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埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会

福祉部門会議がスタートしました。
11 月 22 日、7 つのワーカーズ（
「てとて」を含む）のうち 5 団体が集まり、連合会福祉
部門がスタートしました。現在福祉の事業内容は様々で多岐にわたります。
各情報を集約して発信すること。学習・研修・設立支援を含め、福祉ワーカーズの力に
なる会議にしていきます。
高齢者、障がい者の生活支援。
産前産後、子育てをめぐる生活支援。
たすけあい。
「この指とまれ！」「青いそら」
「輪っはっは」「a.n」

事業所内託児。一時保育。
ペット支援。
「苺」
「てとて」
「この指とまれ！」

❤「つどい」は福祉の事業所ではありませんが、「こぶくろ」「青いそら」と
ともに、障がい者と働くことを共有し、具体策を討議していくことになりました。
人の一生を支え、地域に必要なサービスをワーカーズで生み出し、解決しようという動きが、こ
の埼玉でもようやく動き出しつつあります。単に、行政や団体から安請け合いするのではなく、
「自
ら助くるものを助く」継続した事業として全国のワーカーズと連携し、連合会として対応すること
が必要だと確認しあいました。（この指とまれ！ 井瀧）
福祉部門会議構成ワーカーズ（2009 年 3 月現在）
「この指とまれ！」（さいたま市）、「青いそら」（三郷市）、「輪っはっは」（所沢市）、「a.n」（鶴
ヶ島市）
、
「苺」（鶴ヶ島市）、「てとて」（北本市）、「こぶくろ」（越谷市）

❤「てとて」は 3 月 22 日に設立総会・埼玉ワーカーズ連合会に参加予定の新ワーカーズです。

「この指シフト」 ボランティア登録制度がスタート
友人が若くして突然の疾病により障がいを持った。１年半のリハビリ後自宅に戻ったものの、週
２日は自宅でひとりの生活。
「この指」を利用するには利用料がかかるので使えない。自分はボラ
ンティアでいいからできることをしてあげたい。でもひとりだけでは続かない。
こんな状況に力を発揮するシステムを「この指とまれ！」
がスタートさせる。ボランティア登録をしたメンバーへのコ
ーディネートなど事務処理を「この指」が担い、利用者の負
担は事務局費用 1 回 300 円のみというものだ。
お互い様の助け合いの精神は、気持ちだけでは回らない。
責任ある核となるものがしっかりと支えてこそ地域が豊か
になっていくのだろう。 (広報チーム)
「この指とまれ！」総会 2008.1 1

半期に１度 集まって、みんなのパワーを再確認
全体交流集会報告
１月３１日（土）生活クラブ埼玉本部２階会議室にて。午前中法制化に関する研修会が、
ＷＮＪ代表の藤木さんを講師に開かれ、昼食交流会を経て午後に全体交流集会が行われ
た。研修会に７７名、全体交流集会に４８名、２０ワーカーズの参加があり、連合会の半期
の活動報告やワーカーズ間の意見交換が活発に行われた。

全体交流集会報告

藤木千草さん
ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン（WNJ）代表

研修報告
だれもがワーカーズを作れる法律に
ワーカーズの社会的地位と法制化
当日の悪天候にもかかわらず多くの参加があり、ワーカーズ法への関心の高さ
がうかがえました。
ワーカーズとして働いている多くの仲間たちが、この働き 方に対する 社会の認
知度を高めたいと考えています。特定非営利活動促進法（NPO 法）を施行され
たおかげで NPO が現在 35,000 団体に増えたことをみれば、協同労働の協同組
合法が法制化された暁には、最も人間的な働き方の場であるワーカーズが社会
に増えることは当然期待できます。
◆◇◆
また、現在私たちの仲間の法人格取得状況は、なし 65％、NPO 法人 22％、
企業組合 12％、その他 1％という状態です。NPO 法人では出資ができず、雇用
関係が生じ、主体的な働き方とは言えません。企業組合の目的は経済的地位の
向上であり、公益性・地域貢献を目的とする私たちの働き方とはズレがあります。
法人格を持つことで代表など個人が無限責任を持つことはなくなり、行政など
の業務受託の可能性が広がります。WNJ は法律の制定に向け活動してきまし
た。あと一歩今年こそはとの思いも大きいのです。
しかし「協同出資・協同経営で働く協同組合法」が国会を通ったとしても、施行さ
れるまでには約 2 年かかります。それならば既存の法律に合わせて、働き方の形
態を選択することもできます。LLP（有限責任事業組合）、一般社団法人、公益社
団法人など。くわしくはインターネットや経験者の話を聞いてみるとよいでしょう。
◆◇◆
世の中の経済状況に一向に回復の兆し が見え
ない今、法律は経営者寄りで働くものに優しくあり
ません。そんな中で私たちは公益性を重んじ、非
営利を貫き 、雇われない働き方を選びました。この
ことに自信を持って、そのためにも法制化を一日も
早く実現させ、ワーカーズの社会的認知を高めた
いのです。
藤木さんのお話を聞いて、沢山の励ましをいた
だきました。
（ふれあ 永島）

協同出資・協同経営
で働く協同組合法
提案者 協同労働
法制化市民会議

法案内容の論点
① 多様な組合員を可能と
する協同組合
働く人(従事組合員)が主
であるが、必要に応じて
イタリアの社会的協同
組合のように出資組合
員・利用組合員・ボラン
ティア組合員・地域の団
体組合員も認める場合、
どのような制限が必要
か。組織運営の課題は何
か。
② 出資配当
③ 従事分量配当
④ 労働保険や労働基準法
雇われずに経営しなが
ら働くものを労働者と
みなし、自分たちの選択
に応じて社会保障や労
働基準法を適用するこ
とができるか。
⑤ 連合組織
自由に必要に応じて形
成できるようにする。
⑥ 共同募金
自由に必要に応じて形
成できるようにする。
⑦ 準則主義の設立
＊ 要綱 案を ご覧 にな りた い方は
事務局までご連絡下さい。

１

新加入ワーカーズの報告

新規に加入し たワーカ ーズは 、「ケチャップ」(生
活クラブからの受託業務を担う）「ぽまと」(レストラ
ン）。ともに鶴ヶ島くらぶメゾン関連。

２

2009 年 WNJ 全国会議
埼玉で開催

２００９年１２月５日（土）６日（日）埼玉会館を予約
し、埼玉県、さいたま市の後援をとること ができま
した。
埼玉実行委員会の担当は 分科会・講演会等の
参加集約、会場手配、懇親会、オプショナルツァ
ーなどです。第１回実行委員会で実行委員長に
大野会長、全国会議事務局につどいが決定しま
した。たくさんの仲間の協力で成功させたいです
ね。

３

分担金について

会員ワ ーカ ーズの経営状況等を連合会が把握
し、そのデータを分担金〈連合会会費）の負担の
あり方などの検討材料と する 、基礎調査の内容
案が示されました。
以下のような意見が出されました。

大野洋子会長

●埼玉連合会としても事業収入を上げる 努力を
してほしい。
●必要な分担金なら出すべきだ。
●総会議案書を提出している のにさらに調査書
に記入して提出する必要があるのか。
●議案書では それぞ れ項目も違う 場合があ り、
同一フォームで提出したほうが効率的だ。
●運動体なのだから、収入の多い事業所の負担
が増えるのは当然だ。
●(運営委員よ り）調査書の目的は２つと考える。
会員ワーカーズがどれだけ広がり成長しているか
のデータの蓄積をすること。データをもとにして会
員ワーカーズに必要なものを探り連合会の活動
を組み立てる根拠にすること。
●（会長より）今日の意見を参考に今後運営委員
会で討議していく。各ブロック会議にても再討議
をお願いしたい。
このほか、部門会議報告では福祉部門の立ち
上げの報告、受託部門から、連合して交渉にあ
たる必要性についての報告などがありました。
最後に、出席ワーカーズからの近況報告があ
り、それぞれの地域の仲間のがんばりと課題を共
有しました。
（広報チーム）

コーヒー屋シュッツに いらっしゃい
連合会にグループ登録しているシュッツが１月 16 日新規開店しました。
自家焙煎したこだわりのコーヒーと手作りケーキを、ゆっくり明るい店内で
味わうことができます。今までの通販だけの事業とは異なり、コーヒーのこ
とだけでなく地域に住むさまざまな人たちと直接話す機会が増え、コミュニ
ケーション力の大事さを改めて感じているとのことでした。新たに募集して
仲間になったメンバーも合わせて 8 人、新鮮で良質のコーヒーとケーキを地
域に届けています。生活クラブ生協埼玉本部のすぐ近くですので、会議の帰
りにぜひお寄りください。仲間も募集中です。(広報チーム)
〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋 1-7-24

営業時間 11:00〜18:00 定休日 水曜・木曜 駐車場有

Tel/Fax 048-866-0763 ホームページ http://cafe-schutz.com/

どうして普通の主婦が市長になったの?! 上原公子さん講演会 2／9
狭山ブロック地域協議会 平和活動推進委員会と共催
市民ネットワークがない狭山ブロック。代理人運動ってなんだろう？ということで憲法片手に

代理人から国立市長まで経験した主婦(?!)上原公子さんに講演をお願いしました。
エネルギッシュなのに軽やか、またその魅力的な語り口に、50 人の参加者全員が引き込まれました。
そして、国民の生き方のよりどころである憲法の意味を理解しなくては、主体的に生きているとは言
えないということを痛感したのでした。

ＷＮＪ第 9 回ワーカーズコレクティブ
全国会議
2009 年

in 埼玉！

12 月 5 日（土）6 日（日）
会場 埼玉会館他

私たちの埼玉で開かれます！
予定に入れてください♪

リフォームいと

展示会

4 月 24 日（金）11:00～16:00
25 日（土）10:00～15:00
会場：アコスホールギャラリー
東武伊勢崎線草加駅東口前イトーヨーカドー 6 階
和布を使った衣類・小物などを展示即売します。
〈いと：℡０４８－９２７－７７１４〉

☺ ワーカーズってなに？出前講座☺
ワーカーズのことを知りたい方、働き方に興味ある方、ワーカーズを立ち上げようとしている方

→講師派遣します。２時間 1 万円＋交通費 （関係団体は 5 千円）
≪あとがき≫３月に入ってから冷た い雨や雪の日が続きましたが、春の花のつぼみも確実にほころんできましたね。埼玉ワーカ
ーズの中でも、新しいワーカーズの仲間が誕生したり、つな がりが深まったり、元気を 感じさ せてくれる ニュースに 心がは ずみま
す。それぞれのペースで事業を重ねながら、社会にメッセージを発信していきましょう。（お）

ワーカーズコレクティブとは、経営と労働を自主管理･自主運営する主体的な働き方で、
地域に開かれた労働の場を作り出すものです。
発行・・・埼玉ワーカーズコレクティブ連合会
１部 １００円
発行責任者・・・大野洋子 編集・・・広報チーム 福島/齊藤 /堀/大塚
〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋１－５－３ ひゅうまんポスト内 電話 048-844-0221 FAX048-838-7884
http://saitama-workers.com/

