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新しい仲間を紹介します 

 
 

ワーカーズコレクティブ 

てとて 

 

 3 月に設立総会を行い、ついで 4 月に「みんなの

居場所わ～くわっく北本」の開所式を執り行い、事

業運営開始しました。 

制度に縛られず顔の見える距離で、求められてい

ることを小さなことから担い、地域の信頼を得、ひ

とつの社会資源となることができれば、と考えてい

ます。「みんなの居場所わ～くわっく北本」を運営す

ることによって、より地域を知り、地域性に合わせ

た活動を行うことが可能になると考えています。 

すでに、障害を抱えて生活されている方の利用や、

就労支援に近いかたちで毎週通って来られる方もい

ます。定期的に親子のひろばを利用する若いお母さ
ん方とスタッフの信頼関係もできつつあります。安

心安全な食の提供も行っています。私たちが思い描

いていた地域福祉の拠点として少しづつですが歩み

始めました。一度遊びに来てください。 

 

コンサートは、「トーク＆コンサ

ート 音楽で福祉 のまちづくり 

in きたもと」の２回目でした。 

今回は長年福祉専門職を続けてい

る長渕晃二先生、歌うセラピスト「さかいしょうた」

さん、福祉音楽をテーマに弾き語る「gingerless」

を迎えて行われました。 

「わ～くわっく＆

てとて」という歌

も披露されました。 

わ～くわっく北

本では、毎月コン

サートを行う予定

です。来月は６月

２８日予定。 

 

 

「みんなの居場所わ～くわっく北本」の運営 
地域生活サポート・地域福祉ネットワーク作

り事業、その他地域福祉を推進する事業。 

北本市中央 4 丁目 67 ℡048-592-9612 

    子育て支援ワーカーズ・コレクティブ 

   みるく 

 

越谷市ではこれまで子育て世代を応援する子育て

サロン施設をいくつか開設し、その運営を社会福祉

協議会に委託してきました。今回、私たちのような

民間団体、しかもワーカーズが委託を受けるのは初

めての こと

でした。 

委 託 を 受

けるま でに

は地域 協議

会の方々、市

民ネッ トワ

ークの 議員
の方な ど多

くの方 々の

お力添えがありました。そしてこれまでの生活クラ

ブ越谷生活館での様々な子育て活動が認められて、

民間施設で開設することができ、大きな喜びでした。 

 

私たちは子育てのプロではなく、子育て経験のあ

る母親、現役ママ、孫育て中などの幅広い年代の仲

間が集まっています。地域に根ざした、本当に必要

とされる居場所づくりができると考えています。今

後も利用してくださる方々と共に少しでも安心して

子育てできる場所にしていきたいと思います。 

親子講座、食育講座、子育てサロン、赤ちゃん広

場、絵本やわらべ唄を楽しめる“かるがも広場”な

どを毎月開催しています。 

 

越谷市子育てサロン 

「つどいの広場はぐはぐ」の開催 

毎週火・木・金曜日 午前１０時 

から午後３時 
０歳から就学前までのお子さんを育てて
いる方を対象にしています。 

 

越谷市東越谷３－６－２３ 

生活クラブ越谷生活館１階 

℡080-2055-2092 
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法人格をとった仲間たち  
 

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ a.n 
事業内容 

①地域のコミュニティーを広げ人と人の繋がりをつくる事業 

 ディホームの送迎、家事支援、カルチャー教室、手作り品紹介 

②生活環境を優先する事業 

 こだわり食材の紹介、こだわり食材による喫茶・ランチ 

③保育に係わる事業 

 一時保育、出張保育 

鶴ヶ島市富士見２－１２－１５ くらぶメゾン鶴ヶ島内 

TEL 080-6602-4865 

複数事業体がひとつになって再出発 

いろいろなサービスで地域に根付いていきたい 

a.n・ぽまと・けちゃっぷ・苺がひとつになります 

鶴ヶ島にできた「くらぶメゾン鶴ヶ島」は、生活ク

ラブ生協、ワーカーズ、自主活動グループ等が共

同購入や福祉、まちづくりの活動を通して地域との

つながりを目指している実験スペースです。そこに

新しくできたり、事業するようになったワーカーズが

今回力を合わせることになりました。 

2008 年ワーカーズ a.n の総会で NPO 法人格取

得を目指すことを決定。申請は書式が在るといえど

も一字一句をはめ込む作業が大変でした。2008 年

11 月 26 日に法人登記が完了し、やっと出来たとい

う気持ちで一杯でした。 

３番目は、委託事業がある。わーくわっく狭山の送

迎、配送ワーカーズクローバーの託児。 

今年から「結｣ (組)の荷分けをしている準備ワー

カーズけちゃっぷも加わり、益々法人格の必要性、

重み、社会的責任を感じています。 

これから 

私たちは、一言で言えば「何でも屋ワーカー

ズ」。たすけあいチーム、荷分けチーム、託児チー

ム、ぽまとチーム（食担当）と普段はそれぞれ活動

しています。これからは、｢荷分けチーム｣が届いた

消費材を分け、取りにこられない人には｢たすけあ

いチーム｣が届ける。お産直後のママさんには、

「ぽまとチーム｣が食の家事支援、｢託児チーム｣が

お子さんたちの見守り等、いろいろな形で地域に

協力していければと思っています。 

だから、仲間づくり、共育、地域に対するアピール

方法、地域との協力体制をどのようにとるかが課題

です。 

（河内山） 

なぜ、NPO を目指したか？ 

1 番目は、みなし法人といえども代表にかかる責

任・負担が大変。 

2 番目は、今のままでは社会的信頼がない。銀行

口座を作るのも大変でした。市の助成金・補助金

の申請なんて、法人格がなければ難しい。 

a.n 全体の代表と各チームの代表 



今回新しく法人格を取得した仲間からの報告 

 

企業組合ワーカーズ・コレクティブハニーＢee 
 

事業内容 

生活クラブ配送業務請負 

 

入間郡三芳町上富４７４番地２ 所沢センター内 

TEL ０４９（２５９）５４９４ FAX ０４９（２５９）５８１７ 

 

一つ一つの課題を越えて 

地域へ大好きなものを届けることから始まった 

配送ワーカーズの、新しいステージへのステップアップ 

 

配送請負が派遣法違反!? 

私達配送ワーカーズにとって直接的緊急課題は、

『委託の法令遵守問題』でした。これは日生協を通じ

厚労省から生活クラブに、生協の業務委託形態が労

働者派遣法違反や偽装請負にあたらないか至急点

検是正の要請があったためです。志高い運動体とし

て社会的非難を受ける事態を早急に回避する必要

がありました。 

いくつものハードル 

そもそもワーカーズは経営も労働も全員で担う自

立した新しい働き方なのですから危惧するにはあた

らない筈なのですが、解決策として運送業での法人

格取得に向け検討が始まりました。車両を自前で持

つ事、運行管理者と車両整備士を専任で常駐させる

等資金的にも人員的にもハードルが高く、同時に、

『法人化するなら埼玉６ワーカーズで１つに』という方

向もあり、具体化には時間を要する状況になりました。 

一番手として 

ハニーＢｅｅでは３ヶ年プロジェクトチームを立上げ

２００９年法人化を目指しメンバーの議論や意思確認

に努めていました。そこでＷＮＪ熊本全国会議の記録

集に、小売業で企業組合を登録したワーカーズがあ

ることを発見し、改めて中央会に相談したところ、業

務内容から見てハードルの高い運送業ではなく、サ

ービス業で取得可能ではないかとの見解を得たので

す。ただし、実際に県知事の認可を申請して見ない

と確実ではないとも言われ、メンバーで話し合った結

果、先ずハニーＢｅｅ単独でトライしたいということにな

りました。 

県の労働局と運輸局に何度か足を運び、受託業

務内容を説明して自分たちの働き方は派遣法違反

にならないか、運送業を取得する必要は無いか慎重

に確認したところ両局からサービス業で問題ないとの

解答を得ることができました。 

ワーカーズらしさを忘れずに 

新定款はハニーＢｅｅにとって決してフィットしたも

のではありませんでしたが、心配していた業種につい

ては無事クリア、サービス業で企業組合設立に漕ぎ

着けることができました。現在は埼玉６配送ワーカー

ズ１本化に向け協議していますが、メンバーがワーカ

ーズらしく安心して質の良い仕事が続けられるよう目

指していきます。                 (清水) 

総会後には、 
みんなでお祝い 



移転先：三郷市早稲田５－４－１  

三郷市文化会館内１Ｆ 

電話 ０４８－９５７－９６００ 

新店舗名：「コミュニティ・レストラン青いそら」 

事業開始時期：７月中旬（予定） 

 

 

より地域に必要とされるお店に… 

「コミュニティ・スペース青いそら」三郷市文化会館へ移転します 

 
 

「青いそら」では事業の継続性と社会的認知を高め

ることをめざし、数年前から行政財産の使用を市に

申し入れてきました。この春、三郷市文化会館の喫

茶室の使用事業者を三郷市が公募し、私たち「青い

そら」が応募しました。他にも応募団体があり、プ

レゼンテーションで決定し、５０坪ほどの店舗を借

りることが出来ました。お店の前は緑の多い公園。

また、住宅地の中心地であることから、利用者の利

便性も高まり、事業の伸張も期待できます。 

 残念ながら、私たちワーカーズ・コレクティブは

社会の中ではまだ少数派です。事業開始から６年目

にして、やっと行政財産を活用できることで、地域

社会にワーカーズ・コレクティブとしての働き方や

事業の社会貢献性等の理解がすすむものと思います。

市は、「パートナーシップで、コミュニティ機能を併

せ持つ、お店にしていきましょう」といっています。 

今回のことを機会に、お店を利用してくださる市

民の方々がとても関心を寄せて下ることが解り、「コ

ミュニティ・スペース」の必要性を改めて実感でき

ました。 

 メンバーも大きく入れ替わり、１４名のメンバー

で、新しいお店づくりに奔走しています。 
 

NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら  

浅草秀子 

 

    私たちの働き方の意味・可能性を実感できる  

ＷＮＪ・第 9回ワーカーズコレクティブ全国会議 in 埼玉！ 

2009年 12月 5日（土）6日（日） 会場 埼玉会館 他 

       学生による、ワーカーズ事業モデルコンペ実施予定！詳細は来月    

 
 
 

     

 

 
 
  

 

 

 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/   

≪あとがき≫行政とのパートナーシップで、新しい仲間「「みるく」の誕生。そして、「青いそら」が三郷市文化会館の喫茶室に

移転が決まったこと、もう一つのワーカーズ「てとて」の誕生など、明るいことが続いてます。12 月には埼玉で全国会議がありま

す。自分たちの事業だけではなく忙しくなると思いますが、ワーカーズのことを知ってもらえるよい機会です。頑張って良い結果を

だしていきましょう。（ほ） 

 

ワーカーズのことを知りたい方、 
働き方に興味のある方、 
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） 

出前講座 

あります 
 
ワーカーズっ

てなに？ 

冊子 

あります 

ホップステップワーカーズ 500 円   

全国会議 in 熊本     1,000 円 

共に働く           500 円  


