
2017年度事業活動報告 

 

Ⅰ．はじめに 

「ネットワークＳＡＩＴＡＭＡ２１運動」（ネット２１運動）は、地域のＮＰＯや市民

（団体）と連携し、労働組合のもつスケールメリットと労金・全労済・パルシステム埼玉

などの協同事業団体の機能を最大限活かし、支えあい・助け合いの地域ネットワークを結

び広めて「共生の地域社会づくり」をめざす運動です。 

2017年度も、①共生の地域社会づくりへの積極的な参画、②勤労者の生涯にわたる暮ら

しのサポート活動、③市民社会との連帯と協働、の３つの柱を基本として、以下の３つの

プログラムを重点に、「ネット２１運動」の普及とＮＰＯ等との連携交流に取り組んできま

した。また、「特別事業」として、引き続き震災支援活動も行いました。 

 

１．ライフサポート・プログラム 

  ・出前講座方式による各種「暮らし応援セミナー」の開催 

  ・未組織・生活困窮者等への支援 

２．ボランティアサポート・プログラム 

  ・「シニア人財バンク」の活動 

  ・自然環境ボランティアの促進、自然環境体験事業（尾瀬、ときがわ） 

  ・子育て支援ボランティア事業 

３．ＮＰＯサポート・プログラム 

  ・ＮＰＯ支援事業 

   「ＮＰＯ応援・物品助成プログラム」「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム」 

   の実施 

４．「ネット２１運動」の普及・定着に向けた広報・宣伝活動 

５．ＮＰＯとの協働に関するシンポジウム 

６．特別事業としての東日本大震災に関係する被災者・避難者支援活動 

 

 

Ⅱ．運営委員会と評議員会 

１．運営委員会の役員体制 

 「ネット２１運動」運営規約第 8条に基づき設置された、2017年度運営委員会の役員体

制については以下のとおり。 

 

2017年度運営委員会役員体制 

（任期：2016年 4月 1日～2018年 3月 31日） 

 

委 員 長 谷内 聡  （連合埼玉副会長・ＪＡＭ埼玉） 

 (前任者:大谷 誠一） 

副委員長 高田 孝則 （中央労働金庫埼玉県本部 都県統括部長） 



事務局長 佐藤 道明 （連合埼玉事務局長・電力総連） 

事務局次長 永田 信雄 （埼玉労福協・専務理事） 

委  員 小林 孝徳 （連合埼玉副事務局長・ＵＡゼンセン） 

委  員 山﨑 泰宏 （連合埼玉執行委員・自動車総連） 

委  員 鶴谷 一仁 （連合埼玉執行委員・情報労連） 

 (前任者：小林 健一) 

委  員 塩崎 輝幸 （全労済埼玉推進本部事業推進部次長） 

 (前任者：宇野澤 慎一) 

委  員 石川 誠  （パルシステム埼玉地域活動室長） 

 (前任者：武井 紳)  

委  員 村田 惠子 （さいたまＮＰＯセンター専務理事） 

委  員 東 一邦  （さいたまＮＰＯセンター理事） 

 (前任者:三浦 匤史) 

監  事 芳賀 剛志 （連合埼玉副事務局長・自動車総連） 

監  事 若旅 広志 （中央労働金庫さいたま支店長） 

 (前任者:鈴木 一弘) 

 

 

２．運営委員会の開催 

   事業活動計画の具体的な企画と活動の実践を図るため、計 6回開催しました。 

（１）2017年度第 1回運営委員会 

日 時 2017年5月11日(木)13:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①2017年度運営委員会役員、評議員の体制について 

 ②2017年度第１回評議員会・議案書確認について 

 ③2017年度第１回評議員会での役割について 

 ④協力企業（那須興業）との覚書について 

 

（２）2017年度第 2回運営委員会 

日 時 2017年5月24日(水)11:32～12:30 (第1回評議員会終了後) 

場 所 あけぼのビル501会議室 

内 容 ①2017年度事業活動計画の実施について 

  ボランティアサポート・プログラム 

 (自然環境ボランティア促進、自然環境体験事業) 

  ・「夏休み親子・ファミリー自然体験プランin尾瀬」 

  ・夏休み親子自然体験教室「山の学校inときがわ」 

 ②ＮＰＯサポート・プログラム・飛び出せ！シニアセミナー 

 

 

 



（３）2017年度第 3回運営委員会 

日 時 2017年8月29日(火)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員会役員一部変更について 

 ②ＮＰＯサポート・プログラム 

  ・ＮＰＯ応援・物品助成プログラムの実施について 

  ・パソコン寄贈団体への訪問・意見交換について 

  ・「飛び出せシニアセミナー」の実施について 

 ③ＨＰの見直しについて 

 ④ＮＰＯとの協働を考えるシンポジウムの開催について 

 ⑤特別事業(震災支援事業) 

  ・バーベキューファミリー交流会inサイボクハムの実施について 

 

（４）2017年度第 4回運営委員会 

日 時 2017年10月6日(金)9:30～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員会役員一部変更について 

 ②ＮＰＯサポート・プログラム 

  ＮＰＯ応援・物品助成プログラム贈呈先選定について 

  ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム寄贈先選定について 

 ③2018年度版ネット２１ボランティア・カードの発行について 

 ④「第2回労働団体とＮＰＯの協働を考える」シンポジウムの開催につ 

 いて 

 

（５）2017年度第 5回運営委員会 

日 時 2017年12月14日(木)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員の一部交代ならびに役員体制について 

 ②2018年度版ネット２１ボランティア・カードについて 

 

（６）2017年度第 6回運営委員会 

日 時 2018年3月23日(金)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員会役員体制、評議員の体制について 

 ②2018年度「評議員会」の開催について 

 ③2017年度「事業活動」報告 

 ④2017年度「収支決算(仮)」報告 

 ⑤2018年度「事業活動計画(案)」について 

 ⑥ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム寄贈先選定について 

 ⑦協力企業との覚書について 



２．評議員会の体制について 

2017年度評議員 

＜任期 2016年 4月 1日～2018年 3月 31日＞ 

＊以下は 2017年 5月 11日運営委員会確認後の役員体制＊ 

構成団体 評議員氏名 所属団体名 

＜連合埼玉＞ 

１８名 

 竹内 秀之 電機連合 

 小嶋 正弘 ＪＡＭ埼玉 

 前原 朝子 自治労 

 吉田 雄二 ＪＰ労組 

 村田 修司 私鉄総連 

 橋本 祐敬 印刷労連 

 小濱 真樹 ＪＥＣ連合 

 牧野 智一 運輸労連 

 牧 邦夫 埼交運 

 青木 達也 基幹労連 

 高畠 栄 国公総連 

 河井 徹 建設埼玉 

 川島 貴至 青年委員会 

 上杉 裕子 女性委員会 

 新井 通巧 さいたま市地協 

 宮部 和行 川越・西入間地協 

 新井 晃一 熊谷・深谷・寄居地協 

 斉藤 昭博 東部地協 

＜埼玉シニア連合＞ 

２名 

 橋詰 康昭 埼玉シニア連合 

 澤井 敏夫 埼玉シニア連合 

＜埼玉労福協＞ 

福祉事業団体 

５名 

 石井 康夫 中央労金埼玉県本部 

 塩崎 輝幸 全労済埼玉推進本部 

 新妻 央昭 埼玉勤労者サービス 

 武井 紳 パルシステム埼玉 

 松本 幸一 ときわ会館 

＜さいたまＮＰＯセンター＞ 

２名 

 松本 博之 さいたまＮＰＯセンター 

 小杉 佐智子 さいたまＮＰＯセンター 

 

（１）2017年度第１回評議員会 

日 時 2017年5月24日(水)10:00～ 



場 所 あけぼのビル501 

出席者 運営委員会：10名、オブ2名 

 評議員：19名 

内 容 ①2016年度「事業活動」報告 

 ②2016年度「収支決算」報告並びに監査報告 

 ③2017年度「事業活動計画（案）」について 

 ④2017年度「収支予算（案）」について 

 

 

Ⅲ．事業活動について 

１．ライフサポート・プログラム 

 （１）「暮らし応援セミナー」（出前講座）              ＜資料－１＞ 

 生活・暮らしに関わる多様な研修メニューによる「暮らし応援セミナー」は、連

合埼玉の加盟組合や地域労福協、埼玉シニア連合、労金（支店）などで 23講座が開

催され、のべ 679人が受講されました。 

（2016年度 17セミナー、12講座、のべ 384人） 

 

 （２）未組織・生活困窮者等への支援 

未組織労働者、生活困窮者も含め、広い意味での勤労者のライフサポート（生活・

暮らしサポート）の観点から、反貧困運動や多重債務・自殺防止対策・路上生活者へ

の支援などに取り組む団体等と連携し検討していたが、具体的な事業はない。 

 

 

２．ボランティアサポート・プログラム 

 （１）シニア人財バンクの活動 

 「シニア人財バンク」は、自分の特技や趣味を活かし、ボランティア活動などを

通じて地域社会に「貢献したい、参加したい」と思っている 50才以上の方に登録し

てもらい、登録者にボランティア活動、ＮＰＯ活動などを紹介・案内する制度で現

在 53名登録されています。 

 2015年度よりさいたまＮＰＯセンターと連携した運営に移行し、各種情報の提供

や、自己実現・生きがいサポート・プログラム（飛び出せシニアセミナー）への働

きかけを行っています。 

 

 （２）自然環境ボランティアの促進、自然環境体験 

 自然環境の保全・維持等のボランティアや自然環境体験の場として、「夏休み親

子・ファミリー自然体験 in尾瀬」を実施するとともに、自然環境の保護・保全及び

その体験事業を積極的に進めている「ときがわ山里文化研究所」と協働し、「夏休み

親子自然体験学習『山の学校 inときがわ』」を実施しました。 

 

 



「夏休み親子・ファミリー自然体験 in尾瀬」 

 日 時 2017年 7月 22日(土)～23日(日) 

 場 所 尾瀬 

 内 容 ぷらり館「尾瀬自然教室ギャラリー」自由見学、学習会 

     尾瀬ヶ原コースまたは至仏山コース 

 参加者 42名（大人 29名、子ども 13名） 

 

「夏休み親子自然体験教室『山の学校 inときがわ』」 

 日 時 2017年 8月 11日(金) 

 場 所 ふれあいの里たまがわ「川の広場バーベキュー場」 

 内 容 川遊び、バーベキュー 

 参加者 143人 

 

なお、特別事業(震災支援)としての「山の学校 in ときがわ」（8 月 5 日開催）につ

いては、雨天のため中止しました。 

 

 （３）子育て支援ボランティア事業 

子育てをキーワードに、「みんなで子育て」をしていく地域社会づくりを目指し活

動をしている「ＮＰＯ法人彩の子ネットワーク」を中心とした実行委員会が主催す

る「こども☆夢☆未来フェスティバル」への連携と協働（フェスタボランティア）

をはかる計画であったが、2016・2017年度ともに埼玉労福協にて対応。 

 

 

３．ＮＰＯサポート・プログラム 

 （１）地域で活動・活躍するＮＰＯとの支援と連携を目的とする物品等助成事業 

  ①「ＮＰＯ応援・物品助成プログラム（パソコン寄贈：推薦・応募方式）」 

    推薦・応募のあったＮＰＯ・ボランティア団体を慎重に審査した上で、県内各地

で活動する 10団体に対し、連合埼玉第 15回定期大会においてパソコンを寄贈しま

した。パソコン寄贈は 2007年度～2017年度で累計 111台となりました。 

  【2017年度パソコン贈呈先】                   ＜資料－２＞ 

ＮＰＯ法人北本福祉の会かがやきの郷 

ＮＰＯ法人彩の子ネットワーク 

ＮＰＯ法人ワーカーズコレクティブこうさてん 

ＮＰＯ法人越谷らるご 

ＮＰＯ法人ケアサポートすずらん 

ＮＰＯ法人サポートハウスみんなのて 

ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク 

ＮＰＯ法人食育研究会ＭｏｇｕＭｏｇｕ 

おやこ劇場川口 

ＮＰＯ法人川越きもの散歩 



  ②「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム（推薦方式）」 

    パソコン以外の物品等（４万円以内を基本）を主に助成するプログラムを実施し、

推薦のあった 2団体に助成を行いました。 

１）贈呈先：ＮＰＯ法人あそびあーと☆こども劇場いるま 

  代表者：野田 あさ子 

  推薦団体：連合埼玉 

  助成額：40,000円（税込43,200円のうち上限40,000円） 

  助成品：会計王１８ ＮＰＯ法人スタイル 

 

２）贈呈先：ＮＰＯ法人冒険あそび場ネットワーク草加 

  代表者：嘉山 愛音 

  推薦団体：連合埼玉 

  助成額：39,909円 

  助成品：レンジ・倉庫補修代一式 

 

（２）パソコン寄贈団体への訪問・意見交換              ＜資料－３＞ 

 2016年度パソコン寄贈団体に運営委員会メンバーにて訪問し、各団体のパソコン

の活用状況と活動や近況について意見交換をおこない、各団体の活動に対する理解

を深めることを目的とし、訪問を行いました。 

寄贈団体名 日時 場所 訪問者 

みんなのまち草の根ネ

ットの会 

2017/9/13(水) 

9:30～ 

草加市 

市民活動センター 

佐藤事務局長 

芳賀監査、渡辺職員 

障害者の職場参加をす

すめる会 

2017/9/15/(金) 

10:00～ 
世一緒 

佐藤事務局長 

小林委員 

冒険あそび場ネットワ

ーク草加 

2017/9/15(金) 

11:30～ 
ＮＰＯ事務所 

佐藤事務局長 

小林委員 

介護者支援の会あげお 
2017/9/15(金) 

15:20～ 

上尾市 

市民活動センター 

佐藤事務局長 

小林委員 

生活介護ネットワーク 
2017/9/22(金) 

10:00～ 
ＮＰＯ事務所 

佐藤事務局長 

小林・村田委員 

あそびあ～と☆こども

劇場いるま 

2017/9/22(金) 

13:30～ 
ＮＰＯ事務所 

佐藤事務局長 

小林委員 

メイあさかセンター 
2017/9/23(土) 

17:30～ 
ＮＰＯ事務所 

佐藤事務局長 

小林委員 

自然探険コロボックル

くらぶ 

2017/10/7(土) 

10:00～ 
川口市綾瀬の森 

佐藤事務局長 

小林委員 

笹目川の環境を守る会 
2017/10/14(土) 

9:00～ 
笹目川（清掃活動） 

佐藤事務局長 

小林委員 



寄贈団体名 日時 場所 訪問者 

鴻巣こうのとりを育む

会 

2017/10/21(土) 

9:00～ 
ふゆみずたんぼ 

佐藤事務局長 

小林委員 

 

（３）ＮＰＯ活動への理解と具体的な参加（社会参加）をサポートする事業 

 シニア層に対し新たな気づきを与え、地域活動や市民活動、ボランティア活動への

後押しをする「飛び出せシニアセミナー」を、さいたまＮＰＯセンターとの協働事業

として企画・実施した。 

①飛び出せシニアセミナー 

    日 時 第 1回 2017年 9月 16日(土)13:15～16:30 

        第 2回 2017年 9月 23日(土)13:00～16:45 

    場 所 武蔵浦和コミュニティセンター 

    参加者 第 1回 15名、佐藤事務局長、小林・村田委員 

        第 2回 7名、村田委員 

    内 容 第 1回「地域活動の始め方」 

           講師：さいたまＮＰＯセンター 村田 恵子 氏 

              鴻巣こうのとりを育む会 宮川 午太郎 氏 

        第 2回「いきいきシニアから学ぶ“新しいいきがい”のヒント 

           訪問先：ＢＡＢＡラボ／ヘルシーカフェのら 

 

 

４．「ネット２１運動」の普及・定着に向けた広報・宣伝活動 

（１）「ワンコイン（500円）運動」（ボランティア・カード）の取り組み 

  「ネット２１運動」を支える貴重な活動資金となる「ふれあいコミュニティ・ファン

ド」への寄付・募金活動として「ワンコイン運動」を展開し、寄付・募金の協力をいた

だいた方にその証としてボランティア・カードを発行しました。今年度のボランティ

ア・カードは昨年と同様に「Ａタイプ」カードと、福利厚生事業企業（リソル）の会員

を外し全額ファンド型の「Ｂタイプ」カードの 2種類を作成し、「Ａタイプ」10,122枚、

「Ｂタイプ」2,148枚、合計 12,270枚の協力を得ました。 

 

①各組織・団体での年間を通しての勉強会・説明会 

 説明会実施状況（連合埼玉としての取り組み） 

会議名 日時 場所 
参加 

人数 
対応者 

ＪＥＣ連合埼玉地連 

第1回幹事会 

2017/12/15(金) 

18:30～ 

中央労働金庫 

大宮支店 
11名 藤田執行委員 

情報労連埼玉県協 

幹事会 

2018/1/12(金) 

13:30～ 
ときわ会館 43名 小林副事務局長 



会議名 日時 場所 
参加 

人数 
対応者 

東部地協第1回幹事会 
2018/1/12(金) 

18:00～ 
和風レストランむさし 15名 小林副事務局長 

北埼玉地協 

第24回地協総会 

2018/1/13(土) 

9:40～ 
羽生市市民プラザ 50名 小林副事務局長 

埼玉教組執行委員会 
2018/1/13(土) 

11:00～ 
さいたま共済会館 20名 芳賀副事務局長 

電機連合第3回幹事会 
2018/1/16(火) 

14:00～ 
上尾市プラザ22 40名 近藤副事務局長 

中央労金労組埼玉統括

支部執行委員会 

2018/1/17(水) 

18:30～ 
組合事務所 10名 小林副事務局長 

川越・西入間地協 

第7回幹事会 

2018/1/17(水) 

18:30～ 
ネット21川越 25名 近藤副事務局長 

東電労組川越支部 

第8回執行委員会 

2018/1/18(木) 

15:00～ 

東京電力パワーグリッ

ド㈱川越支社 
23名 佐藤事務局長 

自動車総連埼玉地協 

第299回幹事会 

2018/1/18(木) 

17:40～ 
大宮川鍋ビル8Ｆ 13名 芳賀副事務局長 

全水道埼玉県支部 

執行委員会 

2018/1/22(月) 

18:00～ 

さいたま市水道労組組

合事務所 
8名 小林副事務局長 

埼玉県電力総連 

執行委員会 

2018/1/24(水) 

16:30～ 

東京電力パワーグリッ

ド㈱埼玉総支社 
15名 小林副事務局長 

日立金属ＭＭＣスーパ

ー労組代議員会 

2018/1/25(木) 

12:20～ 
組合会議室 30名 小林副事務局長 

東電労組埼玉地区本部 

執行委員会 

2018/1/26(金) 

9:30～ 

東京電力パワーグリッ

ド㈱埼玉総支社 
25名 佐藤事務局長 

スバル労連スバル労組

埼玉支部委員会 

2018/1/29(月) 

15:00～ 

ソニックシティビル 

803会議室 
30名 近藤副事務局長 

全本田労連埼玉地協 

幹事会 

2018/1/30(火) 

17:00～ 

川越・東上パールビル

ヂィング 
30名 小穴副事務局長 

国公総連執行委員会 
2018/1/31(水) 

18:15～ 

全財務関東地区本部会

議室 
10名 小林副事務局長 

ＵＡゼンセン埼玉県支

部第24回運営評議会 

2018/2/3(土) 

13:00～ 
県支部会議室 60名 小林副事務局長 

三井精機労働組合 

2018年要求機関決定代

議員会 

2018/2/6( 火 ）

10:00～ 
中央労金東松山支店 20名 

埼玉労福協 

小林理事長 

自治労埼玉県本部 

執行委員会 

2018/2/9(金) 

10:30～ 
さいたま共済会館 40名 小林副事務局長 



会議名 日時 場所 
参加 

人数 
対応者 

埼交運 

第2回執行委員会 

2018/2/13(火) 

13:30～ 
ＪＡＭ埼玉友愛会館 23名 小穴副事務局長 

ＪＡＭ埼玉 

第３回地協連絡会 

2018/2/14(水) 

15:30～ 
ＪＡＭ埼玉友愛会館 30名 近藤副事務局長 

朝霞・東入間地協 

第1回幹事会 

2018/2/16(金) 

18:30～ 

日本梱包運輸倉庫労働

組合会議室 
30名 小穴副事務局長 

さいたま市地協 

第1回幹事会 

2018/2/21(水) 

18:30～ 
ネット２１大宮 30名 

埼玉労福協 

永田専務理事 

川口・戸田・蕨地協 

第1回幹事会 

2018/2/21(水) 

18:30～ 
川口労働会館 25名 小林副事務局長 

 

（２）「協賛企業」、ボランティア・カード契約店の拡充 

 新たに 2つの企業・団体①那須興業㈱＝那須高原ホテルビューパレス・那須りんどう

湖ＬＡＫＥ ＶＩＥＷ、2017年 5月～②アイランドゴルフルゾート那須＝アイランドゴ

ルフリゾート那須・アイランドホテル＆リゾート那須、2017年 11月～、と契約締結し

た。会津高原リゾート㈱・㈱近江屋・㈱ハンダについては契約終了。 

 契約企業・団体は 2018年 3月末現在で 40ケ所           ＜資料－４＞ 

 

（３）「ネット２１運動」の広報・宣伝活動の強化 

 ホームページにて、協賛企業の紹介コーナーの刷新、お得な情報・キャンペーンなど

タイムリーな情報提供に努めています。また、通年で説明会の実施を行っています。 

 

 

５．ＮＰＯとの協働に関するシンポジウムの開催について 

 2007 年に「労働組合とＮＰＯの協働の可能性を考えるシンポジウム」を連合埼玉、埼玉

労福協、さいたまＮＰＯセンター等が中心になり開催し、ネット２１運動が知られるきっか

けになった。前回のシンポジウムから 10 年が経過しており、各団体の役員が交代していく

中で、あらためて、連合埼玉や福祉事業団体とＮＰＯが協働するためのシンポジウムとして

実施した。 

 

 「『異文化交流』から『協働』のステージへ」シンポジウム＆交流会 

  ネット２１でつながるＮＰＯと労働組合の開催について 

   日 時 2017年 12月 9日(土)13:00～17:00 

   場 所 ときわ会館大ホール 

   参加者 谷内委員長、高田副委員長、佐藤事務局長、永田事務局次長 

小林・鶴谷・塩崎・村田・三浦委員、芳賀・鈴木監事 

（事務局）佐藤・渡辺 



6構成組織 24名、6地域協議会 15名、2福祉事業団体 3名、地方議員 13名 

26団体(NPO含)35名、連合埼玉 4名、埼玉県 1名、連合本部 1名 

   内 容 報  告 ネット２１運動でできたこと(佐藤事務局長) 

       事例報告 労働組合とＮＰＯの協働 

            ＮＰＯ法人障害者の職場参加をすすめる会×越谷市職員組合 

            ＮＰＯ法人北本福祉の会かがやきの郷×スバル労働組合 

       講  演 パートナーとしての労組とＮＰＯ 

            篠田 徹 氏 早稲田大学社会科学総合学術院 教授 

       交 流 会 ＮＰＯと組合の出会いのティーパーティー 

 

 

６．特別事業としての東日本大震災に関係する被災者・避難者支援活動 

 （１）子育て支援「ママランチ会」 

   日 時 2017年 6月 21日(水)11:00～ 

   場 所 大宮パレスホテル内レストラン 

   参加者 18名 

 

 （２）夏休み親子自然体験教室「山の学校 inときがわ」 

   開催日：2017年 8月 5日(土) 

   天候不良のため中止 

 

 （３）バーベキューファミリー交流会 inサイボクハム 

   日 時 2017年 10月 28日(土)10:30～12:00 

   場 所 レストランサイボク（ネット２１運動提携店） 

   参加者 109名、スタッフ 18名 

以上 


