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はじめに

労働組合の組織率が下降の一途をたどるなか、

連合は、新しい時代の、新しい労働運動をめざ

すとして 2001 年 1 月に「連合 21 世紀宣言」を

発表しました。そして、外部委員からなる「連

合評価委員会」を設置し、2003 年 9 月に最終

報告をまとめ、多岐にわたるさまざまな課題を

指摘、提案しました。

それから 12 年が経過するなかで、世界の治

安面では地域紛争が頻発し、とくに、この 11

月 13 日（金）に起きたフランス、パリでの同

時多発テロは、世界中を震撼させました。経済

面では、リーマンショックや、最近では中国経

済の減速など、安心、安全の社会からはほど遠

い、不安定な社会が、21 世紀の世界に拡がっ

ています。日本においても、自民党から民主党

への政権交代、さらに民主党政権の崩壊による

南俊幸執行委員長と進藤ひろゆき長岡京市議会議員

自民党政権の復活、東日本大震災や多発する豪

雨、土砂崩れなどの自然災害を、私たちは経験

してきました。

そして、労働組合においては、今日までさま

ざまな運動の取り組み、模索が続けられていま

す。しかし、労働組合の組織率を見ると、「21

世紀連合ビジョン」で提起された新しい労働運

動の構築は、まだまだ道半ばであると言えるの

ではないでしょうか。

そうした問題意識を背景に、積極的に京都の

各地で社会貢献活動に取り組んでおられる労働

組合の活動を、紹介していきたいと思います。

第 1回目となる今回は、長岡京市での竹林保

全への取り組みを中心に、さまざまな社会貢献

活動を行っている「パナソニックデバイス労働

組合長岡京支部（文中はパナソニック労組と

略）」の活動について、南俊幸執行委員長と、

パナソニック労組組織内議員の進藤ひろゆき長

岡京市議会議員から、お話をうかがいました。

ボランティア活動に取り組む意義と目的

パナソニックは、「企業がその事業活動を営

むことができているのは、地域社会の発展と安
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心・安全・安定があってこそ」という考えから、

積極的に地域社会との関わりをもっています。

労働組合においても、組合員相互の意思疎通

を円滑に行うには、まず、相手のことを、自分

のこととして考えることが重要であり、そのた

めにはボランティアマインドの醸成が不可欠で

あるとして、積極的に社会貢献活動を展開して

います。

さらに、ボランティア活動は一過性の取り組

みではなく、継続することが何よりも重要だと

考えています。継続した活動を続ける秘訣は、

大きく背伸びするのではなく、それぞれが、そ

れぞれの立場で、できることを行っていくこと

で、結果として賛同者が広がり、社会への貢献

につながると考え、年間を通してさまざまな取

り組みが続けられています。

まずは、地元でもよく知られている、パナソ

ニック労組の竹林保全活動について、紹介した

いと思います。

竹林保全ボランティアの必要性

放置竹林の拡大

長岡京市は、美味しいタケノコの産地として

有名で、市を囲む山々には、タケノコ畑がたく

さんあります。しかし、高齢化の影響で管理が

行き届かず、荒れた状態が進んでいます。

そもそも竹は、里山や集落の近辺で、私たち

が普通に目にすることができ、「日本昔話」に

もいろいろ登場するなど、なじみ深い植物です。

竹を使った用具づくりや、食材などは、私たち

の生活に深く根付いていました。

竹は、地下茎が地面を広く覆うことから、崖

崩れには強いのですが、逆に、強風や地滑り、

病気などに弱く、放置された竹林では地滑りの

発生が多いという研究があります。実際に、放

置された竹林で、地すべりが起きた事例がいく

つも報告されていて、各地で放置竹林の問題が

指摘されています。

また、放置竹林によって山地が覆われるため、

もともと植生していた広葉樹や針葉樹の光合成

が妨げられ、結果として森林の減少を招くとい

う問題が起こり、日本各地で対策が講じられて

います。

竹は、生長力が強く、毎年 3メートルほどの

地下茎を伸ばしてタケノコを生やします。生え

たタケノコは、ピーク時には、1 日で 1 メート

ル以上、数カ月で 10 数メートルの高さまで生

長します。したがって、そのまま放置すると、

どんどん竹が密集し、光を奪い、古い竹は枯れ

て倒れ、足の踏み場も無い竹藪になっていきま

す。

一度そうなると、もとの竹林に戻すためには

大変な労力が必要となるため、高齢となった所

有者は、とても整備できず、結果として、長岡

京市においても、そのような放置竹林があちこ

ちに見られるようになっていました。

竹林保全活動の取り組みの経緯

こうしたなか、地球環境保全を背景として、

長岡京市西部に位置する西山の森林や竹林の保

全を図るため、2005 年に、森林所有者や地元

企業・各種団体と、京都府や長岡京市からなる

西山森林整備推進協議会が結成されました。

パナソニック労組は、京都府・長岡京市から、

竹林保全のボランティア活動の要請を受け、そ

の活動内容が労働組合のボランティア精神に照

らして合致することから、労働組合として竹林

保全活動に取り組みことに決めました。

また、企業の地域貢献や地球環境改善への取

り組みとして、パナソニックの会社自体と、パ

ナソニック退職者で組織するパナソニック松愛

会京都支部も、共同して、取り組むこととなり

ました。この活動は、今日まで続いています。
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家族で楽しめる「タケノコ堀」

ボランティア活動の推進

こうした経緯で、2006 年 9 月に、長岡京市

竹林保全ボランティア活動が、奥海印寺の竹林

でスタートしました。

第 1 回目の活動は、30 人が参加しました。

当日は、タイヤ・空き缶・空き瓶など不法投棄

物の撤去や、枯れ竹など廃材の焼却に、午前中

いっぱい時間がかかり、午後からようやく間伐

作業に取りかかることができました。この作業

のおかげで、区画全体の一部が整備され、日差

しが差し込むようになったそうです。

南委員長は、第 1 回の活動を振り返って、

「最初は、昼間にも関わらず、竹藪の中は薄暗

い状態だったが、一本一本間伐を進めるうちに、

木漏れ日が皆の額の汗に光るのを見て、清々し

い思いとなった」と語っていました。

竹林整備は、まさに「3K」にあたる作業です。

竹の生長はすごいため、年に 1回程度の作業で

は追いつかず、春・夏・秋・冬の、年 4回程度、

整備に取り組んでいます。

組合員を対象にボランティアを募るにあたっ

ては、「キツイ」ばかりの作業のため、年 4 回

の人集めが大変なことは、容易に想像できます。

そこで、パナソニック労組は、さまざまなしか

けを組み込みました。たとえば、春は「タケノ

コ堀」のイベントをメインに、ボランティアを

募ります。竹となる前のタケノコを家族で採っ

てもらえば、楽しい・おいしい・きれいになる

と、一石何鳥にもなるため、毎年、参加者が増

えているとのことです。

しかし、夏は暑く、秋は竹が伸びて作業が

「キツイ」、冬は寒いため、ボランティアがな

かなか集まらないという悩みがあったそうです。

「阪神淡路大震災 1.17 のつどい」に

竹とうろうを提供

そんななか、2007 年に、毎年 1 月 17 日に神

戸市中央区の東遊園地で催される「阪神淡路大

震災 1・17 のつどい」に使用する竹灯篭を、提

供してほしいというオファーが、パナソニック

労組に舞い込みました。労組としては、このセ

レモニーに使用する竹は、夏や秋に間伐したも

のでは、色や艶などの面で適さないので、冬の

12 月に間伐した中から、太さや形を見極めて

選んでいます。その竹を、長さを整え、斜めに

カットして、毎年、200 本程度を、「阪神淡路

大震災 1・17 のつどい」に提供しています。

これは、労働組合が行う竹林ボランティアが、

長岡京の限られた地域だけでなく、広く社会的

にも貢献できているボランティアであるという

認識を、組合員に広げ、参加者の維持拡大にも

つながっているそうです。

「阪神淡路大震災のつどい」で灯された竹とうろう
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竹とうろうを作る組合員

「阪神淡路大震災 1 ・ 17 のつどい」実行委員会から

送られた感謝状

南委員長は、「我われは、我われにできるこ

とをしているだけ」と、謙虚に語っていますが、

「阪神淡路大震災 1・17 のつどい」実行委員会

から、これまで 2度も感謝状が贈られています。

次世代に繋ぐボランティアマインド

来年は、パナソニック労組の竹林保全ボラン

ティア開始から、10 年を迎えます。自然を相

手にした 10 年の活動は、自然の営みにとって

はわずかな年月かもしれません。

しかし、ボランティアマインドは、次世代に

繋いでいってこそ、その精神が生きてきます。

南委員長は、「10 年と言っても一通過点であり、

我われにできるレベルで、今後も継続していき

たい」と、熱く語っていました。

他の社会貢献活動

パナソニック労組は、竹林ボランティア以外

にも、各地に市民懇話会という組織をつくり、

社会貢献活動を行っています。

スポーツ活動の分野では、地域の青少年育成

の観点から、小学 3年生以下を対象としたパナ

サッカー大会や、パナカップ争奪学童野球大会

を、また、地域のシルバーエイジを対象とした

グラウンドゴルフ大会を、それぞれ年 1回実施

しています。

文化活動の分野では、チャリティーコンサー

トを、年 1回、開催しています。このチャリテ

ィーコンサートは、2008 年 9 月から開催し、

長岡京市内で活動されている混声合唱団を中心

に、少年少女合唱団や高等学校吹奏楽部、和太

鼓、ピアノ＆フルート、ゴスペルなど、いろい

ろなジャンルの方々が出演し、日頃の練習の成

果を披露しています。

入場料は無料ですが、会場内でチャリティー

募金を行い、集まった募金の全額を、長岡京市

社会福祉協議会を通じて、福祉団体や赤い羽根

共同募金に寄付しています。

第 1 回から第 4 回目までは、300 人規模の会

場で開催したそうですが、2012 年 9 月に開催

したコンサートは、5 回達成を記念して、1000

たくさんの募金が集まる「チャリティーコンサート」
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人収容可能な京都府長岡京記念文化会館の 1階

の前方客席部分を使用し、500 人規模に拡大し

ました。これをきっかけに、第 6回以降も、長

岡京記念文化会館で開催しています。

第 5回以降、会場が大きくなったため、事前

準備や当日の運営、「広報長岡京」への開催告

知記事の掲載など、多岐にわたる集客活動が大

変なため、出演する団体にも協力してもらい、

よりスムーズな運営をはかっています。その成

果もあって、毎回、多くの方々が来場し、たく

さんのチャリティー募金が集まっています。

このチャリティー募金の活動に対して、長岡

京市社会福祉協議会と京都府共同募金会から、

感謝状を贈られました。今後とも、継続して取

り組んでいくそうです。

おわりに

貴重な時間を割いて、南委員長、進藤議員か

ら、地域貢献活動への取り組みを聞かせていた

だきました。心からお礼申し上げるとともに、

今後とも、パナソニックデバイス労働組合長岡

京支部が、21 世紀の労働運動の牽引役となる

ことに、期待を申し上げます。
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