
*実行委員会ニュース 全体会報告号 

いま、『協同』が創る 2014 全国協同集会 in 九州・沖縄 

協同の力で働く喜び、生きるよろこびを！ 

～ 集まらんですか、語らんですか。平和尊び、生命輝く未来へ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専修大学玉名高校吹奏楽部「 

ベンチャーズ」のオープニン 

グで全国協同集会が開催され 

ました。共同代表挨拶に続い 

福岡県海老井悦子副知事、福 

岡市中園政直副市長より、来 

賓のご挨拶賜りました。 

 

   

韓国地域自活センター協会のオ・ 

サンウン会長と日本労働者協同組合 

(ワーカーズコープ）連合会の永戸祐 

三理事長による協定書の調印式が行 

われました。 

最後に総勢 70 名に及ぶ韓国からの 

代表団が壇上に現れ会場は大いに 

盛り上がりました。 

変わらぬ友好と連帯を誓い合った 

歴史的瞬間に皆が感動しました。 

皆さま、初めまして。ソウル市長の朴元淳(パク・ウォ 

ンスン)と申します。まず、「いま、『協同』が創る 2014 

全国集会 in 九州・沖縄」の開催にあたり、心よりお祝 

い申し上げます。 

この集会は、「協同」をテーマに開催され、全国各地の 

さまざまな取り組みを共有することによって、より良い 

市民社会を創るために設けられた、大変素晴らしい場で 

あると思います。また、本日の集会においては、日本の 

労働者協同組合連合会と韓国の地域自活センター協会に 

よる包括的協同協定締結式が行われると伺っています。 

この集会が、労働者の協同の意識及び自発性を促すと 

ともに、貧困層や障がいのある人・高齢者などの社会的 

弱者の働き口創出につながることによって、貧困問題の 

解決に貢献することを期待しています。 
 加えて、日本の労働者協同組合連合会と韓国の地域自活センター協会の協定の締結による、日韓両国の

経験の共有を通じた持続可能な事業モデルの創造など、両国の労働者協同組合や社会的経済分野の発展に

大きな役割を果たすことと信じています。さらに、こうした交流活動を通じて、日韓両国の市民がこれま

で以上に固い絆で結ばれることと思います。この貴重な場において、お祝いの挨拶を述べさせていただく

機会が与えられたこと、とても光栄に思います。 

なお、先日 11 月 17 日から 3 日間、ソウルで行われた「グローバル社会的経済フォーラム創立総会」に

ご関心と深いご理解を賜り厚くお礼申し上げます。皆様に支えられて、とても有意義に開催することがで

きました。これからもフォーラムの活動を通じてより強い協力体制を築いてまいりたいと思います。ソウ

ル市も生活困窮者のための働き口の創出と地域の再生のために、より一層努力を重ねてまいります。 

最後になりますが、日本の労働者協同組合連合会と韓国の労働者協同組合連合会、そして地域自活セン

ター協会の今後ますますのご発展とご活躍をお祈り申し上げます。またお目にかかれる日を、楽しみにし

ております。ありがとうございました。 

11月22日(土)全体会1,431人・23日(日)分科会 1,505人の参加!! 

 本日、開催の全国協同集会は、1987 年から、ほぼ 

2 年に 1 回、全国各地で開催をしてきました。 

一昨年は国連が定めた「国際協同組合年」というこ 

とで、国連は協同組合が持続可能な開発・貧困の根絶 

・都市農村における様々な経済部門の分野で貢献でき 

る事業体、社会的企業であることを高く評価し、各国 

に協同組合の推進・設立を要請したところです。日本 

でも協同組合の発展を目指して全国で多くの記念イベ 

ントが開催されました。しかしながら、協同組合を重 

視する考え方は現政権になり一変したと思っています。 

政府は JA グループに対して、解体につながるような 

変革を求めているのですが、JA は協同組合であります。本来の改革とは、農家、組合員の暮らしや生活

向上のための組合員の意志に基づいて行うものではあり、民間の一組織である協同組合に対し、一方的

に改革を強制する動きは断じて許されるべきものではない状況であります。JA グループに対する攻撃は

協同組合全体に対する攻撃であると思っております。ICA（国際協同組合同盟）はいち早く反対声明を出

しました。また、現政権は TPP 交渉を積極的に進めております。TPP は農業だけでなく医療・労働・公

共事業・国民生活全体にわたり影響するものであり、アメリカ国内の一部の企業の利益のために私たち

の生活が脅かされてならないと考えております。このように我が国の社会、経済情勢は私たちの暮らし、

生活、地域やコミュニティを無視したグローバル化、経済効率第一主義の攻撃にさらされております。

今こそ、このような現状から脱却するためにも、人間らしい生き方や働き方、これについての真の豊か

さの実現することができるようなきっかけになれればと考えております。今回の協同集会に対して、多

くの団体のトップリーダーが実行委員として、集会に参加をしております。また福岡県や福岡市を始め

とした、多くの行政機関、西日本新聞社などの報道機関の皆さんからもご後援をいただいているところ

でございます。このように多くの団体の参加、後援を受けて、今日政府が進める新自由主義に基づく市

場原理主義に対抗し、この集会を契機に大きなうねりとなり、全国津々浦々に協同運動が広がるだろう

と確信しているところでございます。 

専修大学玉名高校 ベンチャーズ   海老井副知事   中園副市長 



 

 

 

 

 控室で韓国労協連会長と握手する姜尚中氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

姜尚中氏は冒頭に「歴史的危機の時代」の意味を 

どのように捉えるかという事から話されました。 

日本における 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災

と原発事故は、日本の歴史的危機であり、原発事

故であれだけの状況が起こった中、誰も責任をと

らないまま原発を再稼働させようとしている。日

本社会は戦後 70 年を前に大きな変化に差し掛か

っている。そして韓国では、セウォル号の事故が

発生し新興国の優等生と言われてきた韓国と、日

本はまるで合わせ鏡のように危機の時代を国民に

露呈した。 

イギリスのサッチャー政権から始まった新自由 

主義からグローバル経済への流れが、日本や韓国

にも流入する中、社会が痛み、この 20 年は、社 

会的包摂が失われ、困難を抱えた人たちを排除する方向に動いてきた。日本も、韓国も毎年多くの自殺者

が出ている。社会より個人、共生より競争という流れから『公』と『私』の構造的転換が起こっている。   

グローバル化によるマーケットの暴走は止められない、そして「第 4 の矢は戦後レジームからの脱却を

示し、『共に生きる、共に働く』とは真逆の富国強兵型社会の国、社会へとなることを危惧しています。 

まさに「国家が強くなり、社会は弱くなる、富益々富、貧益々貧へ」の構造が生まれている。 

先程、パク・ウォンスン先生の方から、「市民社会」という言葉がありました。もう忘れられた言葉かもしれ

ません。市民が創り出す独自のネットワーク、こういう中で働き、学び、共にいき、ともに支え合うコモンズ

として、人々がお互いに、労働や消費、生産やあるいは子育てや教育、そしてエネルギーなど、人間の生活に

とって不可欠なものを共に考え、連帯し合う、そういう強い社会は実は、人々をより幸せに向かわせるという

ことを我々は歴史的に知っているわけです。国家がどんなに強くても、社会が弱ければ、人々は決して幸福で

はありませんし、また希望というものも生まれなのです。 

協同組合、NPO などの非営利団体の台頭に期待を持っています。現政権下の強い国家づくりによって、

社会は弱められてしまうけれど、私たちは強い社会とそのための拠点を作っていかなければならない。そ

れが『協同』という力で連帯が生出されるならば私たちには、新しい生活スタイルが創られるのであろう。   

本日、パク・ウォンスン市長のメッセージは予想していなかった嬉しい出来事でした。また、日本と韓

国の連帯がこのように進められている姿に感動し、講演内容も変えました。最後に、この全国集会で、こ

こから、この福岡から海を越えた働く者たちの連帯が広がることを期待します。と述べ講演をまとめられ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体会 会場のようす              控室で韓国労協連会長と握手する姜尚中氏 

 
 

【国分ほのぼの児童クラブ】 

「僕たち、私たちは仕事の出来る小学生です」と元気に

発表してくれた 2 人。鶏をしめて食べることを子どもに

させるのを批判する人もいる、という問いに「鶏がだめ

なら、豚や牛だって同じ」と答えた蜂須賀晃星くん。将

来はどんな仕事がしたい？と聞かれて「公務員とか」と

答えた天生目紗帆さん。どちらも会場から暖かい笑いが

起こりました。自然と共に生きる日常の豊かな取り組み

に、会場からは圧倒的な共感がありました。写真右は、

国分ほのぼの所長の岡元ルミ子さん。 

【農民作家 山下惣一さん】 

ほのぼのの子どもたちの日常は、私たちの小さい頃だったら当たり前の

事、今は辛い仕事、汚い仕事、暗い仕事を見えないところでやらせて、お

いしい肉ばっかり食っていて、これが当たり前だと思わせていることが問

題なんでしょうね。政府は農業を成長産業にするといっているが、農業を

辞める人がどんどん増えている中で、それを集めて集落営農、集団化、法

人化をして、どんどん大きくしていくわけです。そこで、経営が発展した

ら、もっと大きいものに吸収されるわけです。そういう農業を再生してい

こうとしている。ところが世界の流れは逆になっていて、農協の会長さん

が 2012 年は国連が定める協同組合年であったことを話されましたが、今

年は実は国連が定めた「国際家族農業年」なんですよ。日本では全く話題

にならない。農文協から翻訳本が出ていますよ。「家族農業が世界の未来

を拓く」と。今の日本の国の方針は、小農を潰して大農場にしていこうと

いう動きがある。農地解放が失敗だったといっているわけですから、農地

法を撤廃して、誰でも使えるようにする。これが「戦後レジームからの脱

却」の１つであり、また昔に戻すということは我々が育ってきた環境から

言えば「反動」ですよね。 

【農と自然の研究所 宇根豊さん】 

戦後になって、資本主義の経済成長から取り残されないために、百姓を資

本主義に合わせるためのリーダー、指導者、学問、政治がいるんだといっ

た風潮がありました。でもこれは問い直されなければいけない。こうした

学問教育の方向性の結果、今みたいな大繁栄と同時に、こんな無様に、こ

んなに情けない社会になったからです。最近、どうやら資本主義も終わる

んだという話が出てきましたね。理由は、日本でいえば人口が減っている。

ヴァーチャルのお金が暗躍して、バブルがはじけて、つぶれる、石油がな

くなる、エネルギーが枯渇する色々ありますが、内側からこれを見ると、

資本主義がこのまま経済発展をする中で、効率を求めすぎて、仕事自体が

くだらないものになって、分断されていく。人間らしい仕事ができなくな

ってしまうのではないかという危機があるんです。人は、俺が俺がではな

く、人間の欲望を捨て去って、百姓という仕事に没頭しているときが、天

地の一員として、自然の一員となっている状況であります。これが人間と

自然の中での一番幸せな関係なのではないかと思っています。 

【コーディネーター 永戸祐三さん】 

今日は、本当の意味で命をつなぎ、命を支え合う社会のあり方を農

業の世界から考えるパネルディスカッションであったと思います。 

   山下惣一さん 

宇根 豊さん 

永戸祐三さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「生きてさえいれば」「助けてを言 

えた時から」笑うことが出来る。 

死の淵をみてきた人だからこそ 

の重みを笑いに変えての「生笑 

一座」のステージに「生活困窮 

者支援の支援を受けた方たちの 

生の声を、初めて聞きました。」 

との感想がたくさん寄せられま 

した。さっちゃんの歌う「シャ 

ボン玉」が心に残りました。

 

【生笑一座の座長 奥田知志さんのメッセージ】 
ただ 1 つの大きな闇は、子どもたちがある日、誰に助けてということもなく、突然命を絶っていく。 

この社会はおかしいと。子どもが「助けて」といってもいいじゃないですか。子どもがいやだったら、

いやだといったらいいじゃないですか。子どもはいやだと思ったら逃げればいいんです。泣けばいいん

です。でも泣くこともできない、逃げることもできない、助けてということもなく、今年の 2 学期が始

まったときも、全国から悲しいニュースが流れました。でも子どもたちがなぜ助けてと言わないのか、

言えないのか。それは大人が言わないからです。この社会全体が禁句のようにしたからです。私たちは

「助けて」と言って、一歩踏み出した人たち、それが一笑一座です。「助けて」と言えた日が「助かった

日」であった。それを体験した人たちです。そういう人たちが子どもの前にいて、大の大人が「助けて

と言って助かったよ」そんな話を伝えに今、全国各地の小学校・中学校を回っています。 

 今年は厚生労働省から自殺対策のプロジェクトに選ばれまして、ちょっとお金がついたんですね。そ

れで 1 月には東京ツアーに行きます。全国の子どもたちに出会いながら、助けてっていっていいんだよ。

生きてさえいれば、いつか笑えるときが来る。死んだらいかん。そういう話を野宿経験をなかなか人前

ではいいたくない話ですが、しかしそれを伝えるために全国回っております。是非、応援いただきたい。 

 今、若者就労支援をしておりまして、NPO 法人抱樸で、出汁巻卵の工房をつくって元不良の青年たち

が卵を焼いていますので、是非ご賞味いただければと思います。 

 

 
 

2011 年 3 月の大震災震災発生後の 7 月にワーカーズコープの仲間と共

に東北復興本部を設立。 

【田中羊子さん東北復興本部 本部長/日本労働者協同組合連合会 専務】 
東北復興本部を作った当初は、何ができるかわからないけど、とにかく仕事お

こしの協同組合が、一番困難なところに身をおいて、被災者の方々と本当に汗

水を共にしながら、はたらく場をつくりたい。そこに挑戦をしようということ

で、取り組みました。今、問われていること、悩んでいることは、ずっと 3 年

半そうなんですが、本当に被災地の人の痛みを我がことにしているんだろうか。

私も経験したことのないような困難にぶつかっています。場所がない、建物が

ない、人が流出してしまって、資格を持っている人もいない。小さな困難がい

っぱい生まれているのに、支える制度がない。自治体は応援してくれるよりは、

新しいことにはストップをかける役割の方が多い。ただそういうときに立ち尽 

くしていると、内部に矛盾が生まれ、対立が生まれ、仲間が疲弊をしていく。だからこそワーカーズコー

プだけの力ではなく、本当に必要としていること、この地域でやりたいことを地域の人たちに訴えて、呼

びかけて、共に協同労働で、人を命につなぐ、「はたらく場」を地域につくりたいんだということを勇気を

もって、言えるかどうかが問われていると思っています。 

 

 

未曾有の震災にみまわれながらも、力合わせ、心を寄せ合いながら復

興に向かう石巻市の「今」を伝えてくださった、石巻市長の亀山紘氏。 

【亀山紘市長】 
東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻市は、人口減少に拍車がかかってお

ります。地域が消滅する危機に立たされていることになります。これからの

まちづくりを進めていく上で、本格的な人口減少社会、そして超高齢者社会

を踏まえて、町の中心にコンパクトシティ化、都市機能の効果を上げる取り

組みを始めています。しかしながら、コンパクトシティ化を進める、拠点と

拠点を結ぶ役割を担う交通は大事ですが、地域包括ケアのネットワークで結

ぶ、住み慣れた地域で住みつづけることのできる高齢者全体を地域全体で支

える街づくりも進めていきたいと考えております。これからも地域のみなさ

んと一緒になって、そして NPO とも連携をとりながら、震災後の新しい社

会づくりに努めていきたいと考えております。皆さんのご支援を宜しくお願

いしまして私からの報告をさせていただければと思います。 

 

 

 

                         

                     【宮﨑会長まとめの挨拶から】 
                      皆さんお疲れ様です。 

                       「今、『協同』がつくる 2014 全国集会 in 九州沖縄」

が多くの皆さんが全国各地からそして韓国からおい

でいただきまして誠にありがとうございました。皆

さんのご参加により、この集会を成功に導くことが

できたと思っております。 

また実行委員会、構成団体をはじめ、今日朝早くか 

ら手伝っていただきました裏方のスタッフさんの皆 

さんのおかげで、無事 1 日目の集会を終えることが 

できました。 

みなさん、今日、一日の企画はいかがでしたしょうか。長時間でしたが、あっという間に感じるような、

とても内容の濃い企画内容だったのではないかと思います。まず姜尚中先生の歴史的な、そして俯瞰的な

状況分析をお話ししていただいた上で、地域における協同組織の連携をつくっていくことを提案していた

だいたと思っております。また農と自然、暮らしと命という子どもと大人のパネルディスカッションでは、

山下さん、宇根さんの話も興味深かったのですが、大人が話をしていることを子どもたちはどのように思

ったのかということを感じておりました。「大人も結構やるじゃん」と思ってもらったのではないかと考え

ております。また生笑一座の講演につきましては、元ホームレスで自立をされた方に舞台に立ち、そして

自らの経験を話していただきました。このこと自体に強い感動を覚えました。誰もがホームレスになる可

能性がある中で、ホームレスになったときに支える環境や仕組みがあることの大切さを実感を持って話し

ていただいたことで、よく理解することができました。最後に東北からの報告では、石巻市長とワーカー

ズコープが共に連携をしながら、地域復興に向かっている実態の報告を聞きました。私たちは福岡九州に

おりますが、この課題については、心にとめて、できることをしていかなければいけないということを改

めて、思った次第でございます。 衆議院が解散されましたが、議員のメンバーが変わったとしても貧困

や格差社会という現実は横たわったいます。今日の全体集会でも、NPO や協同組合、ワーカーズコープの

皆さんが取り組んでいることが報告されましたが、今後もますますこういう課題に取り組む我々の力は求

められるし、重要であろうと思います。このことを集会参加者の皆さんと確認をして、また明日からがん

ばりたいと思います。それでは本日の閉会のあいさつをこれで終わりにしたいと思います。 

皆様、最後までご協力をいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 いつもにこやかにお話ししてくださるオー会長と韓国の皆さん    迫力の歌声 朴保さん 
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乾杯は大原共同代表  韓国労協連ソン会長  加藤彰彦共同代表  朴保の歌で踊りまくる知花さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ↑スーパー通訳のカンネヨンさん  ↑マン太朗節に笑いすぎる人たち マン太朗氏 

←昼のさわやかな司会者たち（上）と夜の○○な司会者たち（下） 

 

 

 

 

 

 

 

↑お料理を作ってくれたグリーンコープ共同体の皆さんと美味しかったお料理  ↑素敵なダンスの披露も！ 

「 

 

 

 
 

 

 

 
 最後の挨拶をした永戸祐三さん 
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事務局長 奥 治 担当 大場寛 
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電話 092-441-7587  ＦＡＸ 092-441-8281  Mail：kusu-event@roukyou.gr.jp 

閉会後は、全体会場をそのまま使用して短時間に、交流 

会場に模様替えするという大転換を、まさしく『協同』の

力で成し遂げました。交流会の参加者は、過去最大の 900

名を超え、会場は凄い活気に包まれました。 

博多笑い塾の小ノ上マン太朗さんの軽妙な司会と鼻笛、 

ダンス、朴保さんのミニライブで大変盛り上がりました。 

この交流会では協同組合の仲間であるワーカーズ・コレ

クティブ（グリーンコープ共同体）の皆さんが料理の注文

を受けてくださり、福岡の名物料理をメニューに組み込む

などの工夫もあり、参加者からも大変好評でした。 

全体会の内容の豊かさや、手作り感いっぱいの交流会に 

集会の意義を食・会話・視覚・聴覚などの五感で味わった

交流会となりました。 

交流会スッタフの皆さんにお聞きすると、食べ物が早く

なくなるので、次々に運ぶのが大変だったけれど、自分た

ちでこんなパーティが準備出来ると自信がついたとか。 

 
 

最後の挨拶をされた永戸祐三さん 

いつもにこやかにお話ししてくださるオー会長と韓国の皆さん    迫力の歌声 朴保さん 

大交流会は、ひと、ひと、ひとでいっぱい！ 知り合いに会えなかったとの声もお聞きしました。 
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韓国からいらした参加者 70 名は、協同集会を挟んで、

前半と後半に分かれて来日しました。ゆえに 11 月 21 日

～24 日までの 4 日間は全て歓迎会＆歓迎会、日本労働者

協同組合の永戸理事長、奥治実行委員会事務局長、他数

名は一日も欠かさず、韓国の自活センター協会、労協連

の皆さまと２次会、３次会と交流を深めていました。本

当にタフだと感心(あきれた)したしだいでございます。

間違って飲み会スケジュールを実行委員会メーリングで

配信してしまったなんて失敗もありました(>_<)トホホ 

mailto:kusu-event@roukyou.gr.jp

