開発モデル



●「非市場」「非貨幣」の場づくりへの試行●

●「子ども食堂」×「子ども畑」×「子どもバンク」●
・みんなで作ってみんなで食べる ・小さな循環をコンポストバック(堆肥）と畑から

・フードバンクを子どものために機能を広げる…制服、教材、本…

貨幣がすべてを支配する経済ではなく、贈与や交換の経済へ

●地域の中の多様な「コミュニティ」創出●
・個人と社会の間をつなぐ「コミュニティ」

・画一的で同調圧力が高いコミュニティから、ゆるくつながり創造性が発揮されるコミュニティ

・「複数のコミュニティに関わり、集まりを変えることができるのが、

生きものの人間としての特徴である」（京都大学総長の山極寿一）

●共存・共生の｢コミュニティ」「生態系」を人間として深めるのが「コミュニティケア経済」●



〇資本に左右されない、マイノリティなど労働情報を提供する記者と読者による労働者協同組合

既存の労働雑誌の廃刊に伴い、「アンフィルターコープ」を立ち上げる

ジャーナリストや読者が出資し、特定の資本に左右されず、運営に関わるメンバーが平等の発言権を持って意思

決定に参加することができる協同組合の形を選択

マイノリティやコミュニティが直面する課題を掘り下げ、解決を見出して政策に繋げていけるよう、草の根の生活に

密着した視線で報道とエンパワーの拠点に

〇労働者協同組合を掲げ、治療に留まらない予防を含めた地域医療を目指す歯科

労働者協同組合による運営を目指して、10年前に病院から3人で独立

患者からの要望及び資金提供で現在4ヶ所の事業所を持ち、利用者が主体となって運営するサロンづくり等にも

取り組む

医者、歯科衛生士、事務の職員が、職種に関わらず、患者の治療について話し合い、また各事業所の経営や

自分たちの労働条件について話し合う。法施行に伴い、5年以内の移行を目指す

●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



〇共同売店の立ち上げから複合的な事業展開を労働者協同組合を含めて検討

小学校跡地で共同売店の立ち上げから地域運営組織を設立

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）、トレッキングなど地域活動を展開

文化研究所、自治体職員、ワーカーズのメンバーらが集り、映画「ワーカーズ被災地に起つ」など視聴するなど協同

労働を深めている

〇公共空間・庭の設計・まちづくりを担う株式会社による住民組織の労働者協同組合づくり

都内線路跡地再開発によって生まれた緑地スペースの利活用

緑地管理や園藝にまつわるイベント等を行うコミュニティをワークショップを繰り返し、昨年3月に地域の緑や園芸が

好きな方々で老若男女48人で構成する組織を設立

鉄道会社から植栽管理の業務委託も請け、各種イベントを通して住民の関係づくりやまちづくりを目指すにあたり、

協同労働に共感し、ボランティアから労働者協同組合の検討へ

●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



〇鍼灸マッサージ師のグループが安心して働ける仕事を目指し労働者協同組合づくりを検討

35年前に30人の仲間で、広く国民が鍼灸マッサージを安心して受けれるよう、医療保険適用を目指し設立

一般社団へ転換。国家資格であり、医療として認められているのに、健康保険の適用が一部しか認められていない

現状も改善したい

労働者協同組合法の新聞報道などを見て、この法人になることで、当初の理念を実践する地域の拠点となり、社

会保険や労災を適応するなど若者が安心して働ける場を目指す

〇尊厳ある労働を目指した、社会保険労務士や行政書士のグループが労働者協同組合を志向

90分圏内に居場所を作り、都市と農を結び、３割はお金に依存しない自立した生活を目指す事を掲げたグループ

2015年に発足。埼玉で野菜を作り、浅草の店舗の軒先での野菜販売から始まり、現在は空き店舗で協同労働

によるカフェも運営し、神社と協力し、子どもたちと稲や野菜づくり

税理士・行政書士として、長年従業員の「人間性尊重」を重視し、やりがいをもって働き続けられること研究

●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●







■農福連携： 厚労省、農水省、JAグループが推進。農水省農村振興局
農村計画課とワーカーズコープの懇談も実現



〇小学・中学・高校の不登校生徒数は231,372人（2019年度）

小学生53,350人（0.83％）、中学生127,922人（3.94％）、高校生50,100人（1.58％）

ここ5年間で小学生はほぼ倍化、中学生は3割増

教育の市場化、教職員の非正規化、少子化、市場化

背景にある工業化・都市化・画一化と公共の危機

〇学びと育ちのあり方を転換する運動と連動した大きな立て方と連携のあり方
学校とは何か、学びとは何か、子ども・若者期とは・・・

子どもたちと学びの困難・教職員の困難・学校の困難を、地域・社会の困難として位置づける

困難の中にこそ、目指すべき指針が存在する

事態を着々と変えるために、時代の風を推進力に転換する

事態の「主体」から、運動の主体をどう広げるか…全日自労の「民主的改革」と「失業者闘争」から考える

●多様な学びと、それを支える社会のしくみ●



●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



●新しいワーカーズ・協同労働組織の可能性●



兵庫県・但馬地域

ワーカーズコープ

センター事業団

但馬地域福祉事業所

Next Green 但馬





但馬地域福祉事業所
• コウノトリで有名な豊岡を拠点とする
但馬（兵庫北部）エリア

• 海の京都として知られる京都府京丹後市

豊岡市

京丹後市



但馬・丹後での『協同労働』の取り組み

（パーソナルサポートからは
じまった困窮者支援が１４年
度から本格化。社会的孤立
者が就労体験を通して役割
を生み出す居場所）
農作業：田んぼ、まこもだけ
山仕事：しいたけ、竹林整備
内職作業

（若者から始まり、総合福祉
拠点を目指す事業所の原点）
サポステ豊岡

就労体験によ
る居場所づくり
「ひまわり」

若者サポートステーション豊岡

ワーカーズコープ

但馬地域福祉事業所
（兵庫県豊岡市）

生活困窮者支援

（兵庫県郡部の生活困
窮者支援）
自立相談支援
就労準備支援
・海岸清掃
・足湯清掃

（若者の居場所から地域
の「居間」へ）
農業：コンニャク
工芸：松ぼっくりアート、

つる細工
海岸清掃
だんだん喫茶
※地域活動支援センター

（協同労働の小規模・環境
保全型林業を行い、森の百
業を目指す）
間伐、搬出
作業道づくり
山まとめ
子どもの野生復帰

Next Green 但馬

森の学校「だんだん」

ひととわ
（京都府丹後エリアの
ひきこもり支援の窓口）
出張相談、訪問支援、
居場所（かえでのわ）



2009年 2011年 2013年 2015年 2017年 2019年 2021年

今に至る経緯

サポステ開所 県の困窮者支援
と連携

若者が活躍する場

訓練（担い手育成）

但馬ならではの訓練を
基礎自治体とともに県へ提案

公共訓練（新エネルギー）

若者が
師匠に

新エネルギー訓練の元訓練生と
ともに地域に貢献できる林業を開始

NextGreen但馬（NGT）

地域交流と
人材育成の場に

地域活動支援センター

地方創生×
困窮者支援

社会的孤立者の
役割と居場所をともに創る場

就労体験による
居場所事業

子どもの
体験的な学びへ

地域の賛同者と
事業実現へ検討

森のようちえん構想

子どもたちの自然を通じた
新たな学びの在り方の模索

自然の価値を
次世代へ繋ぐ

自然体験イベント・子どもの野生復帰



兵庫県但馬地域における協同労働運動の経過

2006年 「いま『協同』を拓く全国集会㏌兵庫

2009年 地域若者サポートステーション豊岡開所

2010年 職業訓練開始

2012年 廃食油回収・BDF精製開始、基金訓練（新エネルギー）

2013年 Next Green 但馬（NGT）開始、地域活動支援センターだんだん開始

2014年 京丹後市生活困窮者自立支援開始

2015年 兵庫県生活困窮者自立支援開始

2016年 NGT子どもたちの森の体験イベント開始

2018年 京都府「ひきこもり」支援事業開始

2019年 豊岡市「子どもの野生復帰事業」実施、BDF事業休止

2020年 豊岡市「加陽水辺公園サウンディング調査」提案、地域おこし協力隊受入公募

2021年 地域おこし協力隊受け入れ、「加陽水辺公園利活用事業」選定



兵庫県の公共職業訓練

「新エネルギー・環境コース」

• 「自伐型林業」「小水力発電」「ＢＤＦ」を学ぶ

• ２０１２年１０月から２０１３年３月までの5か月間

• 今までにない訓練を県に提案 その他分野に

• 豊岡市からの推薦書を添えて企画書提出

• 訓練生５名で実施





NextGreen但馬の活動内容
①間伐

密集した植林地で樹木の発育を助ける為に一定の割合で木を
切っていきます。
その際曲がっている木や、二股になっている木を優先的に間
伐し、良い木を残します。皆伐（山全体の木を全て伐採するこ
と）など風害や土砂災害のリスクが高い伐採はしません。

②作業道づくり
山で作業する為の作業道をつくっています。

道の切り高は１．５ｍ～２ｍ、幅員２．５ｍ～３ｍまで。地形や
地質、水の流れに合わせて崩れにくく長期利用の出来る道を
作ります。作業道を作る際、支障となる木を伐りすぎない様心
がけています。



NextGreen但馬の活動内容
③竹林整備

植林地へ広がってしまった竹の伐採や竹林の整
備を行っています。放置すると、どんどん竹が増
えてしまいます。

④危険木の伐採

依頼を受けた危険木の伐採を行います。木の先端にロープ
をかけて上から順に伐り落として行きます。



NextGreen但馬の活動内容

⑤山の資源の活用

間伐材を薪に加工し、販売しています。現在主に
キャンプ場へ出荷しています。

間伐、除伐で出た木材を木工品として加工しています。
地元の旅館には体験・販売コーナーも設置しています。
その他林産物として梅の販売も行っています。





NextGreen但馬の活動内容

⑥山への理解を広げる・深める活動

エコストーブづくりや森の健康診断、森の観察会
など山への理解を深めてもらう活動にも取り組
んでいます。



サポステの若者が師匠に
• やりたいことがないとサポステに来た若者が、循
環型産業を学ぶ訓練に参加

• 「NextGreen但馬」立ち上げメンバーに

• 実習生を受け入れた際にその論理的な言動と
面倒見（？）の良さから「師匠」と呼ばれる

• 林業訓練を開講した際は、本当に師匠として
座学と実習を立派にこなす

• 今では立派な山男へと成長しています



森の博士になろう

県の職員も完全ボランティアで参加

集落総出の豚汁づくり









テーマ
“自然を活かした体験的な学び”

×
“小 規 模 多 機 能 自 治”の拠点化



利活用の将来構想イメージ図



事業構成の考え方

体験から主体的・協同的に学ぶ

内容を固めすぎない。
「今ここ」を観ながら地域とともに創る

生きる力
を育む

変化し
続ける

体験
学習

アクティブラーニング
ホリスティック

オープン
リソース

学ぶ⇒
楽しむ

すべての
人へ

SDGｓ
持続可能な
開発目標

生まれたアイディアやノウハウは、
みんなで共有し活用

参加
完成型

興味のない人を自然とつなぐために、
「教える」のではなく、まずは、「楽し
む・親しむ」から

そだつ

つながる

つたえる

障がいの有無にかかわらず、自然と
親しみたい全ての人がアクセスできる
在り方をともに目指す



体験型プログラムの開発

Step1(乳幼児期）
ふれあう・楽しむ

Step２(小学低学年期）
関心を持つ・気づく

Step３(小学中～高学年期）
調べ・行動する

Step４（中学校期）
考え・判断する

Step5（高校大学期）
参加・行動

Step６（成人・高齢期）
伝える

森のようちえん

プレーパーク

木工教室

市民ボランティア・
指導者育成

自然調理体験

ビオトープ・沢
づくり

体験農園



3.自然を活かした“体験的な学び場”

としての利活用
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ 

イベント 

森に人が集まる 

●森のようちえん 

●プレーパーク・ 

自然体験イベント参加者 

●地域の協力者 

キレイな森が増える 

森に関わる 人が増える 

間伐材を活かした 

木工品の制作・木工体験 

森林整備・整備体験 

森についての興味 

～森、川、湿地の環境全体を
活かした体験的学びの展開～

次世代に遺す山づくり
→次世代に遺す「自然」と人間の関係づくり



①自然体験を軸とした保育、森のようちえんの設立

～子どもたち自身が主体的に活動し、自然の中での

多様な遊びを通じて生きる力を学ぶことができる保育～

• 自然体験活動を基軸にした保育

• 森だけではなく、野山、里山、田畑、海、川、公園

など自然を全体をフィールドとした保育

• 決められた時間、保育内容で行動するのではなく

子どもたちが主体となって活動する保育



活動内容

〇毎日森、川、湿地、田畑など屋外のフィールドで

自然体験を主体とした保育を行う

〇月1回野外調理を実施し、食育の時間を設ける

〇季節の行事も取り入れ、入園式、卒園式、誕生

会なども出来る限り屋外で実施する

〇地域の人たちが暮らしや生業を子どもたちに伝える



森のようちえんの1日スケジュール

9：00～ 朝の会 子どもたちで活動

フィールド・やりたい事を決める

9：30～ フィールドへ移動

屋外での活動

・森散策 ・森で基地づくり

・畑作業 ・川遊び

・湿地で生き物観察、泥んこ遊び

12：00～昼食・片付け

14：00～片付け

14：30～園舎着

15：00～おやつ～18：00 随時お迎え



②子どもと保護者を対象とした遊び体験と学びの場 プ

レーパークの開催

～禁止事項をできるだけなくし「自分の責任で自由に遊ぶ」

ということを基本に何でも自由な遊びができる場所～

・0歳～18歳までの子どもとその保護者が対象

・公園内の禁止事項や決められた遊び方に縛られず

子どもたちのやってみたい！を実現できる遊び場

・遊びを補助し見守りをしてくれるプレーリーダーが

常駐するため、安心して利用してもらえる



活動内容

〇年間12回、概ね月1回程度開催

〇各回森、川、湿地とフィールドを変えて実施

〇自由遊びの他、プレーリーダーが準備した遊びで遊ぶ

活動例 ・川遊び

・湿地で生き物観察、泥んこ遊び

・森で基地づくり

・木登り

・手づくりアスレチック

・焚き火 など



③小学生以上を対象とした自然体験イベントの開催

～人と自然の共生を学び感じられる

自然体験プログラムの開催～

・小学生～大人が対象であり幅広い方の参加が可能

・毎回テーマに沿ったプログラムで多種多様な自然

体験イベントを開催

・障がいの有無に関係なく参加できるプログラム開発

・市内外、または都市部へも広く広報し関係人口の

拡大が期待できる

・企業の研修やCSRの場、地域留学の受け入れなど
1他の自治体の財源と連携した取り組みも可能



〇年間4回程度開催

活動例

・環境学習

・森林、竹林、湿地の整備体験

（間伐、竹林整備、遊歩道の整備、ビオトープ、沢の整備等）

・整備体験によって伐り出された材を使って制作体験、調理体験、遊び体験

（木を使ったおもちゃ制作、竹を使ったキャンドル制作、竹でご飯、パン焼き等）

・森林を活かしたアスレチックづくり

・森の健康診断、田んぼや畑の生き物調査

活動内容



4.公園に隣接する加陽湿地等との一体的な利活用



5.地域との連携および協同の取り組み

①体験農園で地域の方と

協力した野菜づくり

②近隣小学校へ

自然体験授業を提供



③森のようちえん、プレーパーク、自然体験イベ
ントの連携

④学生との連携



6.芝生広場活用の用途と必要性

～芝生広場に森のようちえんの園舎を建設し

地域コミュニティの拠点に～

・森のようちえんから公園内のフィールドへアクセスしやすい

・園児移動の際の安全が確保できる

・地域と園児・園児保護者の

コミュニケーションの場となる

・イベント時の活動の場や

コミュニティガーデンとしての活用



7.その他公園の利用促進につながる取り組み

①森のステージを利用して

演劇やコンサートを開催

②加陽水辺公園周辺の山を整備して 公園と
しての利用



③木工体験教室の開催や木のトイミュージアム・
おもちゃ博物館

④自然エネルギーを活用して施設 を作り、防
災拠点とする





緊急告知！！

NHK 「クローズアップ現代＋」で、ワーカーズコープ・協同労働を特集！

放送予定；5月26日（水）22時～



日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会ホームページ
https://jwcu.coop/

日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会「環境・気候非常事態宣言」
https://jwcu.coop/2020/02/03/%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%b
b%e6%b0%97%e5%80%99%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e4%ba%8b%

e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80/

新しい働きかた図鑑
https://workstyle.roukyou.gr.jp/

https://jwcu.coop/
https://jwcu.coop/2020/02/03/%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%bb%e6%b0%97%e5%80%99%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80/
https://workstyle.roukyou.gr.jp/



