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2010 年２月
１〜3：全国会議

報告特集！
４ INFORMATION

２００９年１２／５

１２／６ １２／７

第 9 回ワーカーズ・コレクティブ全国会議 in 埼玉
自給力・持久力・地域力 3 人からできる働く人の協同組合
ワーカーズ・コレクティブってすごいじゃない！
参加人数 657 人

懇親会 269 人

ツアー 67 人

2 年に 1 回開かれるワーカーズ・コレクティブの全国会議が今年度は埼玉で開かれました。法制
化やそれぞれの課題解決に向けた 7 つの分科会と 9 つの自主企画、若者に呼びかけた事業プランの
発表、懇親会にツアーと、充実した 3 日間でした。そして埼玉のワーカーズの力と可能性を再確認
できた 3 日間でした。
埼玉実行委員長大野洋子

これからのエネルギーに

埼玉のワーカーズ数もようやく
30を越え、これを機に！との思い
を込めて、第９回ワーカーズ・コ
レクティブ全国会議in埼玉を開催するに至りました。
「自分らしく生きること」「人間的で有意義な仕事の
場づくり」「一人ひとりの主体的な参加」とこの間幾つも
のキーワード が見えました。働き方を選ぶと いう こと
は、どんな生き方を選ぶかということとイコールだと改
めて実感できた時間でした。私の属するワーカーズの
仲間も全国会議というワーカーズ運動のシャワーを浴

(ワーカーズ・コレクティブ クローバー)

びたのは初めてと言う人が多く驚きに近いものを感じ
てきました。この高いモチベーションを個々のワーカ
ーズのそして埼玉のこれからの運動への大きなエネ
ルギーにしていきましょう。
最後に、この貴重な企画を成功させていただけたこ
とをＷＮＪ並びにたくさんの関係諸氏に感謝いたしま
す。生活クラブ埼玉単協には協賛のみならずたくさ
んの参加もいただき、今後の展開に一層の期待を持
つことができました。ありがとうございました。

全体会参加報告
学生・若者によるワーカーズ・コレクティブの事業プラン発表 12/6
分科会や全体会に参加し、今までよりも理解が深まり、ワーカーズという働
き方に誇りを持てるようになりましたが、現実は厳しい状態が多いです。その
中でとても嬉しかったのは、学生・若者による事業プラン発表会です。数字に
は現実的ではない部分も見受けられましたが、既存のワーカーズとは違う発
想で「こんなのができる」「あんなこともやりたい」と熱意のあるプレゼンテーショ
ンをして下さり、元気をいただきました。若い人達や学生さん達にもワーカー
ズという働き方が広まっていくのでは、という希望がもてる企画でした。
これからもたくさんの人に、この働き方を理解してもらえるようになり、早くワ
ーカーズ法が制定されることを望みます。
川村久美 SOU(走)

埼玉会館大ホールにて

地域密着の福祉ワーカーズ４団体からの実践
報告では、・利用者や家族と のコミュニケーション
を大切にしている・当初の思惑と違い子育て支援
の依頼が多かった・資格者だけでなく地域の多彩
な人材を活用し ている・ 行政と上手に連携をして
いる、等々共通点が多くみられた。大変な仕事の
中、皆さん楽しそうで、他人の喜びを自分の喜び

としていることが感じられ、心強く嬉しかった。
ワークショップの後、アドバイザーの堀越さんか
らの「居場所づくりに必要なのは、仲間を呼び込
む“誘い部”、来た人を逃がさない“世話部” 、達
成感を持ってもらうための“聞き部”」との言葉に
ガッテン。
嘉成勝子 企業組合ゆあ

第４分科会

ワーカーズ・コレクティブにとっての経営とは何か！
きららは設立２年目、飯能ＤＣ清掃受託に将来
を掛け生活ｸﾗﾌﾞと交渉を始めたと ころです。初め
て全国会議に出席しワーカーズ・コレクティブの
活動にと って大切だと思う３つの事を学びました。
①会議は２時間以内、脱線はしない、会議の後の
会議は持たない、将来に役立つことを話し合う 。

②事業計画は 設立趣意書に基づき 詳細に立
て、中長期計画を持つ。③｢ワーカ ーズ・コレク
ティブって何？｣と いう問いに自分の言葉で答
えられるよ うにする 。このタイミング で埼玉開催
だった事に感謝します。
清水玲子 おそうじワーカーズきらら

第７分科会

地域で、誰でも一緒に働く
〜非営利･共同セクターによる実践と試みから
千葉の W.Co 風車の事例が印象的でした。ひ
きこもり、不登校、障害。その当事者と家族が若者
たちの働く場と し てワ ーカ ーズを作った事例で
す。事業内容がレンタル食器という 発想がエコ で
いい!!〝その人のありのままで働くのでいい〟「職
場の価値観」によ って幸せに働けなかった若者が
ワーカーズを知って「 そこで働く人々の幸せが大

事にされている」と、希望を感じたそうです。「み
んなでイス取りゲーム をするより、誰でも座れる
イスを社会に作りだしていくことが必要ではない
か」そういう生き心地の良い社会となってほしい
です。ワーカーズが社会で大切な役割を果たし
ていることに気づき、大きなエネルギーをもらい
ました。
香月英子 SOU（走）

自主企画５

ライフプラン講座
〜これだけは知っておきたい税金と社会保険
税金や社会保険の基礎知識を確認でき、 制度は
どんどん利用していきましょう”に納得できました。働
く女性にと って必要な知識であり、ここからもっと深
い知識を得ていくき っかけにするといいと思いまし
た。1993 年の第１回全国会議（埼玉）から今回で 4
回目の参加となりました。2 日目の学生・若者による

事業プランの発表が印象的でした。20 年前は夢
大きく怖さ知らず、私たちもあーだったのかなーと
言葉の一つ一つが感動でした。継続は力、初心
を忘れずと、思いを新たにしました。
中村由紀子 (企)ワーカーズ豆の会

知恵と 力と 勇気と︑たくさんもらった 全国会議

ほしいと思った人がつくるコミュニティ福祉

７つの分科会では全国の仲間の報告や︑識者からのアドバイスなどがあり︑９つの自主企画とともに参加者には多くの示唆がありま

第２分科会

した︒また︑埼玉の実行委員たちの頑張りは今後にもつながる貴重な経験になりました︒

分科会･自主企画参加報告

実行委員活動報告

召し上がれ!!私たちのこころ
12/5

懇親会企画 食とたくさんのワーカーズ

今回大きな企画を、力を合わせることでやりとげるという貴重な経験が
できました。
キッチン味蕾の毎日は、生活クラブ飯能デリバリーセンター内で仕事
をしている方への昼食の提供です。スピーディに仕事をするためには 、
チームワークが大切です。ご飯のケースの中身がなくなり、そのケースを
持った瞬間に次のご飯のケースをメンバーが持ってき てくれるよう な事
です。今回の全国会議の懇親会も、チームワークが重要でした。
懇親会の準備は、短時間にも係わらず、ワ ーカーズの仲間が手をつ
ないだ事ですべてをスムーズに運ぶことができました。懇親会用のオー
ドブルを時間内に滞りなく運んでくれた配送のワーカーズ、30 分で会場
設営をしたワーカーズ、懇親会を盛り上げたエンターティナ ー、懇親会
の花である 飲み物と 料理を準備したワ ーカーズ、それぞれ が結集して
「おもてなし の気持ち」を参加された皆様にお持ち帰りいただけたので
はないでしょうか。
手をつないだ「ワーカーズ・コレクティブってすごいじゃない！」 って思
いませんか。
廣地 直子 キッチン味蕾

見てみて!!私たちの埼玉
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オプショナルツアー企画 配送ワーカーズ

オプショナルツアー企画は、埼玉 6 エリアの配送ワーカーズメンバーが
中心となってすすめました。遠くからの参加者に喜んでいただける研修ツ
アーを作ろうと 、飯能デリバリ ーセンター、くらぶメゾン、越谷の食と農の
連携、丸木美術館、三富新田、などのポイントを選びました。羽田への交
通の便や時間も考慮し、実際に下見しコースを組み立て、最終的に A 越
谷コース、B 平和コース、C 飯能 DC コースを決めました。予約の締め切り
時点では参加者が定員をはる かに下回り実施が危ぶまれるコースもあり
ましたが、ワーカーズに呼びかけた結果、当日には全コ ース満員御礼と
なりました。ツアー参加者のみなさんは埼玉を堪能し、親交をあたためま
たの再開を約束して無事それぞれの活躍の場へ戻られたと思います。今
回コースを埼玉県内に限定していましたが東京のデポーや福祉施設な
どを組み込んだコースがあ ってもよ かったかもしれ ません。 最後に、訪
問先のワ ーカーズの皆さんのご協力は本当にあたたかいものでした。こ
の場をお借りして心より御礼申し上げます。
企画スタート時点は混迷状態でしたが、終わってみるとまた企画してみ
たいと思うくらいと ても楽し い経験でしたし、みんなが力を合わせること の
素晴しさを改めて感じました。
清水エツコ 企業組合ハニーBee

越谷コース

平和コース移動中

飯能 DC コース三富新田

新しい仲間紹介

メゾンワーカーズ

サラダ（越谷）

私たちは 2009 年 10 月から生活クラブの拠点「くらぶメゾ
ン越谷」のメゾンワーカーズとして事業を始めました。｢結｣と
いう名前の協同購入グループ（組）の荷受け作業は、現在
月木金の 3 曜日に配達があり、120 人の組合員さんが利用
しています。
また、生活クラブの消費材と地場野菜を中心に使用した
「気まぐれ惣菜とランチの店 べる」を営業しています。
メンバーはベテランと子育て真っ最中のお母さん！！
荷受け作業中
自分の空き時間を
うま～く使って働く人や子連れで働く人。まだまだ試行錯誤しながら
気まぐれ惣菜とランチの店
ですが、「お互いさま」を合言葉に楽しく元気に働けるワーカーズ
「べる」営業時間
コレクティブ サラダです。
〈連絡先〉
月〜金曜日 １１〜１８時
土・日・祝日は休み
越谷市東越谷 3‑
6‑
23 越谷生活館内 ℡:048‑
965‑
6726
「気まぐれ 惣菜とランチの店 べる」携帯 090‑
3132‑
4106

ワーカーズをもっと知りたい人、
もっと広めたい人のための冊子

「第 9 回ワーカーズ・コレクティブ
全国会議 in 埼玉」の記録集も作成中です。
5 月発行！ 乞うご期待！！

「ホップステップワーカーズ
起業のためのガイドブック」
埼玉 W｡Co 連合会発行５００円

☺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、

「地域で暮らし続けるために
共に支える
ワーカーズコレクティブの福祉事業事例紹介」
ＷＮＪ発行５００円

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）

政権交代で、世の中あわただしいのですが、我が家は穏やかな２０１０年を迎えました。
残念ながら全国会議には参加できませんでしたが、
皆さんからの原稿を読んでいると元気が出てきます。
記録集の発行が待ち遠しい！！
皆さんのパワーをもっともっと頂いて前向きに過ごしていきたいと思う今日この頃です。
（さ）
≪あとがき≫

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・・・後藤成美 編集・・・広報チーム 福島/齊藤 /大塚
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http://saitama-workers.com/

