教職員とその家族を守る

全教自動車保険
５つの特徴

①無事故割引を引き継げます
②団体扱い割引を10％に拡大

③家族の車もまとめるとさらに割引

④退職者もメリット引き継ぎで安心
⑤申し込んだその日から安心

６月１日に、コミュニティ・オーガ
ナイジング学習会が、旭川市内で開か
れ ました 。
３月の定期大会で、組合づくりにつ
いて集中討議が行われた中で、組織論
を学ぶ必要性が議論され、コミュニテ
ィ・オーガナイジングについて話題に
な ってい まし た。
今回の学習会は、そうした道教組で
の議論をふまえて、上川教組と宗谷教
組 の共催 で実 施され たもの です 。
学習会について、上川教組中村徹委
員 長に報 告し ていた だきま した 。

てくれたら、日本は過ごしやすくくら
しやすい国に、絶対変わるのになあと
思い、そのためにはどうしたらどうす
ればいいのだろうと考えていて、その
ヒントにこのＣＯ学習会はなるんじゃ
ない かと 思った からで す。

今回の学習内容は

コミュニティ・オーガナイジング（Community Organizing、以下
CO）とは、市民の力で自分たちの社会を変えていくための方法であり
考え方です。オーガナイジングとは、人々と関係を作り、物語を語り立
ち向かう勇気をえて、人々の資源をパワーに変える戦略をもってアクシ
ョンを起こし、広がりのある組織を作りあげていくことで社会に変化を
起こすことです。キング牧師による公民権運動、ガンジーによる独立運
動、どれも数えきれないほど多くの人々が参加し、結束することで社会
を変えてきました。そして、普通の市民が立ち上がり、それぞれが持っ
ている力を結集して、コミュニティの力で社会の仕組みを変えていくの
が、COです。市民主導で政府、企業などさまざまな関係者を巻き込み
ながら、自分たちのコミュニティを根本からよくすることを目指します。
（コミュニティー・オーガナイジング・ジャパンHPより）

今 回のＣ Ｏで は、大 きく分 けて
（１ ）コ ーチン グ
（２ ）セ ルフ
（３ ）戦 略づく り
の３ つに ついて 学びま した 。そ のうち 、
（１）コーチングと（３）戦略づくり

「コミュニティ・オーガナイジング（ＣＯ）」とは

ＣＯ学習会を開催

６月１日（土）コミュニティ・オー
ガナイジングの学習会を上川教組と宗
谷 教組の 共催で 開き ました 。
道労連の出口事務局長と伊藤事務局
次長を講師＆コーチとして、そして、
旭労連の須貝さんと知野さんをコーチ
役 に迎え て行い まし た。

なぜＣＯ学習 会を開催したのか

このＣＯの学習会を開こうと思った
理 由は、 ３つあ りま す。
１つ目の理由は、私自身（中村徹）
が３・４月に２人の方へ組合加入を訴
えた結果、加入に至らなかったのです
が、そのとき、もっと別な訴え方・話
し方や関わり方があったのかなと思っ
た からで す。
２つ目の理由は、組合員の中に、組
合加入を訴えられる人をもっと増やし
たいし、１人で 人の人に声をかける
のではなく、 人それぞれが１人の人
に訴えられるようになれたらいいなと
思 ったか らです 。
３つ目の理由は、札幌や東京のよう
な都会を歩いているとき、めちゃくち
ゃたくさんの人々とすれ違うたびに、
こ の人た ちのう ち２ ～３割 の人 たちが 、
私たちの考えに共感して一緒に活動し
10
10

札幌市中央区大通西12丁目4-78
TEL:0120-222-789 FAX:011-218-2472

(道教組指定代理店)

DOKYOSO NEWS vol.549
2019年７月８日発行

川上企画
有限会社

の様 子を 簡単に 紹介し たい と思い ます 。

（１）コーチング
ＣＯにおけるコーチングとは、個人
あるいはチームがより効果的に活動で
きるように、直接的に介入することで
す。
効 果的な コー チング として 、
①相手の経験に注目し、頭と心の双方
で 真摯に 話に 耳を傾 けるこ と。
②コーチングを受ける人のチャレンジ
と 成功、それ ら全てから学んだこ と
の 意味を探求 し、理解することを 支
援 するこ と。
③コーチングを受ける人が困難の解決
策 を見つけら れる支援をすること 。
④コーチングを受ける人を支援するよ
う な質問やチ ャレンジする質問を 投
げ かける こと 。
の４ 点が ありま す。
今回は、コーチングの具体的方法と
して、①より情報を収集する。問題に
対する認識と解決策を明確にするため
に「質問する」②相手と同じ認識、理
解であるようにする。問題を違う側面
で見られるようにするために「言い換
え、振り返り、まとめる」の２点につ
いて 演習 をしま した。
・コーチングを受ける役：ＣＯトレー
ニ ングに参加 された理由となった 活
動 における課 題やチャレンジを話 し
ま す。
・ コ ー チ 役 ：「 質 問 」「 言 い 換 え 」 し か
し てはい けま せん。
ペアになってコーチングを受ける役
とコーチ役を交代してやりました。コ
ーチ 役で は 、「 質問」 と「言 い換え 」し

かできないの
で、沈黙が続
くといやだな
と思い、何を
質問するか必
死に考えて何
でも質問しま
した。たくさ
ん質問をした
ので、相手の
考えや思いをより深く理解できたと思
いま した 。コー チン グを受 ける 役では 、
相手が自分の想定外のことも質問して
くる ので 、「なるほ ど」と 思いな がら答
えて いま した 。次々 と質 問され るので 、
それに答えていると自分の考えや思い
を深いところまで話すことができたと
思い ます 。

（ ３）戦略づくり
これが、一番具体的で楽しく考える
こと がで きまし た。
戦 略とは 、組合 員の 持つ 「資源 」（知
識・スキル・個性など）を「パワー」
に変 え「 変化」 を起こ すこ と。
戦略づくりのテーマを「学校現場の
働き方（賃金、労働時間、モノ言える
環境 、人 権など ）
」に設定 して、 グルー
プに 分か れて演 習をし まし た。
まず、同志（組織化する対象）は誰
か？彼らが直面する問題は何か？を考
えま した 。
次に、最初の変化である「戦略的ゴ
ール」を作りました。この戦略的ゴー
ルは、大きな変革をする最終の大ゴー
ルではなく、短期間に実現する小ゴー
ルです。その戦略的ゴールの条件は、

①半年～１年半後に実現したい変化、
②同志が直面している困難の解決につ
ながる具体的な変化、③達成できたか
どうかが明確にわかるものの３点があ
り、それをクリアするものを考えまし
た。
次に、変革の仮説（オーガナイジン
グ・ セン テンス ）を作 成し ました 。
私 たちの グル ープで は 、「私た ちは 、
【大ゴール】教職員を大幅に増やすこ
とで、先生が生き生きと働き続けられ
るた めに 、【誰＝同 志】道 教組組 合員が
いる小中学校の教職員をオーガナイズ
し 、【 変革の 仮説】 割の 同僚 にせ んせ
いふやそうキャンペーンについて対話
し、 署名 をする ことで 、【 いつま でに】
７月 末ま でに 、【戦略的ゴ ール 】先生 を
増やしたいと思う人を 割にすること
を達 成し ます 。」という変 革の 仮説を た
てま した 。
最後に、この戦略的ゴールを目指す
ための具体的な戦術・やることを考え
まし た。
「 ６ 月 中 に ３ 割 を 達 成 し て 、『 夢 を
語る会＆ちょっと飲む会』を開く。達
成していたらビールで、未達成の時は
発泡酒で乾杯。７月中旬までに５割達
成して『もう
少し飲む会』
を開く。そし
て、７月中に
割を達成し
て『いっぱい
飲む会』を開
いてお祝い」
などを考えま
した 。
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これらを考えるために、出口さんに
コーチをしてもらいながら、ああでも
ない、こうでもないと和気あいあい、
創造的に、グループの仲間と考え合え
たのが、とても楽しく充実した時間で
した。こんな話し合いが、それぞれの
単組や支部や分会でできたらいいなあ
と心から思いました。ただ、そのため
の時間をどう捻出するかが大きな課題
だと 思い ました 。

ぜひ、全道各地で ＣＯ学習会を

今回のコミュニティ・オーガナイジ
ングの学習会は、全体像を浅く学んだ
だけなので、まだまだな部分が多々あ
りますが、今後に期待のもてる学習会
にな った と思い ます。
今後、２回目、３回目と継続して学
んでいきたい
と思っていま
す。
ぜひ、全道
各地でもこの
コミュニティ
・オーガナイ
ジングの学習
会を開いて広
めていきませ
んか ？

