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労働組合のためのコミュニティ・オーガナイジング実践交流オンライン集会 

主催：北海道労働組合総連合（道労連） 

 

出口： 

皆さん、こんにちは。「北海道労働組合総連合」、略称、道労連で事務局長をしております

出口憲次と申します。ご参加いただきました皆さんにお礼と、集会の趣旨について若干お話

をさせてください。 

 きょうの集会は、コミュニティ・オーガナイジングのキャンペーン実践をもっと増やした

い、特に労働組合の中で広げたいという思いで企画をしました。労働組合の特徴としまして

執行委員会や幹事会など、一部役員で大半のことを提案し、具体化をしていく組織機構にな

っています。現場で直面しているリアルな声や思い、一人一人のパワーがなかなか生かされ

にくい。いつまでにどんな変化を実現するのか、計測可能な具体的ゴールもあまり設定をさ

れていない。コミュニティ・オーガナイジングを活用することで、こうした労働組合が直面

しています問題を改善していくことができると、私は強く実感をしています。 

 ワークショップで学んで、鎌田華乃子さんの本も呼んで、コミュニティ・オーガナイジン

グの必要性は実感しているけれども、なかなかキャンペーン実践には踏み出せていない。ど

こからチームづくりを進めればいいんだろうか。タイムラインをなかなか描けないんです

よねなど、もやもやしていますという声も幾つかお聞きしています。 

 きょうは、労働組合による 3 つのキャンペーン実践を通じて、自転車に乗ってみたから

こそ得られた学びや気付き、そして今後の課題や展望について紹介をしていきたいと思い

ます。前半はそれぞれ 3つの報告をしていただいて、後半はその報告を基にコミュニティ・

オーガナイジング・ジャパン代表理事の安谷屋貴子さん、あだにーの進行でディスカッショ

ンをして、キャンペーン実践のポイントをより深めていきたいなと思っています。 

 最初にメンバーのご紹介をさせていただいてから、1 つ目の報告に入りたいと思います。

まず 1 つ目の報告ということで、大阪府職労執行委員長の小松康則さんです。こまっちゃ

んです。 

 2つ目の報告で、子育て緊急事態アクションということで、さっぽろ青年ユニオンの佐賀

さん、さがしょーです。 

 3つ目の報告ということで、100日後に一揆する看護師、北海道医労連から伊藤賢太さん

で、ケンタです。 

 そして、パネルディスカッションを務めていただきますCOJ代表理事の安谷屋貴子さん、

あだにーです。後ほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは早速、1 つ目の報告ということで、こまっちゃん、よろしくお願いいたします。 
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小松： 

よろしくお願いします。大阪府職労の小松です。こまっちゃんと呼んでください。今日は

このような機会をいただき、ありがとうございます。コロナ禍になって、保健所の仕事があ

っという間に逼迫をしていきました。労働組合として一体何ができるか、何をしなければな

らないか悩む日々だったんですけれども、その結果取り組んだ保健師、保健所職員増やして

キャンペーンについて報告をしたいと思います。 
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 初めに自己紹介をさせていただきます。私は子供のころから太っていて、運動の苦手な子

供でした。逆上がりもできないし、跳び箱もうまく飛べなかったので、体育の授業は大嫌い

でした。でも父親が野球を大好きで、子供会のソフトボールチームの監督をしていて、弟の

カズヤも野球がうまかったので、毎週日曜日はソフトボールに出掛けていました。本当は絵

を描いたり、料理をしたりに興味があったんですけれども、男の子はスポーツをするのが普

通なんだと感じていて、嫌だとは言い出せませんでした。 

 中学、高校でも気付いたら運動部に入っていました。高校を卒業して、大阪府に就職をし

て、初めて労働組合に出会いました。おかしいことはおかしいときっぱり言う労働組合に関

心を持ち、いろんな職場で働く仲間に出会えることも楽しくて、少しずつ活動に参加するよ

うになりました。 

 そして青年部のときに沖縄平和ツアーに参加しました。初めての沖縄でしたが、そこには

私の知らない現実がたくさんありました。アブチラガマという野戦病院として使われてい

た洞窟の中で聞いたガイドさんの言葉が今でも忘れられません。「皆さんの足元にはまだた

くさんの方の骨が埋まっています。どうか忘れないでください。ここで死んだ人はどんなに

悔しくて、どんなに悲しくてももう声は上げられないんです」。この言葉は私の胸に深く突

き刺さりました。声を上げ続けなければと感じた瞬間でした。公務員バッシングの中で、声

を上げればたたかれる経験もたくさんしましたが、大阪府職労の委員長になり、今声を上げ

ないと救える命が救えなくなるという思いで、今回のキャンペーンを走り続けてきました。

それでは報告に入っていきたいと思います。 

 

 昨年のちょうど今ごろ、コロナの第 1 波がやってきました。第 1 波が終わったぐらいで

すね。そのころから保健所は急激に逼迫をしていきます。元々保健所は余裕のある職場では

ありませんでしたので、もう限界だという声は次第に大きくなっていきました。昨年 4 月
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の時点で、時間外勤務が 160時間を超える保健師もいました。 

 その一方で、吉村知事の人気は急上昇し、大阪独自の出口戦略や大阪モデルといった、も

うコロナが収束するかのような演出がされて、府民に希望を与える言葉が並べ立てられ、保

健所の状況などは見向きもされない状態でした。これまでの大阪維新の会が進める府政の

中で、何もかも悪くなっていく一方でしたし、公務員バッシングも受け続けてきましたので、

保健師や保健所職員の中にも公務員だから仕方ないんじゃないか、どうせ変わらないでし

ょうといった諦め感も漂っていました。 

 

 

 公務員だから仕方ない、維新だから仕方ないという状況をどうすれば変えられるか。言い

換えれば、諦めや無力感の中にいる当事者をどうエンパワーメントするかが課題でした。こ

の間、私を含め、府職労で学んで実践しているコミュニティ・オーガナイジングを生かして、

キャンペーンをすることを考えました。そして、今日も来ていただいているコミュニティ・

オーガナイジング・ジャパンに実践伴走サポートを依頼して、安谷屋さんにサポートをして

いただきました。 

 問題の当事者である保健師、保健所職員と青年部役員と私でキャンペーンチームを立ち

上げ、気持ちを共有することから始め、戦略を立てました。後に青年部役員を通じて、青年

の保健師さんにもチームに加わっていただきました。 
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 戦略を立てる上で大事なポイントは、これまでやっていたからやるとか、取りあえずやっ

てみるとか、今までの経験や方針に縛られるのではなくて、どうすれば今のパワーバランス、

力関係を変えて私たちの要求を実現し、ゴールが達成できるのか。そして当事者である保健

師や保健所職員に、この戦略なら変えられるかもしれないという希望を持ってもらって、立

ち上がってもらえるかどうかということでした。 

 

 

 では、どんな戦略を立てたのかお話ししたいと思います。私たちがキャンペーンを始める

前の力関係は、明らかに知事や部長にパワーが集中していました。そもそも彼らには権力が
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ありますし、マスコミや府民の支持、期待も得ています。 

 そして大阪府には、職員基本条例というのがあって、その中で職員は増やさないというル

ールまで作られていましたので、彼らは外部委託で何とかなるとか、大企業とワークシェア

すればいいとか好き勝手なことを言って、現場の声には一切耳を傾けず、職員には我慢をし

て働かせようと考えていたわけです。 

 

 では、この力関係をどうすれば変えられるか。そのために当事者である保健師や保健所職

員の持つ資源をどう使えばいいのかを考えて、仮説を立てました。そこで私たちが考えたの

は、当事者である保健師、保健所職員の持つネットワークや専門職としてのスキル、そして

何よりも現場の声を生かすことで変化を起こそうということでした。そのために現場の声

を発信し、オンライン署名にも取り組み、保健所の組合員も増やしていこうということを決

めました。そうすることで、保健師や保健所職員にこれまでの諦め感を乗り越えて、声を上

げてもいいんだという気持ちになってもらえるのではないかと考えたのです。 
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そのことによって、マスコミや府民の支持や期待を私たちのほうに傾かせることができ

るのではないか。そうすれば、力関係が変えられると考えました。こうやって力関係を変え

ることができれば、私たちの目指す初めの第一歩のゴールである、保健師や保健所職員を各

保健所に 1人ずつ増やすということが達成できるのではないかと思いました。 

 

 

 という議論を経てできたのが、このキャンペーンの戦略タイムラインです。 
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このタイムラインのポイントは主に 4つだったと思います。1つは、保健所職員、保健所

職員のリアルな声を連日発信する。2つは、保健所の仕事を自ら 4コマ漫画にして発信をす

る。3つは、保健所と関わる府民の方にも声を上げてもらう。そして 4つ目がオンライン署

名です。それぞれ少し具体的にお話をしたいと思います。 

 

 

まずは、保健師さんや青年部の役員を通じて声を掛けて、LINEグループをつくって、た

くさんの保健師、保健所職員とのつながりをつくり、毎日声を聞くことから始めました。そ

して私たちの考えた戦略をみんなに伝え、気持ちを共有するために 9 つある保健所と組合
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事務所をつないでのオンラインランチタイム集会を 3 回開催しました。ここでは、保健師

さんに保健師としての思いを語ってもらったり、それぞれの保健所の近況を報告するリレ

ートークをしたりして、みんなの気持ちを共有することを心掛けました。この集会に参加し

ていた組合未加入の青年が「話を聞いて感動しました」といって、組合に加入したという報

告もありました。ストーリーを語り、心を動かしたことで組合加入という行動に結びついた

結果だと思います。 

 

 そして保健師、保健所職員から寄せられる声を連日発信しました。そのツールとして

Twitter を活用しました。こんな感じです。Twitter のすごいところは、瞬時にして私たち

の声をダイレクトにたくさんの人に伝えることができて、さらにその声が広がっていくと

いうことです。右側が保健師の声として発信し続けているものです。左側はこの 1 年間で

一番反響のあったツイートですが、大阪府の国際がんセンターがコロナ重傷者の受け入れ

を決めた直後のものです。少し小さいのですけれども、この下の数字を見てください。 
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 この私のツイートに対してリツイート、拡散してくれた人が 4,548人。何かコメントを付

けて拡散してくれた人が 523人ということです。 

 

 

その結果、このツイート自体を見た人、インプレッションと呼ぶそうですが、これは 230

万人を超えました。コロナ禍でビラを配ったり、街頭宣伝とかはなかなかできませんし、そ

もそも多忙な保健師さんたちにそんな余裕はありません。しかし、Twitterを活用すること

でこれだけの人に声を届けることができるんです。 
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 今回のキャンペーンを通じて、大阪府職労の Twitterアカウントをフォローしてくれる人

も劇的に増えました。昨年の 3 月には 950 人でしたが、今や 4,600 人を超えています。約

5倍です。そして今ではどんなツイートをしても、5,000人から 1万人近い人に瞬時に見て

もらえる状態になっています。この Twitter を見て、取材を申し込んでくれる新聞やテレ

ビ、雑誌の記者の方も多数おられます。 
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 また、キャンペーンのピークとして保健師さんたちが、仕事を通じて培ってきたつながり

を生かしてのイベントも開催しました。保健所と関わりのある団体の皆さん、難病患者団体

や断酒会の方、地域の支援団体の皆さんに現場の保健師から声を掛けていただき、一緒に声

を上げてもらうことができました。そして、その時の声を録画させていただいて、YouTube

での配信にも協力いただけました。この声は、大阪府職労の YouTubeチャンネルからも視

聴ができます。 

 

 

 こうして少しずつ現場の声が広がり始めました。そして Twitterなどで寄せられる励まし

やねぎらい、応援のコメントを保健師や保健所職員に返していく取り組みも丁寧にやりま

した。そのことによって、今までの諦めがもしかすると変えられるかもしれないという希望

へと少しずつ変わっていったと思います。そして今度はコロナのことだけじゃなくて、もっ

と保健所の仕事や役割を知ってほしい。きっとそのことが将来の公衆衛生の向上にもつな

がるんだという思いで、保健師さんたちが忙しい中、それぞれの得意分野も生かしながら分

担をして、保健所の仕事を伝える 4コマ漫画を作るようになりました。 

 そしてこの漫画も広く発信をしました。すると、こんな仕事も保健所はしていたんですね

とか、今まで知りませんでしたが、大切な仕事ですねという反響もたくさん寄せられました。 
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 こうした取り組みを通じて、少しずつオンライン署名の賛同も広がりました。最終は、6

万 4,066 人の方の賛同を厚生労働大臣と吉村知事に提出することができました。現場の保

健師、保健所職員に加え、関係団体の方にもご参加いただき、署名提出後には記者会見も行

いました。現場の保健師や保健所職員は相当な不安や恐怖感もあったと話していますが、た

くさんのテレビカメラやマスコミの前で勇気を持って声を上げることができました。 

 

 

 オンライン署名は私も初めてでしたので不安もありましたが、まずはオンライン署名サ

イトが主催する初心者セミナーに参加をして、学ぶことから始めました。オンライン署名が
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万能だとは思っていませんが、ネット環境さえあればスマホ一つで簡単に始められ、一気に

全国的に広げることもできる。そして何よりも署名に賛同してくれた人とつながることが

できて、署名だけじゃなく、応援のメッセージが受け取れたり、こちらから進捗状況のメー

ルを送ったり、双方向型のコミュニケーションが取れる点ではとても有効なものだと感じ

ています。今回のキャンペーンでも 640件のコメントが寄せられました。ごく一部ですが、

画面右下に紹介をしています。 

 では、署名提出と記者会見の様子をまとめた動画がありますので、少しご覧ください。 

 

＜映像 1開始＞ 

 

職員 A：現場の職員は本当に限界なんですけれども、一番しんどいのは府民の方を待たせた

り…。どうかみんなの思いを分かっていただいて。 

 

小松：6万 1,143人分、よろしくお願いします。本当に現場は今、逼迫をして、そこで働く

職員は疲弊をしきっています。 

 

職員Ｂ：経済的な困窮で遺書まで書かれて、コロナに負けましたとまで、公衆衛生というと

ころで予防をしたいけれども、そこに力が割けない。 

 

職員Ａ：現場の職員は本当に限界なんですけれども、一番しんどいのは府民の方を待たせた

り、調査をして聞くことができないことがすごく一番つらくて、どうかみんなの思いを分か

っていただいて。 

 

小松：このままでは本当に業務がパンクをして、救える命も救えない事態となってしまう。

私たちの願いは、保健師と保健所職員を増やしてほしい。これまで平常時には公務員はより

少ないほうがいいんだということで、極限まで職員の削減が進められてきました。 

 

職員Ｃ：私たちは日々、不全感や葛藤を抱えながら疲弊する体と脳にむち打って過ごしてい

ます。先日コロナ陽性となった 30代の男性に、ホテル療養をご案内しました。「分かりまし

た」と言ったその方が、急に気付いたように「ホテルは足りているのですか」。ああ、どう

しよう。僕よりも状態の悪い方や同居家族の方がいたら、その方を先にしてもらったほうが。

僕は少しよくなったし、1人暮らしだし。府民の方々お一人お一人を大切にできるような仕

事をしてきたいです。 

 

＜映像 1終了＞ 
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小松： 

こうして私たちは、このキャンペーンを通じて本当に大きな力を得ることができたと感

じています。ただ、先ほども述べましたが、この署名提出や記者会見、その後のマスコミ取

材などでも、保健師や保健所職員は大きな恐怖感があったと話しています。 

 

でも、それを乗り越えることができたのは、私たちがこのキャンペーンを通じて孤立する

ことなく、多くの住民の皆さんと結びついて、背中を押していただくことができたからだと

思っています。それは彼女たちの言葉からも伝わってきます。 

 ある保健師は、「後押ししてくれた人の顔が浮かび、変わるかもしれないという希望があ
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った」と話してくれました。また、ある別の保健師は、「公務員以外の方々と一緒に伝える

ことができ、自分たちで訴えているときとは全く違う何か大きな力に支えられていると感

じた」と話しています。労働組合があるという大きな安心感があるからこそできたとも話し

てくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そしてこのキャンペーンの結果、大阪府は数十年ぶりに大幅な定数増へと踏み切りまし

た。保健所もわずかですが、数十年ぶりに保健師の増員を実現できました。 

 

 

そして今、私たちはこのキャンペーンで新たな希望をつかんで、次のキャンペーンへも足
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を踏み出そうとしています。また、マスコミ関係者とのつながりもでき、関係も深まりまし

た。従来の限定された枠組みの中での住民協働ではなく、より広く、多くの住民の皆さんに

私たちの仕事について知らせることもできたと思います。 

 

 

 最後に、このキャンペーンを振り返ってのまとめと課題をお話ししたいと思います。やっ

てみてよかったことは、よかったことだらけということですが、幾つかピックアップすると、

やはりコミュニティ・オーガナイジングを学び続けてきて、こうした実践をできたというこ

とです。そしてまたそこから新たな学びを得たということです。それと、諦めや不安や恐怖

が変化を起こせるという希望に変わっていくんだということを、身をもって実感できたと

いうことです。 

 それと先ほどからも少し紹介をしましたが、今回このキャンペーンをやったことで、新た

な資源を獲得できた。具体的に言うと、保健師の皆さんとのつながりや労働組合への信頼感

が固くなったとか、あるいはその関係団体の皆さんとのつながり、記者の皆さんとのつなが

りができたとか、私自身、いろんな知識を得ることができたとか、たくさんの資源を得るこ

とができました。こうした資源をまた再配置することで、次のアクションにもつなげていく

ことができると考えています。 

 今までのキャンペーンとの違いはどこかという点では、やはり当事者をきちんと主体と

して置くことができた。そして、当事者からなるコアチームの意思決定を尊重することがで

きたという点では、今までとは違ったと思います。それと具体的なゴールを明確にして、ど

うすればゴールが達成できるか。これをやることでゴールを達成できるんだという仮説が

明確になっていたという点です。 

 さらに広げるために何が必要かという点では、コミュニティ・オーガナイジングの学びを
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広げていくことが大事と思っていますし、今の時代に合わない組織のルールは見直してい

く必要があるし、当事者、組合員を主体にする意識改革、何でも役員がやってしまうのでは

なくて、当事者を主体にする意識を持ってもらうことが大事だと感じています。 

 

 

 時間がきたんですが、最後に一つだけ少し宣伝をさせていただきます。この私たちがやっ

てきたキャンペーンを振り返って、本を出版することになりました。今月末か、来月初めに

は発刊できる予定になっていますけれども、保健所の仕事の中身やあるいはコロナ禍でど

うなったかということと、私たちがどんなふうにキャンペーンを進めてきたか、今お話しし

たことなんかを詳しく書いている本になります。興味がある方は、ぜひまた発刊されればお

読みいただけたらと思います。以上で、私の報告を終わりたいと思います。どうもご清聴あ

りがとうございました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

出口： 

こまっちゃん、どうもありがとうございました。それでは次に 2 つ目の報告ということ

で、子育て緊急事態アクション、さっぽろ青年ユニオンの佐賀さんから、続いて報告をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

佐賀： 

めちゃくちゃ緊張しているので、よろしくお願いします。二番手でよかったです。何も見

えない相手に対して話すのは、すごく緊張するなというのがすでに気付きになりました。 
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どうも皆さん、お疲れさまです。子育て緊急事態アクションということで、COの実践報

告をしたいと思います。さがしょーです。佐賀正悟だから、さがしょーです。 

 それでこの写真はどういう写真かといいますと、チャントの様子です。チャントは大事で

すねということで最初に写真を載せています。真ん中にいる、中央にいる人がこなっちゃん

といって、このアクションのリーダーみたいな感じで頑張って、コアチームの 1 人で率先

してアクションをやった人が、このチャントを考えてくれました。 

 キャンペーンをやっている期間はみんな真剣になって怖い顔をしているときに、こなっ

ちゃんのお子さんの 3 歳のふーちゃんが、にこっとしたほうがいいよと言って、このチャ

ントを思いついたというふうになっています。何かあるたびにこうやってみんなでチャン

トをやっていますけれども、これは厚生労働省と最終盤、交渉をしたときの終わった後にし

ている様子です。 
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 どういうアクションに取り組んだかということで、若干制度の説明をさせてもらいたい

と思います。小学校休業等対応助成金という制度が、今年の 4 月以降は廃止されてなくな

っちゃったんですけれども、この制度の問題点についておかしいんじゃないかということ

でキャンペーンをしました。 

 コロナが始まって昨年、緊急事態宣言ということで一斉休校が行われました。その当時の

安倍首相が、一斉休校をする際にしっかりと手当をするということで急きょ作られた制度

になっています。どんな制度になっているかというと、学校とか保育園、幼稚園も含まれま

すが、そういったところが休校・休園になった場合に、保護者である労働者が休む場合に賃

金がカットされてしまいますので、それがカットされないように助成金を企業に支払いま

すと。これをもって従業員に賃金を補填してもらえれば、親は安心して休めます。しっかり

と手当しますとなって、一斉休校が始まりました。 

 一斉休校になって労働者が取った対応というのは 2 つです。無理して働く、休まないで

勤務をするか、やむを得ず休むという選択になります。休んだ場合も 3 つに分かれてしま

います。1つはこの助成金を活用して、いいよ、いいよ、休んでいいよとなる企業は、休ん

で賃金はカットされません。ただし、この制度を使わないというような会社にとっては、労

働者は年休が減ったり、あとは年休がなければ賃金が減ったりという状況になります。 

 昨年、さっぽろ青年ユニオンではこの労働相談が複数寄せられました。いわゆるこの助成

金が制度としてできているのに、一切休業保障されないんだというような相談がありまし
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た。これで団体交渉などをするんですが、会社としての言い分は、この制度を知らなかった

という会社、それから休んだ職員と休まなかった職員に不公平があると。いやいや、これは

休まざるを得なかったから休んだんですよとこちらが詰めていくと、最後には、いや、これ

は違法じゃないことですからと。会社が作る制度なので、これ以上言われる筋合いはありま

せんといってはねつけられることになります。 

 何でこういう問題が発生するのかというと、この助成金は安心して休ませる制度とは言

っていますが、これを申請するのは会社しかできないと。なので、労働者個人でいくらこれ

を申請しようとしても制度上、不可能だということで会社が使わないといったときには、こ

の制度は使われないといった矛盾がありました。 

 こういった相談の中で 1 つあったのが、先ほど最初の写真にも出てきていたこなっちゃ

んですけれども、アパレルで働いていて、この制度を活用して、一斉休校に突入しました。

その際にこれが使われるんじゃないかと会社に何度も掛け合ったり、労働局に掛け合った

りしても、一切会社側は使おうとしませんでした。それでさっぽろ青年ユニオンに相談して、

何度か交渉したということです。 

 

 

 昨年の 6 月ごろから交渉が始まっていったんですが、なかなかコロナの関係で期日が入

らなかったり、延期、延期になっていったりする中で、会社側とユニオンの主張は平行線に

なってしまったということです。ここで左側に載ってある写真は何かと言いますと、決定的

に決裂する団交 2 日後に備えてのミーティングの写真です。ミーティングを始める前は、
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これは絶望的だなと、出口がないな、どうやって決着するかというような不安や困難を抱え

ながら、新たな展開を模索するというミーティングになりました。 

 会社がうんと言わないんだったら、何か違う方法でこれを変えなきゃならないねという

ことで、話し合ったと。その時には改めて自分が戦う理由とか、周りがどういう気持ちでこ

の交渉に関わっているのかということも話しました。この時のキーワードは共感だという

ことで、アパレルの仕事は差別されたり、不当な評価がなかったりすれば素晴らしい仕事な

んだけれども、そういう状況ではないんだと。そういう状況を変えていきたいというような

ことを話したのを今でも覚えております。 

 そういったことを踏まえて今、内部で、会社とユニオンで交渉しているうちには解決でき

ないだろうということで、社会的に発信するアクションや、それから外からの力を加えるよ

うなアクションを何か検討しようということで、それをするためには CO の技法があるん

じゃないかということで、それを取り入れていったということです。 

 それで、12 月 28 日はキャンペーンのミーティングということで、第 1 回目のコアチー

ムでミーティングをして、オーガナイジング・センテンスとか、タイムラインを作っていっ

たというふうになります。 

 

 

 それで同志の絞り込みなどですが、このように休業補償がされていないという状況は明

らかに問題となっていて、同志は、首相の一斉休校措置による仕事における生計に打撃を受

けた小学校以下の小さな子を持つ親として、特に母親ですね。直面する困難というのは、企
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業が活用するのを拒否しているということで、これは厚生労働省の資料を円グラフにした

ものなんですが、総予算が 1,719 億円なんだけれども、実際に活用されているのは 412 億

とかぐらいで 4 分の 1 の執行にとどまっているということで、ここで困っている同志はた

くさんいるんじゃないかというようなことで進めていきました。 

 

 

 コアチームはこの 3 人です。めちゃくちゃミーティングを 3 人でしました。子供を肩車

しているのは私です。真ん中でマイクを握っているのがこなっちゃん。プラカードを掲げて

いるのはひかちゃんということで、この 3 人で徹底的にミーティングをしまして、子供を

寝かしつけた後とか、仕事の合間を縫って、1 週間に多い月では 12 時間ミーティングした

とかぐらいのことをしていきました。 
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 今回のキャンペーンで私が語ったセルフを自己紹介も兼ねて申していきたいと思います

が、私は本業では勤医協労働組合というところの専従をしております。労働組合の仕事は 10

年間していて、みんなで声を上げることは大事だというように思っていて、民主的にものを

決めるとか、いろんな人の意見を聞いていこうということを心掛けていました。 

 組合活動は夕方から夜にかけてミーティングを繰り返して、会議が終わったら文書を作

り、時間の許す限り人と会って話を聞いて、毎日深夜に帰るという日常が繰り返しで、そう

いうものだろうなと思っていて、それがずっと続くと考えていました。 

 しかし 2016年の 9月 1日、そういう考えは一変しました。自分も子供ができて、自分が

好きなように動き回れる時間はないということを知ったからです。子育てに毎日必死で、今

でもそうなんですけれども、保育園に子供を預けた瞬間にほっと解放感を感じるような状

況があります。お迎えの時間を無視して、夜にミーティングをするなんて、今考えてももっ

てのほかだし、みんなで声を上げるのは大事だと思っていたんですけれども、自分の続けて

いた夜型だとか、限られた人の声を聞くというスタイルでは、必死な思いで子育てをしなが

ら働く人たちの声をシャットアウトしていたのではないかということに気付かされました。 

 それで去年 1 年間、コロナの影響もあって、子育てしながら働くこなっちゃんたちと一

緒に活動する中で、シャットアウトされた声がたくさんあることに気付かされました。この

アクションの根本には、子育ての大変さが放置されている社会の問題があって、その一つに

は無自覚のままシャットアウトしていた自分自身の問題があると考えております。過去の

自分に気付かせるための重要なアクションであって、子育てしながらアクションをするの
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は大変ですが、限られた期間の中で、みんなで力を合わせたいと思いますというようなこと

をキャンペーンの中では語っていきました。 

 

 

 組み立てたオーガナイジング・センテンスが、これです。コアチームで立てた内容です。

私たちは子育てしながら働きやすい社会を成し遂げるため、子育てしながら働いている人

をオーガナイズし、子育て緊急アクションをすることで、2021 年 3 月 31 日までに小学校

休業等対応助成金の制度改正を達成しますということを立てました。 

 方針は立てたんですが、ここまででは絵に描いた餅ということで、進めていきました。関

係者マッピングなんかによって、同志は誰かとか、協働者は誰だというふうに名前を出して

いって、実は厚生労働大臣も協働者なんじゃないかとか、同志だと思っていた子育て中の人

も実は反対者なんじゃないかというような基本的な判断をしていきました。 

 それで、このキャンペーンの中で 1月 31日からあだにーのコーチングを受けるというこ

とで、だいぶ整理されてきたんですが、そこまでに変革の仮説がすっぽり抜けていたという

ことがありまして、急きょ変革の仮説を立てました。 
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大変な思い、これまでの思い、生の声を集め、発信したら厚生労働大臣はイエスと言い、

損失補填される。子育てへの理解が政治批判とともに世論となって広がり、厚労大臣が信用

を失うことを恐れるからというのが当初立てていた変革の仮説なんですが、キャンペーン

をやるうちにやっぱり共感する思いが大事だよねということや、共感が広がっていくこと

を実感するに従って、変革の仮説も若干変わっていきます。子育てへの理解が共感とともに

世論となって広がり、厚労大臣の決断を促すから。私たちのアクションでは大体批判しなが

ら権力者を潰すという攻撃するようなアクションが多いんですけれども、共感によって決

断を変えるというように、アクションの内容も進化していきました。 
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 それでキャンペーンのタイムラインなんですが、まずコアミーティングをして、同志を集

めていく。ピークのところでは記者会見、厚生労働省交渉やツイデモをしようということで、

そういった世論の広がりで厚労省の決断を後押ししようと組み立てました。 

 これもコーチングが入ったことで、がらっと変わった内容がありまして、ピークのアクシ

ョンを、会社を提訴するなど別の方法も考えていたんですけれども、これによってこの助成

金の制度は変わるの？とか、それをどんどん深く考えていく中で、直接意思決定者の決断に

は結びつかないんじゃないかということに気付いて、ピークでやろうとしていたアクショ

ン自体をがらっと変えることにしました。 

 それでリアルになっていく段階で、絵に描いた餅からリアル餅になっていく段階という

ことで、どんな反応が返っていくか分からない中で、コアチーム 3人で共有し合って、アス

感を高めていったと。 
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 同志の絞り込みで名前の挙がった人に 3人でどんどん声掛けをしていって、まずは 20人

グループをつくりました。発信するための 20人グループ。1対 1の対話を繰り返して、元々

の知り合いやキャンペーンを通じての関係構築ができていったということになります。 

 ここで一つ工夫をしたことは、20 人のチームの中でも盛り上げ隊を作って、ぜひ 20 人

LINEグループの中で盛り上げるようなコメントをして、いい経験とかをどんどん発信して

ほしいんだということをやりながら進めていきました。 
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それで 20人ミーティングをしながらピークを過ぎていく中で、こなっちゃんのパブリッ

ク・ナラティブを作って、アクションにエンジンをかけたということになっています。これ

もコアチームで昼や夜集まってパブリック・ナラティブを完成させて、コーチングを受ける

というようなことをしました。 

 それで、ここで実際に語ったセルフを聞いてもらいたいと思います。 
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『札幌市で夫と 7 歳の子供、3 歳の子供の 2 人を育てながら働くママです。去年の 6 月の

末、5 年以上続けてきたアパレルのお仕事を退職し、現在は全然違う仕事に転職しました。

ただ、2月 28日から突然始まった一斉休校や登園自粛要請。子供 2人の預け先もなく、健

康面も心配で仕事を休み続ける日々でした。休校に合わせてできた助成金があるのに、使っ

てもらうことができませんでした。 

 12月末、ある日の夕方、息子から突然、「ママ、好きだったお仕事を辞めさせてしまって

ごめんね。俺のせいで辞めたんだよね」と言われました。なぜ私は子供にそんなことを言わ

せてしまわなければならないのでしょうか。 

 子供が長時間留守番できないから悪いのか、代わりに出勤した人の不公平や休んだ自己

責任、私は休めないから子供を留守番させて仕事に行った、さまざまなことが起きたと思い

ます。でも、これは私は違うと思っています。休校や休まなきゃいけないのは、子供や親の

自己責任ではない。子供の個性やそれぞれの子育ての大変さは、誰にも計り知れないです。

子育てをしている労働者も、その子供たちも安心して希望を持って生きていけるような社

会になってほしい。そのまま諦めていたら自己責任だった、子供が自分のせいだったと思っ

たままだと駄目だと思い、私は諦めることはやめて、今ここに立ち上がっています。 

 子育てをしながら仕事をすると、理不尽なこともたくさんあります。でも、それと同じぐ

らい子育てをしていて、学ぶことや希望ももらえます。私たちは 1人ではないです。私は今

週、子供を寝かしつけた後、仕事の合間、いろんな時間を縫って、これから始めるアクショ

ンのミーティングを進めてきました。なぜなら諦めずにみんなの声を届けることに希望を

持っているからです。2 月 28 日に子育て世代で、子育て緊急事態宣言というものを発出し

ます。子育て世代のみんなの声を届けるために社会的発信が必要だと思っています。 
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 私の声がどこかにいる同じ思いや大変さを知っている誰かに必ず届きます。おかしいこ

とや困っていること、助けてほしいと今、声を上げませんか。』 

 

 

佐賀： 

ということで、これは道労連がやったローカル・ビッグアクションというアクションで、

労働組合関係者の人が多く札幌中心部に集まったんですが、その中でスピーチの時間をも

らって、パブリック・ナラティブを話したということですが、ここで参加した人にも共感が

広がって、どんどんこのアクションに参加してくれるようになりました。 

 ちなみにこのアクションをやった後、すぐにこの動画を青年ユニオンの委員長が驚異的

な速さでまとめて発信して、この発信された動画もすごい視聴数で伸びていったという感

じになります。 
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 それで、100人規模のミーティングを開催しまして、そこで私やひかちゃんのセルフを語

って、このアクションについて話すことになりまして、お昼寝中の子供を抱いて参加する人

や耳だけ参加、100 人は集まらなかったんですけれども、70 人が集まってミーティングを

しました。NHK や UHB、北海道新聞など、メディアも多数参加して、このアクションに

共感してもらいました。 

 

 20 人グループではアス感が非常にアップして、終わった後の LINEグループではすごく

温かく伝わるような内容だったねということで、みんなで感想を出し合って、よかったかな

と思っております。 
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 それでこうやってアクションを続ける中で、当初は顔出しで何か発信するのは嫌だと言

っていた人たちも、自分も踏み出そうということで、このようにお子さんと自分で顔出しで

映って、これはNHKで実際に放送された画像ですが、このようにみんなが一歩踏み出すよ

うな流れになっていきました。 
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 ツイデモ当日が 3月 1日なんですが、これに向けて 15秒動画というのをどんどん集めて

いって、これが重要なんだというのをやろうと。100人ミーティングを成功させて、3月 1

日に瞬間風速でトレンド入りを果たそうということでやっていきました。この動画も撮っ

た内容をみんなで共有する中で、こんなに応援している人がいるんだとかいったことに気

付くようなことにつながっていきました。 

 

 

 それで 3 月 1 日、前日に厚生労働省と交渉して記者会見をしました。それがその日の夜

の NHKの全国ニュースになって、あす、Twitterデモがありますというような援護射撃な

んかもありましたが、当日の Twitterデモには自民党の大物議員の稲田さんなんかも、この

ハッシュタグを付けて発出をしたりですとかがありました。 

 アクションの目標は、立てた内容で 5,000 件のリツイートということで言っていたんで

すが、1万 7,000件でトレンド入りとなって、目標 100本で集めた動画、写真素材も 100本

集まったということになりました。 
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 さまざまな人たちがこの休校助成金の個人申請というアクションはしていたんですが、

間違いなくこのキャンペーンは駄目押しになっただろうなと思います。キャンペーン戦略

に乗ってやったことは、20 人チームをやったり、100 人ミーティングでどんどん輪を広げ

たりしていきました。起きたことは、世論とメディアが先行したことで超党派の議員が動い

て、厚生労働大臣が運用変更にイエスと言ったと。3月 1日にアクションをやって、3月 4

日のNHKのニュースで厚生労働省、政府が決めたというニュースが報道されました。それ

で今、個人申請ができるようになって、実際に戦った仲間たちが申請をして、支給が決定さ

れております。 
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 最後にやってみてよかった点ですが、戦略的ゴールを達成できたのが、すごくよかったこ

とです。団体交渉を 6 カ月間やって、デッドロックになった後に国の制度を 3 カ月で変え

る。それで実際に支給させる経験はそうそうできるものではないと思います。 

 それから同志が増えるほど、負担が減るという実感をしました。仲間が増えると、役割分

担ができてきます。年末年始から 1 月 24 日の 20 人ミーティングまで、私は精神的にも肉

体的にもかなりハードでした。本業や子育てもあって、ミーティング準備など、脳がぱんぱ

んな状態になっていて、ミーティングの後に寝ても脳が覚めていて起きてしまうというよ

うなありさまで、朝 4 時に起きて、コアチームの LINE グループに動画をアップとかいう

こともしていましたが、だんだん仲間が増えていく中で次の展開を考え、準備できるように

なっていきました。記者会見なんかでも 15人が参加していたんですが、全員が役割を与え

て、こなすことができたというのは象徴的だったんじゃないかなと思います。 

 それから権力者の意思決定の瞬間を垣間見られたということで、普段アクションでは、誰

がいつ何を決めて、意思決定者にどうやってイエスと言わせるのかまで掘り下げることは

残念ながらあまりないんですが、これをやる中で自民党の議員ですとか、野党の議員の情報

ですとか、厚生労働省の状況などを分かっていって、どういうタイミングでイエスと言うの

かを垣間見ることができました。 
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 今までのキャンペーンとの違いは、同志以外の問題意識と解決策が深くなっているのが

今までのキャンペーンで、同志の混乱をスタートにするというのが非常に大事だと思いま

した。それから変革の仮説と戦略なしというのが、変革の仮説と戦略ありというのが COを

使ったキャンペーンだと。それから実現不可能だというように思いながらやっていること

が多いんですが、これはやれば実現するんだという希望を持てるというのが、COのキャン

ペーンをやる中で気付いたことでした。 
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 最後になりますが、キャンペーンを広げるために必要なことで言うと、実践とトレーニン

グの繰り返しもできるなと思っていますので、自分たちの地域で定期的なワークショップ

があるといいかなと思っています。実際にキャンペーンをやっている期間の中でも 2 回ワ

ークショップがあって、その中でも気付きがありました。 

 それから何かやりたいという人が周りで出てくるかもしれませんが、組織的にそれは駄

目だとか、いきなり否定するのではなくて、話を聞いてチャレンジを後押しするような組織

的なものが重要なのではないかということと、実践コーチングが重要だと思いました。 

 途中であだにーのコーチングがなかったら、いろんなものが欠けたまま、ばらばらで進ん

でいた可能性があるなと思っております。社会運動にコーチングは必要なのではないかと

思います。主には、あなたはなぜこの問題に取り組むの？ 変革の仮説は合っていますか。

この戦略でゴールを達成できますか。こういったことを繰り返し問うようなコーチングは、

本当に大事だったと思っています。 

 ここで私の報告を終わります。ありがとうございます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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出口： 

ありがとうございました。では、続いて 3つ目の報告ということで、100日後に一揆する

看護師、北海道医労連から伊藤さん、お願いします。 

 

 

伊藤： 

よろしくお願いします。北海道医労連の伊藤と申します。100日後に一揆する看護師とい

うことで報告したいんですが、このキャンペーンは北海道の医療・介護分野を組織する産業

別の労働組合で、コミュニティ・オーガナイジングの手法を活用した運動です。看護師を組
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織化して、5 月 12 日の看護の日までに全ての医療介護労働者及び患者家族が PCR 検査を

定期的に受けられるように、鈴木直道北海道知事に対して決断を迫るアクションを実施し

ております。このキャンペーンの戦略的ゴールは達成できなかったんですけれども、このキ

ャンペーンを通して浮き彫りになった教訓と課題について報告をしていきたいと思ってい

ます。 

 

 

 まず、キャンペーンの発端なんですけれども、新型コロナウイルスの感染患者が道内で発

見されて約 1 年が経過しようとする時期だったんですが、医療・介護現場の労働者はこれ

まで以上の焦燥感にかられるような状況になっていました。 

 一度感染拡大を引き起こすと、外来診療や入院機能を制限せざるを得なくなって、病院経

営は大きな打撃になります。しかし、国からは医療従事者への感謝と称賛を述べるにとどま

って、これらの減収補填がされないまま 1年が過ぎようとしていたわけです。 

 各病院はボーナスが支給されないということだったり、あるいは人が増えないという労

働環境の改善もされないままだったり、そこで働く人たちは本当にまさにゴールなきマラ

ソンを走り続けさせられていることに限界を感じていたわけです。こうした状況を全ての

医療機関で告発することができれば、問題解決はできると思うんですけれども、残念ながら

労働組合の組織率は道内でもわずか 1 割未満程度と言われていて、圧倒的多数の労働者は

変えるすべを持っておりませんので、この業種を束ねている産別の役割が非常に大切にな

ってきます。 
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 ここでちょっと補足なんですけれども、産別というのは企業単位の労働組合が寄り集ま

った連合体でして、その業界や業種の労働者を組織する強みを持っています。つまりその組

織が大きくなれば、その業界の影響力も高まりますので、恒常的に要求を勝ち取ることがで

きるといった展望を持っておりますし、あるいはその労働条件を悪化させるような制度や

法案を押し返す力を持つという展望も持てると思っています。 

 しかし限界もありまして、この連合体には方針決定と運動を進める権限を持っているん

ですが、実際には各個別企業との交渉で 9 割 9 分決まってしまうので、その力量の差が非

常に大きいところがあります。今回このキャンペーンを作るに当たって、主体的に動かして

いくには、組織的な構造が大きなハードルになったなと考えております。それはなぜかとい

うと、この産業別労働組合、いわゆる産別の組織的な変革の必要性がなかなか一致していな

い部分があるからだと思っております。 

 それで、これを突破するには組合員、イコール同志という考え方を変える必要性がありま

して、これは直面する課題ごとによって同志は変化しますので、執行部がやるのではなくて、

やっぱり同志を中心としたキャンペーンチームがどうしても必要になってくると思ってい

ます。そのチームで具体的なゴールまでの道筋が見える戦術を作ることや、進めながらタイ

ムラインの微調整や修正は、ある程度あるんだという前提に預けていただくということも、

組織的に合意できるかどうかというのが非常に大きな鍵だったと考えています。ですので、

つまり考え方を整理する上でもコミュニティ・オーガナイジングを学ぶ必要性が大事だと

思っております。 
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 それともう一つ補足なんですけれども、労働組合には 2 つの大きな節目がありまして、

年間の方針を決める定期大会と、いわゆる賃金・労働条件を定める春闘に合わせて方針を決

める中央委員会があります。今回のキャンペーンを進めるに当たっては、中央委員会を通さ

ないとなかなか組織的にはできないということがありましたので、本当に急きょだったん

ですが、2020年 12月 28日だったと思うんですけれども、年末も差し迫った中で、本当に

この社会運動で必ず一つでも勝ち取るような春闘にしていきたいんだと。本当に我慢させ

られてきた 1 年なので何とか変えたいんだというようなことを、公務の職場と民間の職場

とそれぞれの看護師さんの執行委員のお二人にお話ししまして、その中でいろいろとお話

もしたんですけれども、分かりました、やりましょうと二つ返事をいただいたときは本当に

うれしくて、やる気もものすごく上がりました。また同時に、このキャンペーンを進めるに

当たってのコーチをする伴走支援チームも形成しておりまして、これが大変重要だったと

考えております。 
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 これは関係者マッピングなんですけれども、キャンペーンを進める上で本当に正しく進

めているのかどうなのか、課題に対してそれは解決の方向に進んでいるのかというのを、適

宜コーチングを受けることで整理されていった部分があります。 

 さらにキャンペーンの進行中は結構体力的にも、精神的にも労力を使いますので、こうし

た観点からも伴走支援の役割は大変重要だと考えておりまして、都道府県労連や全労連と

いったセンターは、こういった役割をきちんと担えるようなことが求められるのではない

かと考えています。 

 

 



 44 

 ここからはフォーマットに沿って進めていきたいと思うんですけれども、中身の説明を

していきたいと思います。先にも述べたとおり、同志の選別ですね。チームで議論したとき

は最も困難に直面する人たちは、札幌市がやっぱり感染が非常に強く出ていたので、そこを

ターゲットにしたキャンペーンにしていこうと組織的には提案したんですけれども、いや

いや、北海道の医労連なんだから、北海道を全部巻き込んだ運動にしていかないと駄目だよ

みたいな形で、ちょっとここは折れて、北海道全体でとなったんですけれども。 

 直面する課題の部分については、いろいろな人手不足の問題だとかがたくさんあったん

ですが、一番は、当たり前の看護ができていないという非常に抽象的ではあるんですけれど

も、看護師さんたちの中ではすごく響くキーワードが出てきたんです。 

 これは忙しい中でも、これまでだったら患者や家族からのありがとうという言葉に救わ

れて、やりがいとかを持って働いてきたんですけれども、それが未知のウイルスを前に面会

は制限されて、感染対策上、15 分という短い時間で何もかも説明しなくちゃいけないとい

うことだったので、やっぱり高齢者が相手だとそれが伝わらないんですよね。それで何回も、

何回も聞き直してくるとかいうのでかえって業務が増すというようなことがありました。 

 ですので、診療報酬を変えて賃金を上げることや人を増やすということも求められるん

ですけれども、まずはこのコロナの状況を早く抑え込んで、まずこれまでどおりの看護をさ

せてくれというのが結構切実な要求になっていたんです。ですので、戦略的ゴールを PCR

検査の拡充ということを定めて組み立てていきました。 

 

 

 それでパワー分析の部分でも、先ほど言ったとおり、札幌なのか、北海道なのかが当初あ

んまり定まっていなかったんですけれども、キックオフを終えてすぐ位に見直しをかけま

した。 
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 一応、北海道知事を対象に絞り込みを直したということなんですけれども、この北海道知

事は 2019年 4月から新任となった知事で、全国にも先駆けて道独自の緊急事態宣言によっ

て外出制限だとか、一斉休校などを実施して、非常に賛否の声が広まったんです。先ほどの

子育ての関係でも非常に困った人たちがいたと思うんですけれども、医療の現場でもやっ

ぱりすごく大変な状況がありました。 

 

 

 ですので、こうした状況を改めてまとめたときに、自身の行動が評価されることに関心を

持っている人なんだなということを分析しまして、同志の持つ資源・関心を考えた際に知事

の政策でコロナ感染は十分コントロールできていないことを、医療従事者が告発すること

で何か動かせないかというようなことや、最大のイベントであるオリンピックの成功はわ

れわれ医療従事者の協力がないとできないということで、これに協力できないよというよ

うなことを言えば、受け入れざるを得ない状況に追い込めるのではないかという仮説を立

てて、進めるようにしていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 それで戦術のほうも、その変革の仮説ができる前までは街頭宣伝だとか、デモだとか、あ

まりいろいろとアイデアが出てこなかったんですけれども、仮説ができてから、それをする

ためにはどんなアイデアができるだろうかという話を繰り返していったときに、背を向け

るアクションとか、あるいはその現場の実態を絵で発信するというようなことに行き着き

ました。 

 

 

 これはキャンペーンのタイムラインなんですけれども、一番最初に組み立てたものです。 
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そこから改めて見直して切り替えたときに、街頭宣伝ではなくて、今の道の政策ではコロ

ナが十分にコントロールできていませんよというような絵を描いて告発するとか、あるい

はオリンピックについて協力できませんということを、みんなで背を向けて写真を撮って

集めて発信するというようなことをしました。 

 それで 5月 12日の看護の日なんですけれども、当初、道庁包囲を計画していたんですが、

直前になって変異株の流行が猛威を振るうようになって、爆発的な感染拡大が道内を襲っ

たんですよね。加えて 4 月のアクション以降、その提起が大幅に遅れちゃったということ

もありまして、準備期間が実質 10日間程度しかなくて、うち半分が連休期間ということも

あったので、行動参加が大幅に減ってしまったということはあったんですが、これもすぐさ

まオンラインに切り替えてやったという結果になっています。 
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 このようにキャンペーンが走り出してから随時、修正を繰り返しながら実施してきたこ

とで、団結が深まった部分と気持ちが離れていった部分があったかなと思っています。行動

の中心は札幌市の看護師さんでしたので、アクションとアクションの間にはミーティング

を設けたことによって、同志の広がりを感じることができました。一方で、北海道のエリア

が広くて、執行委員の役員を仲介して看護師さんも一緒に行動しようというところについ

ては、ほとんど広めることができませんでした。 

 

 

 それでここから考察なんですけれども、やってみてよかった点や気付きなども合わせて

触れていきたいと思っています。この 4つの角度から考察していきたいと思っています。 
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 まずは、要求前進したかという点ですけれども、戦略的ゴールは達成できませんでした。

これは知事の本心で、つまり要求を決断しなかった最大のネックはどこにあったんだろう

かというところが引き出せなかった点が大きかったかなと思っています。この点は、知事に

つながるまでのロードマップを細かく分析する必要性があったんじゃないかと思っていま

す。また、予算においても看護の日をゴールに定めて組み立てたキャンペーンだったので、

確定した予算の範囲から新たに支出して、要求を決断させることがそもそもできたんでし

たっけというようなことや、予算を反映させるためにはどのタイミングでこれをねじ込む

ことが大切なのかということなんかも、分析が少し足りなかった部分があったと思ってい

ます。 
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 一方、少し余談ですけれども、札幌市にターゲットを絞って組み立てて進めていったらど

うだったかという点もちょっと考えたんですが、札幌市は不十分ながらも、ことしの 3 月

から医療機関も対象に含めた定期的な PCR検査の実施を始めております。内容については

長期療養病棟や精神科病棟、また透析を持っている医療機関で回数は月 1回、8月までの半

年間という限定的なものなんですが、要求の兼ね合いからいうと、一歩進んだ内容だったの

かなと思っています。 

 しかし、その行政が制度を整備しても、対象医療機関の実施率が 3 割程度にとどまって

いることが、このゴールの時点で明らかになっています。これは急性期治療を担う病院だと、

感染者数増加に伴って、そもそも制度改正を待っている暇なんてなかったんですよね。なの

で、おのおのが独自に開始していったということがあります。 

 また、対象になっている長期の病院なんかでいうと、冒頭述べたとおり、感染者が見つか

ると経営的なダメージを負うので、無症状者の陽性患者を早期発見せずとも、院内の感染対

策を怠なければ必要ないといって、拒否されているところもあります。 

 これらの事例に対しては、同志が求めているにもかかわらず、使用者の判断でふたをされ

てしまって、労働者に回ってこないということがありますので、つまり個別の交渉をしなが

ら社会に発信していくことで、前進をつくっていける部分もあるかなと考えています。また、

要求の頻度や対象医療機関の拡大の必要性を裏付ける根拠やそれにかかる費用など、具体

的なところまでもう少し分析も必要だったかなと考えております。 

 

 

 続いて、団結は強まったかという点なんですけれども、各アクションの間に関係構築戦術

ということでミーティングを取り組んだんですが、それによって受動的だった同志が主体

性を持って行動に立ち上がったという点があります。具体的に言うと、当初その要求に対し
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て否定的だった意見から、いや、これはやっぱり必要だよねと変わっていったことや、ある

いは組合員への行動の呼び掛けだけじゃなくて、組合に入っていない人にも一緒にやらな

いかと呼び掛ける行動が見受けられたんです。ここで重要になってきたのが、ナラティブを

語り、共感を広めたことだと思っています。 

 

 

 続いて、新たなリーダーが生まれたかという点ですけれども、コアチームに属している同

志の 2 人は今の状況について不満はあるけれども、どうせ変わらないというような懐疑的

な一面も当初あったんです。しかし、繰り返し議論していく中で当初顔出し NG だった方

もマスコミの取材を受けて、やっぱり思っているだけじゃ変わらないと変化していきまし

た。要求実現させるためにも先ほど言ったとおり、組合に入られていない人に呼び掛けると

いう積極性も見られてきました。 

 また、2層目を形成する上で新たなリーダーも出てきました。彼女らは自身が参加するだ

けだったところから、自分がやるべきことは何なのかということを確認して、さらに輪を広

めるために主体的に呼び掛けるようになっていきました。 

 新たなリーダーが育つためには話す時間を確保して、対話するということが大事なんだ

と思っています。その時に誰でも分かるような内容で、かつ誰でもできるような行動提起が、

4 月の背を向けるアクションでは非常に現場の人たちにはマッチしたのではないかと考え

ています。 
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 最後 4 点目ですけれども、社会的な信頼が高まったかという点ですが、今回の戦術では

コロナ禍であることや医療従事者であることから、なかなか屋外に出て、直接社会に訴えか

ける行動が難しかったんです。ですので、SNS が中心になったんですけれども、2 月 1 日

のキックオフ時点ではフォロワーが 454 人だったんですが、ゴールの時点では 1,375 人と

なって、その 3カ月間で新たに獲得したフォロワーは 921人でした。4月、5月には Twitter

上でデモを企画したんですけれども、いずれも瞬間的に 2 万から 5 万のリツイートがされ

て、トレンド入りしました。こうした取り組みを通じて組織外の同志からも、私にも何かで

きることはありませんかというような温かいメッセージもいただいたり、あるいは医療従

事者は大変ですね、頑張ってくださいというような市民の声が、何で医療従事者の声を政府

は聞かないんだというような共感のコメントに変わっていったりというようなことも、非

常に力強かったです。 
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 最後になりますけれども、今回、コミュニティ・オーガナイジングの手法を活用したキャ

ンペーンに取り組んで得たもの、課題になったものを振り返りの中から教訓を導き出した

んですが、これまでの運動スタイルと異なる手法は、先の見えない不安も大きかったんです

が、確かな変化をたくさん得ることもできたと思っています。今後の変革の必要性について

組織としてはまだまだ大きな障壁はあるんですけれども、この経験を通じて変化をつくれ

たことが何より財産だと思っていますので、引き続き頑張っていきたいと思います。以上で

す。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

出口： 

伊藤さん、ありがとうございました。そうしましたら、ここから後半のディスカッション

ということで、報告していただいたお三方とあだにーの進行で進めていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

安谷屋： 

こまっちゃんとさがしょーとケンタ、報告お疲れさまでした。ありがとうございました。

改めましてご参加の皆さん、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンの安谷屋と言いま

す。あだにーと呼んでください。よろしくお願いします。 

 きょうは、労働組合として取り組んだコミュニティ・オーガナイジングのキャンペーンと

いうところから何が学べるのか、そして今キャンペーンをやろうかどうしようか迷ってい

る方の背中を押せたらというところと、あと今回、3つとも組織の形態が違うんです。個人
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加入のユニオンと産別で今、ケンタが報告してくれて、こまっちゃんのところは単産という

単独の雇用主を相手にする組合ということで、組織の違いによってリソースとかの違い、そ

れから組織の形態によって何かキャンペーンをやるときに、より気を付けなきゃいけない

ところがあるのかみたいなことも話せていけたらいいのかなとは思っています。 

 今、順番に聞いていて、こまっちゃんのところは単独だったからこそのやりやすさみたい

なことも多分あったのかなと。そして意思決定者であるこまっちゃんが、本当にコミュニテ

ィ・オーガナイジングを学んでから、いつもこまっちゃんと話して印象的なのは楽しいとい

つも言うんです。会議が終わると、ミーティングが終わると今回のキャンペーンでも保健師

さんたちは本当に業務が逼迫している中だけれども楽しかった、力になったという。こまっ

ちゃん自身が信じていることがみんなに伝わるからこそ、そしてきょうの報告の最初にセ

ルフを話していましたけれども、ここまで自分のことをおおっぴらに語る委員長を持つ組

合が今、日本にどのぐらいあるのかなというところを改めて思って、やっぱり委員長がここ

までオープンであることの影響は大きいんじゃないかなというのを、きょう改めて感じて

いました。子供のころ、こんなだったみたいなことをあんまり聞いたことがないですよね。 

 さがしょーたちのチャレンジは後半、本当に最後の少しだけ関わったんですけれども、こ

こはやっぱりこなっちゃんのパブリック・ナラティブを引き出せたそのコーチング力に尽

きるんじゃないかなと思うんです。ユニオンということで、個人参加の組合で、やっぱり自

分が声を上げることで働き先を失ってしまうんじゃないかという怖さがあった中でのキャ

ンペーンだったとは思うんですが、さがしょーたちのユニオンのキャンペーンでしたけれ

ども、助けてくれた全労連のつながりが結構あったなというのがコーチングをしている中

でも感じて、最後、厚労省直接交渉のときは全労連の本部の方、青年部の方にサポートをい

ただいていましたし、途中のミーティングの参加なんかもそういう仲間がかなり力になっ

ていたんじゃないかなとも思うので、組合のつながりを十分に生かせたキャンペーンだっ

たんじゃないかなと思います。 

 ケンタのところは直接、私はコーチングチームには入っていなかったので、時々情報が漏

れ聞こえてくるという感じでした。ここはきょう、私もとても勉強できたらなと思っている

んですが、産別なんですけれども、ベースになるのは単産というか、一つ一つの医療組織の

組合がチームになってというか、さらに産別という組織を構築しているということだと思

うので、そこの力関係というか、さっきケンタの報告の中で 9 割は単組と企業の交渉で決

まると言っていて、ではここに産別はどういう影響を与えることができるのかみたいなこ

とがもうちょっと見えてきて、そこの構造が分かると、キャンペーンを組み立てるときの戦

術や、あとは今回タイムラインを組むときにも中央委員会があるなど、組合のスケジュール

として元々動かせないものがあるということで、それを逆に生かすことも多分できるんじ

ゃないかなみたいなのも聞いていて、感じたところでした。 

 という私の所感から入ったんですけれども、元々私自身は労働組合に加入した経験はな

くて、このコミュニティ・オーガナイジングの活動の中で労働組合と出会ったという感じで
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す。なので、皆さんから日々勉強させてもらっているところがあるんですが、順番にまずこ

まっちゃんからさがしょーとケンタの報告を聞いている中で、単産、産別、個人加入という

組織の違いによって何か見えてくるメリット、デメリットといったところをシェアし合う

ことをやってみたいなと思うんですが、いかがですか。 

 

小松： 

ありがとうございます。あだにーに言っていただいたように、うちは大阪府の労働組合、

単組ですね。1 つの労働組合なので、僕が委員長なので、いわば意思決定権を持っている、

権限があるというところから言うと、ある意味動きやすかったところはあると思うんです。

ただ、とはいえ、委員長が何でも好きなようにできる組織はそれはそれで困るわけで、ちゃ

んと会議とか、意思決定の機関が必要になってくるので、当然役員の皆さんや組合員の皆さ

んの理解も必要なんですが、やっぱりこの数年間、僕は 2017年に初めてコミュニティ・オ

ーガナイジング・ジャパンのワークショップを受けたんですけれども、それ以降、少しずつ

部分的に例えば会議のやり方を変えたりとか、みんなが発言できる会議にしたりだとか、単

なる学習会じゃなくてワークショップにしたりとか、そうやっていろいろやってきた下積

みがあって、こういうキャンペーンのときにみんながすっとそれに順応してくれたという

か、そういうことを委員長に任せてというか、コアチームに任せていいんじゃない？という

雰囲気ができていたのがすごく大きいなと思います。 

 さっぽろ青年ユニオンなんかは僕も非常に勉強になるところがあって、100人オンライン

にも参加させていただいたんですが、やっぱり個人加盟労働組合だからこそ、誰でもそのキ

ャンペーンに参加できる利点があったんじゃないかなというところでは、すごく同志のと

ころで広がりがあるとは感じたので、そういう労働組合の枠をさらに超えたキャンペーン

につなげていける可能性もちょっと感じたりしていました。 

 ケンタのところの北海道医労連のキャンペーンは、僕もコーチングチームの中の 1 人と

して参加をさせていただいていたんですけれども、やっぱり組織の壁というかがあったな

とは感じていて、例えばコアチームで議論したことと、産別組織として決めている方針だと

か、そこの意思決定会議との結論に食い違いが出るときもあったので、その都度、修正をし

ていかないといけないとか、そこでやっぱり時間がかかったりということがあるので、僕の

報告の最後にも言ったんだけれども、やっぱりキャンペーンをやろうと思うと、一定コアチ

ームに権限というか、そこに一任する、信頼して任せるというぐらいのやり方をしていかな

いと進みにくい点もあるんじゃないかなとか、そこで同志の気持ちがちょっと折れてしま

うという可能性も考えられるので、そこは非常に難しいところだなと思っています。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。組織の壁という言葉が今出ましたが、さっきケンタの報告の中に

あった同志が執行部ではないところが大事なんだけれども、では執行部じゃないことでど
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ういうリスクがあるかというと、意思決定がコアチームだけで実はできない状況も起こり

得るということなんですね。これは多分、今回キャンペーンをやったからこそ見えてきた課

題なんじゃないかなと思うので、これをどう乗り越えていくかをみんなで考えるのはちょ

っと楽しみですね。 

 では、さがしょー、お願いします。 

 

佐賀： 

僕は緊急性のあるアクションとか、求心力が出そうなアクションをやるときは、それだけ

の単独のチームを別個でつくることが多いんですよね。組織の壁とかの外で。やっている人

を見れば、大体ユニオンの人とか、組合の人という感じなんだけれども、独立したグループ

なんだと。アクションが盛り上がったときにそういう産別とか上部の組織に対等な関係で

こういうのを一緒にやってほしいんだというようなアプローチをしています。昔からいろ

んな組織をつくったりするんですけれども、やっぱり上部組織がこれでとかになってくる

と、上の考えが決定しなきゃならないとかいうことがあるので、逆にやりにくかったりする

ので、自分が責任を持って最後まで突っ走れそうなものは、もう単独でチームをつくってや

ってしまったほうがいいかな。そこにリソースを集めるという感じでやっているので、逆に

こまっちゃんが府職労とかでこういう機動的なキャンペーンをやったり、ケンタが決裁機

関が何個もあるような組織の中でやったりするのがすごいなというか、逆にそれでよくや

りきったなというのは思うので、外につくるというやり方を行うようにしています。 

 

安谷屋： 

逆に言うと、外につくるということができる自由さが元々ユニオンにはあるのかなと思

うんですけれども、その自由さと、さらに今回のキャンペーンみたいに上部団体や関係団体

に協力を求められる関係性を普段からつくっておけるといいということなんですね。あり

がとうございます。では、ケンタもお願いします。 

 

伊藤： 

非常に学びになるコメントをいただいて、ありがとうございます。やっぱり産別で言うと、

報告の中でも言ったんですけれども、結構ある程度その業界や業種を束ねている組織だっ

たりもするので、すでに仲間がいるという意識があるのかもしれないんですけれども、でも

それは全体から見るとものすごく小さいコミュニティで、よそはもっともっと困っている

人がたくさんいるのに、そこの変革の必要性がなかなか組織として一致しない部分が今回、

一番やりづらかったところかなと思っています。なので、その仲間の範囲で今こういったキ

ャンペーンをやろうと思っているんだという 1 本大きな柱があって、その道をそれない範

囲のキャンペーンをやろうということだったら、あんまり干渉しなかったと思うんですけ

れども、キャンペーンというのはこういうサイクルの中でも 1 本の矢を貫くような、やっ
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ぱり今困っている人たちがいる中で共感を広めて変えていこうというところが、なかなか

そもそも落ちなかった部分が、ベースにはやっぱり理解を深めるためには、組織的にはもっ

と学習を深めなきゃいけないなという部分もありますし、そういったところでは非常に今

回やってみて、一番大きな学びになった部分かなと思っています。 

 

安谷屋： 

なるほど。結構同志を絞るときに、当初札幌でやる。それが折れて、北海道になったみた

いなところも、その辺の産別の組織的なものが原因だったりしたんですか。 

 

伊藤： 

そうですね。先ほど言ってくれたとおり、9割近くは個別企業単位の交渉によって決まる

んですけれども、では、その産別で決めたことは一体何なんだというところは、やっぱりま

とまった束を今後どうしていきたいのかという展望をなかなか持ちきれていない部分も課

題になっているのかなと思っています。なので、札幌なら札幌というエリアを限定して組織

化をやっていくキャンペーンにしたいんだと言っても、では残った旭川、函館、釧路、俺た

ちは何をやるんだみたいな感じで、そこが一つ一つ合意形成を作れなかった部分があるな

と思います。 

 

安谷屋： 

もしコミュニティ・オーガナイジングを学んだことがある方々だったら、例えばいきなり

大きなゴールには行けないから、一つ一つゴールを積み重ねる。その最初が札幌なんだみた

いな話が通じる相手と通じない相手に、どういうコミュニケーションを取っていくのかみ

たいなこともありそうだなとは思いました。そうすると、産別という組織でキャンペーンを

始める、やるということになると、課題として、何かキャンペーンをやりたいと思ったとき

の、次はこういうふうに改善できそうだとか、ケンタの中で見えているものはありますか。 

 

伊藤： 

まずは今回いろいろとぶつかった部分はあるんですけれども、とにかく走りきった部分

はあったので、その中での変化をきちんと伝えながら、やっぱり従来どおりではなくて、変

化をつくるためにはきちんと道筋が必要だし、共感を広めるためにはナラティブが必要な

んだというところはかなり説得力があると思って、そこを振り返りの中からみんなに伝え

て、次のキャンペーンのときにはある程度そういったキャンペーンチームにまずは委ねて、

戦略を作っていくというようなことに挑戦していきたいなと思います。 

 

安谷屋： 

キャンペーンチームに委ねてもらえるかどうかのところが肝になりそうな感じですよね。 
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今回 3つのキャンペーンともコーチング、伴走が付いたということだったんですけれども、

伴走があったことの効果はお話をそれぞれの報告の中でされていたので、こまっちゃんが

さがしょーに、さがしょーがケンタに、ケンタがこまっちゃんにという感じで、コーチング

についての質問をお互いにし合ってもいいですし、報告を聞いて、何かあそこがいいなと思

ったのでもう少し詳しく聞きたいですみたいなポイントがあれば聞いてもらってもいいし、

やっぱり客観的に見ると見えることがあるんじゃないかなと思うんですけれども、いかが

ですか？ では、こまっちゃんから。 

 

小松： 

質問というか僕の感想になるんですけれども、さがしょーやケンタはどうやったかなと

思うんですが、僕はコーチングを受けたことで、やっぱり人間は弱いのでついつい先に延ば

してしまおうとか、どうしてもしんどくなるとちょっと置いておこうかなとなるんですよ

ね。でも、やっぱりコーチングがあることによって、別にコーチングをやってそこであだに

ーに詰められているわけじゃないんですけれども、そこで聞かれることでやらなきゃなと

か、あるいは進捗を改めて客観的に見ることができるという点ですごく重要やったなと思

っています。僕は回答していないですけれども、確かペースは 2 週間に 1 回ぐらいですよ

ね。コーチングをしてもらっていたので、そのコーチングを受けて、その間にまた次のミー

ティングをやってというところで、どうしてもミーティングをするときとかも、とにかく忙

しい保健師さんたちと一緒にやるということがすごく精神的にしんどいときもあったので、

そういうところを乗り越えることができたのも、コーチングとミーティングが交互にあっ

たところがよかったんじゃないかなと僕は感じているので、その辺をさがしょーとか、ケン

タはどう感じていたのかがぜひ共有できたらいいなと思います。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。では、さがしょー、今のこまっちゃんの話に答えつつ、さがしょ

ーの気付きとか、質問とかもどうぞ。 

 

佐賀：そもそも突っ走っちゃった後からコーチングをお願いしたということがあって。 

 

安谷屋：結構すごいタイミングで来たなと思いました。 

 

佐賀： 

重大な欠落があったりしたんですよね。それは次はないようにしようと思うんですけれ

ども、そういう基本を押さえるという意味でまず大事だったなと思って。変革の仮説はまず

ないと話になりませんよということなんですよね。だからそれがないと、何を基にコーチン

グをしたらいいか分からないんだなというのがよく分かって、早く出せ、早く出せと。とに
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かく作れ、作れというのがやばい、やばいと思って、そこで結構エンジンがかかったなと思

っているのと、本当にそれを成し遂げたいし、成し遂げられると思っているんだったら、何

月何日までにこれをやるというんだったら下準備はどこまでできているのとか、何人に声

を掛けたのという当たり前のことを当たり前にやるんだよと言うと、簡単に聞こえるんだ

けれども、それを要所、要所で言ってもらうことで、ミーティング前に頭が整理されて、例

えばこれをやらないとね。 

 だから、ひかちゃんと今話しているのは、コーチングはこれから私たちがされる質問の先

取りだよねというか。実際、世に出たときにこういうことを聞かれたり、こういう準備をし

ているかと聞かれたりすることを先に言ってくれて、それ自体がシミュレーションなんで

すけれども、そういうことの繰り返しがすごく大事だなと思って、展望のないことをふらふ

らやるんじゃなくて、きっちり目的に向かって整理する上ではコーチングというのはいい

なと思いました。 

 質問があるとすれば、ケンタのチームは 7 人のコーチがいたら、どんな感じになるのか

なとか、コーチが 7人いたらそのミーティングだけで 3～4時間かかりそうだなと思うんで

すけれども、どうやってまとめたのかなというのを時間があれば教えてください。 

 

安谷屋：ぜひ聞きたいですね。 

 

伊藤： 

ありがとうございます。私もコーチングは 2週に一遍ぐらいですね。3カ月で 12回から

15 回ぐらいやっていたと思います。それで一番は、お二人のキャンペーンとは違って、チ

ームミーティングはみんな同質のメンバーなんです。全員医療の関係者で、どうしても話の

中でそうだよねという共感が先に出てきてしまって、そこで突っ走ってしまうというとこ

ろから、やっぱり異質であるコーチングを受けてみて、それは本当にゴールに向かっている

かとか、新たに人を巻き込んでいけそうかと言われたときに、はっと思う部分がすごくたく

さんあったので、間違いなくやっぱり伴走支援は必要なんだろうなと考えています。コーチ

陣は非常にたくさんいるんですけれども、メインのコーチは 1 人ということで、そこでの

コーチ契約ということで、そのメインコーチ以外からも少し助言をいただきながらミーテ

ィングをするという感じです。そこの支援が非常に大切だったということなんですけれど

も、お二人のキャンペーンでは比較的保健師じゃない方もチームにいて、きっといろいろと

議論がされているんだと思いますし、子育ての関係も、いわゆる子育てをされている世代も

そうでない方もいて、どういう話を進めていったら共感が生まれるだろうかという話もあ

ったと思うんですけれども、やっぱりチームを形成する上でも同じ人で寄り集めるのでは

なくて、少し異質なメンバーを入れてチームを形成したほうが進むのかというところも、自

分のところとは違うキャンペーンをされているので聞きたい部分ではありました。 
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安谷屋： 

ケンタのところは、コアチームが全員医療従事者だったということですよね。こまっちゃ

んのところは保健師さんももちろんコアチームにいたけれども、労組の専従メンバーが何

人か……。労組の 2人。それ以外の若手もコアチームに入っていましたよね。なので、保健

師じゃない人も、同志じゃない人も入っていたというところ。 

 さがしょーのところは、まさにどんぴしゃ当事者なのはこなっちゃんだったけれども、子

育てしながら働いていると言えば、さがしょーも同志は同志。ひかちゃんは子育てをしてい

るというカテゴリーからは今はその中に入らないけれども、コアチームのメンバーだった

というところで。 

 では、さがしょーからいきましょうか。いわゆる当事者と設定した人だけじゃないコアチ

ームの進め方はどうですか。 

 

佐賀： 

最初は同志ということで、助成金を拒否された人とかにかなり絞って考えていたんです

よね。だけれども、そこじゃないなというところで、このキャンペーンを最後まで一緒に走

りきってくれる人と視野を広げて、仲間を増やしていったというのはあります。 

 ただコアチームは 3 人でいいよねと。期間が短いし、ここで今ミーティングが定期的に

できているし、アイデアももらっているからここは固定して、誰に焦点を置くか。20 人チ

ームとか、発信していく主体になるチームは必ずしもそのカテゴリー全部に合わなくても、

一緒に走りきってくれる人ということで練られて、声を掛けていったと思います。 

 

安谷屋： 

そうでしたね。そこの同志のところのコーチングは、私もちょっと気になったのが、多分

さがしょーの報告の中に労組の今までの戦い方は、権力者を批判して、自分たちの勝利を勝

ち取るみたいなスタイルだったのが、今回共感を広げるというところが大きく違ったとい

うことで、共感を広げるのであれば、やっぱり補助を受けられた、受けられない、また休め

た、休めないというところで親同士の対立を、私たち同志、私たちチームは、そういうもの

があるままの社会を目指しているんだっけみたいなところを、何となく私はそこが気にな

って、本当にそういう人たちは同志じゃないんだっけというコーチングをしたのを覚えて

いるんですけれども、例えば今子供がいなかったとしても、子育てを助け合える社会がいい

という人も広い意味では同志じゃないかとか、そういうふうに考えていったときに、その同

志が曖昧になるんですよね。 

 そこでさがしょーたちのチームにコーチングをしていたときには、どのチームがどうい

う役割を持つのか、どういうキャンペーンへの参加の仕方をする人たちがいるのかみたい

なことを割と聞いていって、そうするとさがしょーとひかちゃんとこなっちゃんは、多いと

きで 1 週間に十何時間ミーティングをしたということだったんですけれども、そのコアチ
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ームに入るぐらいのコミット度で参加できる人なのか、そうじゃないのかみたいな感じで

分けられない？みたいなところから、チームの構造を考えていったところもあったんです

けれども、コアチームはコアチームで、同志はやっぱり広げていかないと、コミュニティ・

オーガナイジングは変化が起こらないので、そういう捉え方も一つコツなのかなと思いま

す。 

 では、こまっちゃんのところは保健師さんをメインの同志、一番困難に直面している人た

ちだったので、力をつけてほしい人たちとしていたんですけれども、多様な人がチームにい

たことはどのように影響しましたか。 

 

小松： 

うちは保健師さんというか、保健所で働いている専門職の方が 3人と、僕と、うちの組合

で専従書記として働いているチタの 5 人のチームだったんですけれども、基本的には同志

の人でキャンペーンチームをつくってほしいという思いはありましたが、ただやっぱり今

回僕がそのチームの中で中心に進めることにはなったんですけれども、同志の人は大概困

難に直面している人たちなので、時間的に余裕がなかったり、力がなかったりということが

あるので、そこに寄り添って、同志と同じぐらいの気持ちでやっていくことが大事かなと思

いました。そういう意味では、保健師さんにしかできないことはたくさんあるし、逆に時間

的余裕がある僕でしかできないこともあったし、そういうことでは多様性が生かされると

いうか、役割分担ができたのではないかなと思っています。 

 よく COのワークショップでキャンペーンチーム、コアチームに入るには、同志じゃなく

とも同志と同じぐらいの思いで最後まで走り抜くと、さっきさがしょーも言っていました

けれども、それを僕は今回初めて実感ができて。というのは、このキャンペーンが終わった

ときに、ある外の人に小松さんは保健所で働いている人やと思っていましたとか、あるいは

どこかの保健師さんに「こまっちゃん、保健師になれますね」とか言われたときにすごくう

れしくて、これで僕も一緒に走りきれたのかなという、同志と同じ目線で走れたのかなと思

ったりもしたので、そんな感じです。 

 ですから今度は、次やるときはまた違う、同志じゃないけれども、同じように僕が今回や

ったような立場でキャンペーンチームを引っ張ってもらう人とかが増えていくと、さらに

いいかなと思っています。 

 

安谷屋： 

今こまっちゃんの話の中に、役割がそれぞれ違うものを担えたという話があったと思う

んです。ケンタの報告を、私は事前にドキュメントを読んだのか何かだったかちょっと覚え

ていないんですけれども、チーム構築とか、役割分担のところを後に回したみたいなところ

があったかなと思っていて、順番はいつやってもいいと思うんです。 

 さがしょーたちのところも実は役割とか、ミーティングへの参加のコミット度の違いみ
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たいなところで、だんだん誰がどういう役割を担うかを整理できていったんです。戦略が進

んでいく段階でこういう役割の人がいるといいねとか見えてくることがあるので、やっぱ

り見えてきたときに、では、誰々さんにこれをお願いできるね。いや、でもこれを担える人

は今いないから、同志になる人で誰かいないかなみたいな感じで新たにリクルートすると

か。やっぱりメンバーをリクルートするときに、どういうコミットを具体的に求められるか

によって、すごく忙しい人たちに対して何となく漠然と私たちのキャンペーンに協力して

くださいというだけだと、どれぐらい時間が必要ですかというのが分からないと、多分そう

やって誘われたらケンタも答えにくいですよね。なので、こっちとして必要な役割が見えた

ときに改めて役割を振り直すとか、いなければ、またほかに誰かを誘うみたいなことは、見

えてくれば見えてきたタイミングほど有効になったりします。 

 お互いに話しているといろんなことの気付きがあるんですが、ここでちょっと質問とか、

チャットに来ているお話で、同志が勇気を出して声を上げる。それによって共感が広がった

というのが今回のキャンペーンで多くあったんですけれども、それでもやっぱりみんなそ

れぞれ最初は顔出し嫌だと言っていたり、またバッシングを受けるかもしれなかったりと

いうことで、最初は拒んでいた方がいて、その人たちがだんだん私も、私もとなっていった

というのが大きかったかなと思うんですけれども、その勇気を引き出した最大の力は何で

しょうかという質問が来ているので、お一人お一人、これだと思うものを言っていただきた

いなと思うんですが。こまっちゃん、いかがですか。 

 

小松： 

僕はやっぱり共感とか、共有するということやったと思うんです。COでもストーリーを

語るときに価値観を共有して相手の心を動かすという話をよくしますけれども、まさにそ

うで、やっぱり今回保健師さんたちが最後に顔出しで出られたのは、自分たち保健師の中で

気持ちを共有したというのもそうだし、外の関係団体の人たちのバックアップ、共感の声が

あったというのと、いろんな保健師の声を発信することで、最初は Twitterで発信するとき

とかもやっぱり＜聞き取り不能＞とか、今の大阪の状況で言うと、批判の声がたくさん来る

だろうなと思っていたんです。だけれども、そういうのがほとんどなくて、圧倒的に応援の

声とか、共感の声だったんですよね。そういうところに励まされて、立ち上がってもいいの

かとか、声を上げてもいいのかという思いだったんだと思うんです。 

 今度 7 月 3 日にまたオンラインですが、保健師さんたちの記者会見というか、保健師さ

んたちが声を上げる場を設定しようと思うんですけれども、そうするとやっぱりそこにま

た違う保健師さんがこの間の動きを見ていて、私も声を上げなきゃなみたいなことを言っ

てくれる人たちも増えているので、やっぱりそういう共感する、共有するということがすご

く大きな力になったと思います。 
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安谷屋： 

ありがとうございます。今、割と質問が元々いろんな共感を引き出したということだった

んですけれども、コアチーム内とか、保健師さんの共感を広げるみたいなこと、今保健師さ

んの共感を広げるというところに入ってきたかなと思うんですけれども、キャンペーンの

途中で改めてチーム内で思いを共有し合ったりとか、確認し合ったりしたタイミングはあ

りましたか。 

 

小松： 

割とずっとやっていましたね。ミーティングのときにお互いのしんどい状況の報告とか、

今これがしんどいとかいうのは結構やっていて、それをどうやったら解消できるかとか、そ

ういう気持ちなんかの共有は割とやっていましたね。 

 あと、コアチームではないんですけれども、保健師さんという点ではオンラインのランチ

タイム集会もすごく有意義で、20分、15分とかの時間なんですけれども、あそこで本当に

その時の感想文なんかを見ると、一つにつながれたとか、気持ちが通じたとか、そういう言

葉がたくさんあったので、それも大きかったなとは思います。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。キャンペーンを進めていく中で、やっぱり世論を大きくしていく

というか、共感を広く集めるというところと同じぐらい大事なのがチーム内とか、同志の間

の共感、そしてそれによってつながりを強めることが、モチベーションを保ちながら走り抜

くというところではすごく重要なので、今回こまっちゃんたちのキャンペーンを伴走して

いても、その辺の保健師さん同士のつながりがどんどん強くなっていくことで、みんながエ

ンパワーメントされている感じがすごく印象的だったなと思います。 

 さがしょーたちのところは、私はさっきこなっちゃんのパブリック・ナラティブに尽きる

みたいなことを言ったんですけれども、あれはさがしょーとか、ひかちゃんがコーチングし

たんだと思うんですが、あのナラティブをコーチングできるんだったら、北海道内にどんど

んキャンペーンが生まれると私は思っていますけれども、共感を広げることについて自分

たち的な手応えとか、すごくよかったなと思うこととか、また変えてもっとこうしたいみた

いな点もあれば、お願いします。 

 

佐賀： 

元々結構、ここまで発信するようなアクションになるとは思っていなかったんですよね。

団体交渉とかで終わる話だろうなと思っていたら、だんだんこじれていって、ヒートアップ

したというか、これでは終われないねというところに気が付いて、訴えてでも何でもやって

やるわみたいな感じの強い熱意みたいなのが見えたので、これはセルフとか、パブリック・

ナラティブを引き出せたらすごいことになるなというのを思って、そこが共感のベースに



 64 

あったので、みんなで励まし合って、頑張って作っていったら次の展開が出てくるよねとい

うのを共有し合って進めたという感じなのと、あとはコアチーム 3 人のひかちゃんとこな

っちゃんと私の LINE グループがあるんですけれども、今でもそうなんですけれども、そ

こでは毎日近況だったりとか、どういうことがあったとか、何か目標があったらそれを達成

していこうとかいうのをこまめに交流し合ったり、キャンペーンが終わった後の餃子パー

ティーをいつやるとか、そうやって結束が固まっていったのが大事だったかなと思います。 

 

安谷屋： 

あとは、アス感をすごく上手に高めていた感じがして、20 人ぐらいの LINE グループの

中でも盛り上げ役という役割をちゃんと振って、誰かが何かを報告したらすごいねとかい

うふうにお互いがお互いをちゃんと褒め合うというか、そういうのは役割が決まっていな

いと何となく誰かやってくれるかなとか、ちょっと浮いちゃったりすることがあるんです

けれども、そういうところできちんと役割を振っておくことの効果みたいなのもすごくあ

って、やっぱり 1 人で声を上げる怖さがセルフによって私もやってみようとなる。そのや

ったことによって、私たちはこんなに影響を大きくすることできたねということがアスに

なっていくみたいなことが、少しずつ力として高まっていった感じはしたなと思います。 

 ケンタの報告の中でも、今回キャンペーンをやったことによって、可能性をすごく感じて

いる同志の変化があるということをさっき言ってくれていたので、ナラティブの力をすご

く確信したと言っていたので、確信できた瞬間というか、やり取りとかを共有していただけ

たらうれしいなと思いますが、お願いします。 

 

伊藤： 

同志の中では、本当に困っているという言葉はものすごく散見されたんですけれども、そ

れを何か一束にできることがなくて、キャンペーンが始まった当初も何となくそこがなく

て、いや、大変でしょう、だから一緒に声を上げようみたいな感じだったんですけれども、

キャンペーンが走り出していく途中でこまっちゃんにも入ってもらって、まずはコアメン

バーの中でもきちんと何で今、こうやって声を上げることを大事にしているんだっけとい

うことをやったんですよね。そこで皆さんが大事にしていることなんかが少し出てきてか

ら、そこから変わったような感じがします。 

 私も動画を用意すればよかったんですけれども、4月に大通公園で宣伝を行ったんですが、

そこで顔出し NG だった人が聴衆の前でマイクを握ってしゃべって、本当に今こういう状

況なんだけれども、声を上げないと変わらないんだというようなコメントを発して、その後

カメラにも出て、取材を受けてというそれを見たときにはすごく感激したなという感じで、

やっぱりナラティブはないと駄目だなと、その時すごく思いました。 
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安谷屋： 

あと、医療従事者だったりすると、どうしてもみんなが発信しているものをオンタイムで

聞けないことはあると思うので、今それこそきょうさがしょーが共有してくれていました

けれども、ああいう動画を後になって、例えばその産別の意思決定に影響を及ぼすような人

にこの間の集会のストーリーを聞いてくださいと聞いてもらってからお話をしたり、そう

いうふうに語るのにはすごく勇気がいるけれども、語ったものをキャンペーンに一つの大

きなリソースとしてどう生かしていくかみたいなことも戦術ですよね。ありがとうござい

ます。皆さん、質問には大体答えていただいたんですね。質問で来たものに今それぞれ答え

ていたと思うんですけれども、その中で、全体で共有できるとよさそうなこととかがもしあ

れば、話すのもいいかなと思いますけれども、特にありませんか。大丈夫そうですか。 

 今回ちょっとずつずれてはいるけれども、ほぼ同時期に 3 つキャンペーンが走ったこと

で、恐らく皆さんそれぞれつながっているので、お互いのキャンペーンを横目でちらちら見

ながら参考にしたりとか、話を聞いたりとかしたこともあったのかなと思うんです。 

 また本当に私がいつも思うのは、組合の皆さんはすでに声を上げなきゃいけないし、上げ

ることはもうできている状態の皆さんなので、やっぱり普段からしていることをちゃんと

ゴール達成につながるまでにどうやって効果的に、意図的にやるかというところができさ

えすれば、多分いろんなキャンペーンのゴール達成が続いていくんじゃないかなという希

望をすごく感じるんです。 

 今日のお話の中にも、元々ある組合のスケジュール的なものを生かす方向で見直してみ

たりとか、常に関係構築がされている状態とある意味言えるのかなというところもあるの

で、もちろんその関係構築の中にもうちょっとお互いの大事にしていることを話せるスト

ーリーだったり、経験を語るみたいなことは誰かが仕掛けていかないと多分変わらないの

で、それこそこまっちゃんがあらゆるところでセルフを話すところから始めるみたいなこ

ととか、すでに実践もされているので、そんなふうにして積み上がっていくのかなというの

と、あと繰り返しになっちゃいますけれども、さがしょーたちがほかの組織の力を借りて、

キャンペーンゴールを達成したような感じで、お互いが協力し合う、それはもう本当に皆さ

んが持っているリソースだと思うので、関係者分析のところでここの組織のこのリソース

は頼めば絶対に使わせてくれるみたいなものは絶対に書き込んで、それがタイムラインは

どこのタイミングで使えるのかみたいなこととか、あと悩みも共通のものが多いんだと思

うんです。質問の中にもケンタに対してありましたけれども、やっぱり産別組織の難しさみ

たいなものは今回やってみて初めて見えた課題を同じように悩んでいる人たちと共有して、

ブレストじゃないけれども、自分たちだったらこうできるかもみたいなことを持ち寄るだ

けでも、もしかしたら道が見えたりとかするのかなと思ったりしました。また、QAが増え

ております。 

 

佐賀：すごく一番いい質問が来たんじゃないですか。 
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安谷屋： 

3つの実践は、子育てアクションを含め、労働組合のメンバーがコアメンバーだったわけ

ですが、従来の労組組合メンバーに今回のキャンペーンを踏まえて一番言いたいことを聞

きたいですということなので、3人それぞれそれを言って、締めな感じですかね。この順番

はどうしますか。どなたからいきますか。 

 

伊藤： 

では、私からいきますか。貴重なご質問ありがとうございました。やっぱり今回やってみ

て、これまでの労働組合は結構大事にしてきたものが引き継がれてやってきたというのは、

過去に変えられてきた人たちの受け継ぎの継承があるからこそ頑張っていると思うんです

けれども、なかなかそれが近年では実現できていないことばかりだったんです。 

 なので、私はその変革の必要性はあると確信していて、変えるためには具体的に何が必要

なのかも今回チャレンジしてみて、いろいろ見えてきたものもあると思っていますので、大

変だけれども、怖がらないで一緒に自転車に乗って変えていきたいなと。そのために私も一

生懸命、一緒に活動していきたいと考えています。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。変革とか、変えるということにいったんちょっと私たちはびっく

りするというか、怖いと思うことがあるんですけれども、変革は別に今までやってきたこと

を否定しているわけでは全然ないですから、今までやってきたことがあるからこそ、それを

生かしつつ、さらに成果を上げられる形にするために、さらに何をやるかということですよ

ね。なので、一緒にやりましょうという呼び掛けはすごくいいなと思いました。 

 

小松： 

僕もケンタが言ったように、やっぱりあらゆる変革をやっていく必要があるし、そういう

時期に来ていると思うんです。労働組合の力も正直、もちろん力をつけている労働組合もた

くさんあると思いますが、僕のいるところとか、僕の周りはやっぱり組合員が減って、役員

も減って、昔と同じことができるかというと、決してそうじゃないと思うんです。だから、

役員の力だけでできていた時代はいいかもしれないけれども、今はそれでは立ち行かなく

なっているんです。では、どうするかというとやっぱり組合員、当事者が立ち上がることし

かないと思うので、そのためにこのコミュニティ・オーガナイジングもそうだし、今回やっ

たキャンペーンのようなことが本当に求められていると思うので、そういうことに対応で

きる労働組合に変えていかないといけないなと思います。 

 この横のつながりも素晴らしくて、さっきの話にちょっと戻りますが、今回さがしょーた

ちのやっているキャンペーンやケンタのやっているキャンペーンを見ながら、それを自分

がキャンペーンをしながら、そういうキャンペーンが行われているのを見ながら、すごく学
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びや気付きがいっぱいあるんです。さっき 7 月 3 日にオンラインで記者会見をやりたいと

いうのは、僕はさっぽろ青年ユニオンのやつに参加して気付いて、自分もやってみたいと思

ったし、ケンタのキャンペーンに携わって、今度大阪の僕たちの組合にいる医療従事者の人

たちのキャンペーンを立ち上げたいと思っているし、そういう刺激がたくさんあるんです

よね。 

 こんな言い方をしたらよくないんですけれども、今まで労働組合の会議も、丸一日の会議

とか、一泊二日の会議とかに行っても何も残らないことも結構多々あったので、そこはやっ

ぱり超えていかないと、同じことを繰り返していたのではいけない。この 1時間、2時間の

ミーティングで得られるものもたくさんあるので、もっとうまくやっていかなあかんのじ

ゃないかなと思っています。ありがとうございました。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。取り入れられるといいなと思うことは多分本当に日常のちょっ

としたことであると思うので、そこから取り入れて、少しずつよりよくしていくというチャ

レンジを皆さんされていると思うんですけれども、こまっちゃんたちの労組から不定期で

来るお便りを見ていて、今新規採用職員に対する加入のお誘いをやっている時期なんです

けれども、とてもカタパルトが上手なんです。人は誘われて、組合が何かよさそうだなと思

うんだけれども、加入手続までしないで放置しておくと、そのまま忘れちゃうんですよね。

なので、ちゃんとその後にそれを回収しに行く。その後どうですかと回収しに行ったり、あ

とうちは引っ越したばかりで、火災保険にちょっと悩んでいてみたいな人に、火災保険はう

ちだったらこうですよみたいな感じで、相手のニーズをちゃんと聞き出しながら組合加入

に着実につなげていくみたいな手法が、COの手法もうまく取り入れつつ、すごく日々実践

されているなというのがあって、そういうお互いの実践を報告し合って、すごいねというも

のをちゃんとすごいねと返すというか、褒めることを意識的にやらないと私たちは意外と

やらないので、よかったところを報告して、それを認め合うことをやるだけでもちょっとず

つ変わっていくような感じはすごくしています。ありがとうございます。 

 ではさがしょー、どうぞ。 

 

佐賀： 

僕はあまりないんですけれども、COで最初に習うことが大事だなと思って、否定、批判

しないでまずは褒めようみたいなことがありますよね。こういう新しいことをやりたいん

だというのを、仲間内でそういう声があったら駄目駄目と言わないで、心の中で思っていた

としても言わないで、面白そうだねとか、いいのを持ってきたねみたいな支える態度で接し

てほしいなというのはありますね。僕は恵まれていたので、いろいろみんなサポートしてく

れたんですけれども、これをどんどん蹴られたり、目的変えたりしたら結構きついだろうな

と思います。ちなみに言うと、僕とケンタは離れて見えるんですけれども、日常的には向か
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い合って仕事しているんですよね。もっとそういう近さを生かせたりしたらよかったなと

今、気付きました。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。ちなみにその近さを生かすためにはどんなことができそうです

か。 

 

佐賀：声を掛けるですか。あいさつする。 

 

安谷屋： 

やっぱり向かい合って仕事をしていても、定期的に話す時間とかが特にないと、やっぱり

お互いやることが積み上がっている中で、なかなかお互いのキャンペーンについて今ど

う？みたいな話は、お昼食べる時間がずれちゃったりするとなかなかないですもんね。でも、

向かい合って仕事をしているんだったら、きょうどこか 15分ぐらい時間ない？みたいなこ

とを取り入れたりとかできるかもしれないですね。 

 ありがとうございます。そうしたら多分 5 時ちょっと過ぎちゃったので、今いただいて

いる質問の中で話すのは最後にしたいなと思うんですが、教職員組合ですということでも

らっていて、やっぱり一人一人が主体的に行動していくことが大事で、そういうアクション

をどう作っていくかが悩みですということなんですけれども、一人一人が主体的に行動す

るためにどんなことができると思いますかというのを、それぞれ短めに一人ずつお願いし

たいと思うんですが。いける人からどうぞ。 

 

小松： 

状況によってあれなんですけれども、でも基本となるのは、僕はやっぱりストーリーを語

るというか、共感するというか、対話をしていくところから始めていくことが大事かなと。

その中から困難が何か。もちろん文部科学省や国を変えないといけないということはたく

さんあると思うんですけれども、もしかしたらもっと現場で解決できることがたくさんあ

るかもしれないし、その人の困難が何なのかというところをやっぱり引き出すというか、そ

のことで価値観を共有していくというのが大事じゃないかなと思います。短めなのでちゃ

んと答えられていませんが、以上です。 

 

安谷屋：ありがとうございます。 

 

伊藤： 

それでは私からも。私もちょっと近いと思うんですけれども、医療現場も言ったとおり、

診療報酬によるものがないと大幅な賃上げにつながらなかったり、あるいは 7 対 1 看護と
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いう制度がもう少し緩やかにならないと、現場の人は増えないんだという大きな枠組みは

あるんですけれども、一番は声を上げられる方が身近な問題をまずは変えることが大事か

なと思っていて、それを変えられるための具体的に道筋だったり、あるいはその問題を本気

で変えたいという方を中心にして取り組むことができたら、きっと何かが変わるきっかけ

になるんじゃないかなと思って見ていました。 

 

安谷屋：ありがとうございます。 

 

佐賀： 

CO的な話で言うと、1対 1で話をするときは、自分が大事にしていることを話して、相

手からも聞くことが大事だと思うし、組織的な話で言うと、労働組合は大きい組織になれば

なるほど自分の方針を民主的な議論で変えられないんですよね。決まったものという。そう

いう姿勢じゃなくて、言ったら変わるんだよというのを自分たちも組織内では気を付ける

ことが大事かなと思っていて。変化し得るんだというメッセージを発し続けるというのを

心掛けています。 

 

安谷屋： 

ありがとうございます。それぞれ 3 人ともそれを実践しているからこそ言葉に力がある

なと思うんですが、やっぱりベースになるのは困難に直面している人の声だったり、思いだ

ったりなのかなと思います。こなっちゃんが息子さんに、俺のせいで仕事を辞めたんだよね、

ごめんねと言われたときの本当に多分胸が締め付けられるような思いをしただろうなとい

うのをすごく感じましたし、保健師さんたちが府民の方をちゃんとケアできないのが苦し

いんですと。助けなきゃいけない府民の方にホテルは足りているんですかと言われたとき

の自分たちの仕事はこれでいいんだろうかと思ってしまう気持ちとか、その気持ちがダイ

レクトに伝わってくるようなストーリーをどう引き出すかというのは、コーチに求められ

ることだとは思うんですけれども、それもやっぱり全部対話から始まるので。 

 コミュニティ・オーガナイジングは本当に誰か一人スーパーマンがいて、達成できるもの

ではなくて、本当に地道で泥くさくて、自分がやるにはすごく怖さもあってというものなの

で、だからこそきょうみたいな場で皆さんが集まって、互いにつながって応援し合いながら、

または自分が持っているスキルを提供し合いながら、資源の交換をしながら進めていける

とすごくいいんだろうなとは思います。 

 ご質問をしてくださった方の答えになっているかどうかは分からないんですが、私たち

の思いは割とみんな共通でしたね。ストーリーが大事、思いが大事というところで。そんな

ところでディスカッションを締めたいと思いますが、デグニー、こんな感じでいかがでしょ

うか。 
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出口： 

 どうもありがとうございました。本当に大変な中、まとめて頂いてありがとうございます。

まず長時間に渡って、参加・視聴して頂いた皆さんに改めてお礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。そして、報告、ディスカッションを準備して頂いたこまっちゃん、

さがしょー、ケンタ、あだにー、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 私からも主催側ということで一言感想みたいなことを述べて終わらせて頂こうかな思う

んですけど、改めて全国でも労働組合として実践交流を多様な形で行われるようにしてい

きたいなというふうに感じました。先程のなかでも、キャンペーンに挑戦してみたいと、そ

んな声を全力でサポートする組織的なバックアップが重要だということが強調されました

し、労働組合の組織内で時代に合わない部分は見直そうよという示唆もありました。９割ぐ

らい見直さなきゃいけないんじゃないかなと思いましたけれども、ではないかなと思いま

す。その一方的な提案と、それに対する賛否を問うみたいな形では無くて、労働組合の中に

コーチングしあう文化を根付かせていくということが大切だなということを改めて、そう

いうポジションにいるものとして感じました。今日そして、最後に皆さんに呼びかけたいこ

とは、というかお願いしたいことは、ぜひいい話を聞いたで終わらせないで、ぜひ一緒に自

転車に乗って欲しい、乗りましょうということであります。この間、培ってきたネットワー

クを活用して頂いて、お互いに情報共有ですとか、励まし合うということもしていきたいと

思います。 

 まだ『コミュニティ・オーガナイジング』（鎌田、2020）を読んでいない方は是非、購読

して読んで頂きたいなと思いますし、COJ の実践伴走がとても力強くて、学びを沢山得ら

れます。何より安心感が半端ないです。是非迷われている方は相談してみて頂きたいなと思

います。 

是非、今日の集会が契機となって、コミュニティ・オーガナイジングのキャンペーンの実

践が一歩踏み出せたよといった、そんな声が後日、あっちからもこっちからも聞こえてくる

というようなことに大いに期待して、私たち道労連も次のキャンペーンに実践に向けて引

き続き自転車に乗っていこうと思っていますということを最後に申し上げてですね、今日

の集会を終わっていきたいなというふうに思っております。 


