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カーズ・コレクティブ
全国会議 in 大阪報告
４

INFORMATION

越谷生活館ホールにて

生活クラブ生協の協同組合運動から生まれた、働
く人の協同組合ワーカーズ・コレクティブ。自ら考え
行動する精神を大事にする生活クラブ組合員なら、
働く場所もワーカーズでしょ。そんな生活クラブとワ
ーカーズ連合会が共催する就業説明会が開かれ
ました。

に充てることがワーカーズのあり方です。

参加者は16名。越谷ブロックの組合員を中心に、

参加者からは出資金などについての質問があり

大宮、川口、所沢ブロックなどから参加があり、ワー

ました。出資し責任を持つ働き方を理解してもらうこ

カーズの働き方への関心の高さがうかがえました。

とは難しく、丁寧な説明が必要だと思いました。

最初にワーカーズ・コレクティブとは何か、という

説明の後、越谷エリアの８つのワーカーズが人員

説明をしました。働く人の協同組合であるワーカー

募集をかねて自分たちの仕事をアピールしました。

ズは、たすけあい、分かち合う精神をもとに自分た

パワーポイントで説明したり、制作物を紹介したり、

ちで出資して地域に必要な働き場を作り、ものやサ

説明することに慣れていないワーカーズにもいい経

ービスを提供してきました。事業で得た収入から家

験になったのではないでしょうか。越谷エリアの多

賃、光熱費、労働報酬などを引き、残った分が剰余

彩な事業の紹介ができました。その後参加者は気

ですが、ワーカーズ・コレクティブは剰余を出すこと

になったワーカーズのブースに赴き、詳しい話を聞

を目的としない非営利団体です。剰余が出る場合

きました。具体的な仕事の内容、条件、やりがいや

でも内部に積み立て、次の地域貢献事業への資金

夢。そして越谷メゾンワーカーズ「サラダ」の食事を
とりながら懇親しました。

自慢の製 品を見せ
てアピールする
「リフォームいと」

もっと頻繁にこのような機会が持てると良いという
参加者の声もありました。素敵なマッチングがたくさ
ん実現すると良いですね。
連合会運営委員 福島せい子

入場料 1,000 円

労協との共催で、起業を希望する
人との出会いの機会を作ります。
誘い合わせて来てくださいね！

スケジュール(予定)
17：45〜18：00 説明
18：00〜19：40 ｢ワーカーズ｣上映
19：50〜20：30 田中夏子氏講演
20：30〜21：00 起業相談

2 月 8 日・9 日開催

「いっちょやったろか！！

働く人の協同組合 えぇんちゃう？」
大阪で第 11 回全国会議が開かれました。参加者総数 435 名。1 日目は全体会、2 日目午前中は
分科会、午後は自主企画・ツァーと、充実した内容の学習と交流が繰り広げられました。埼玉から
も 14 ワーカーズ 35 名が参加し、それぞれの収穫があったようです。

られました。

「全体会」

たくさんの刺激と元気をもらいました

私たちワーカ
ー ズが働 くこと

２年前は千葉で大嵐、今年は６０年に一度の大

に より地 域貢献

雪。ＷＮＪの全国会議は、いつもなぜか大荒れの

し、自分らしい働

天候。けれども、ようやく到着した大阪市立大学、

き方を作り、協同

学術情報総合センターの会場は始まる前から熱

することで、働く

気に包まれていました。

ことが単なるお金を得ることだけに留まらず、社
ワーカーズは、そ
れぞれにそのワー
カーズらしさを発
揮して地域でなく

2 日目の分科会（第 8 分科会）

会的活動となっているところに共通点があると
思いました。
いろいろな刺激を受け、元気をいっぱいもらい
ました。
（てとて・仲谷）

てはならない事業
展開を行っている。
受付準備

被災地でＷＮＪの

説明会から立ち上がったワーカーズ、大阪のおば

「第 2 分科会：生協の業務受託のあり方」

初心に帰って事業の問題を共有

ちゃんのたすけあいワーカーズなど、私たちの仲
間が全国で元気いっぱい活動している事例が報

過去に経験したことのない大雪の中

各ワー

カーズは無事に配達できているかな？と気をも

告されました。
最後に大阪市立大学４年の川口加奈さんから

みながらの参加となりました。

「ホームレス状態を生み出さない日本の社会構

初日の全体会では多種にわたる報告があり、中

造をつくる取組み」という NPO の活動報告があ

でも「ホームレス状態を生み出さない日本の社会

りました。ホームレス状態にある人を就労支援と

構造をつくる取組み」という報告は 2010 年と若

いうかたちで直接支援する

い設立ながら、物事をキャッチする力があり発想

だけでなく、働く人がある程

力が豊富で、それを事業に結びつけている！と、

度の収入を得ることができ

とても刺激を受けました。

る取り組みなど、活動の発展

２日目は『生協の業務受託の在り方：パートナ

と、企業も巻き込んだ社会貢

ーシップの状況と全国配送ワーカーズの現状』の

献の拡がりがあるところに

分科会に参加しました。グリーンコープ生協ＡＭ

会場からは大きな拍手が送

川口加奈さんの報告

ＩＴＹ・エスコープ大阪かぐや姫・生活クラブ東

京轍等の報告を聞き、今まさに、

「ツァー：西成区の株式会社と作業所の見学」

６つの配送ワーカーズを１本化

ハンディがあっても楽しく働く場をつくる

するという埼玉の自分たちが抱
えている問題を共有でき、参考

大阪西成区で様々なハンディのある人たちと

になりました。また事業展開や社会における課題

共に働く場をつくり、事業を展開している株式会

について議論ができ、今後の業務の推進に役立て

社ナイスと小規模作業所ポッポを見学しました。

ていきたいと思いました。毎回講座を受ける度に、

ポッポさんは２５年前

初心に帰り自分を向上させられる全国大会でも

の 1988 年設立で、設立者

ありました。

自身が重度の身体障がい
（つくし・表野）

を抱え何とか自活したい
との思いのもとに開店し

「第 5 分科会：いのちをつなぐおいしい食事」

事業の継続と発展のために
ＷＮＪ全国大会２日目の第５分科会、『いのち
をつなぐおいしい食事〜食関連ワーカーズ・コレ

たとのことです。現在、障
で「ポッポベーカリー」を

運営し手作り無添加の美味しいパンを作り、販売、
喜んでもらおうと日々頑張っているそうです。
株式会社ナイスは資

クティブの可能性と課題』に出席しました。

本金 2,000 万円で「小

スピリッツの白井さんの講座と 4 つのワーカー

さ な 会 社で 大き な 仕

ズからの事例報告でした。

事」を「やってあげる、

白井さんのおっしゃる通り私もビジネス書な

やってもらう」でなく

ど手に取ったこともなく、チラシをただ漠然とた
ま〜にまくだけだった。計画を立て効果率を出す
ということ、私たちの「売り」はコレ！と信じて
いた「安全・安心・手作り」にはもう人は惹かれ
ないなどの話に混乱しながらも、初めて聞くマー
ケティングの話は新鮮で（もっと早くに勉強すべ
きでしたが…）おもしろく、あっという間の 2 時
間半でした。
私たちはワーカーズ、一人一人が経営者です。
「儲け」を追求はしないけれど自分達の事業を継
続させ、発展させ、働きに見合った報酬は得なけ
ればならないと思います。
この先食の事業はどういった方向に向かって
いくのかはわからないけれど、ワーカーズだから
こそできるサービス、商品を作りあげていくこと
が大切だと強く考えさせられました。
（旬・根岸）

ポッポの
焼きたてパン

がい者８人と健常者３人

「やっていこう」と地
くらし組合の事務所

域を起こす企業を目指

して作ったとのことです。営利だけを目的とせず
株式会社の中に非営利の部門があってもいいと、
協同による 2 つの取り組み(オルタナティブなシ
ステム)をしています。1 つは「くらし組合」で、
老後の安心をみんなで支えあう助け合い。もう１
つは「エルチャレンジ」で、働く意欲は働いてこ
そ、雇用・産業・福祉の好循環としていろいろな
活動を起こす。エルチャレンジからの発展で、
「公
園で寝ていた人」が公園の指定管理者となった
NPO 法人で働き、
「公園で働く人」になっていく
とのことです。
日曜日にもかかわらず商店
街は人通りが少なく静かでし
た。今同じような街が増えてい
る中、自分が住んでいる住み慣
れた場所で一生を送れるよう、

よろしく

地域に必要なことを考え自分
ができることから実践してい

鶴見商店街

きたいと思いました。
見学の最後に頂いた、ポッポさんのクリームパ
ＷＮＪ食の共同事業会議のロゴとキャラクタ
ーができました。 のぼり旗（大型・卓上型）、
Ｔシャツもあります。

ンとあんパンはとっても美味しかったです。
（つどい・布留川）

ワ ー カーズ・ コ レ ク テ ィ ブ

〜仲間と始める地域協働ビジネス〜
２０１３年の始めから、ＷＮＪで取り組んできた書籍
が完成しました。今、厳しい社会状況の解決の糸口
に「みんなで力を合わせて働く場を作るワーカーズ・
コレクティブ」を社会に広めてゆこうというコンセプト。
山吹色の表紙、子どもたちの笑顔の写真が元気で
明るい２５０ページの本です。あとがきを書いている
のは、「編集ワーカーズ・ふれあ」（埼玉）の山野井美
代さん。
事業内容も事業高も構成人数も多様な１５団体
と 、さ まざ まな立場で 働 く１０人の紹介を通 して、
「ワーカーズ・コ レクティブ」の本質が伝わってき ま
す。「地域にこんな仕事がほしい」という動機から、て
いねいに働いている全国の仲間の姿はほっこり胸を
温めてくれます。第４章・一本槍 ワカ子さんたちの奮
闘記「ワーカーズ・コレクティブの作り方とその続け
い っぽん や り

方」も具体的で身につまされて面白い！
私たちの働き方を見つめ直すにも、ワーカーズを
理解してほしいと思う方にお勧めするのにもぴったり
の１冊です。連合会事務局で販売しています。
（おおつか）
地域で生き活きと活躍する
ワーカーズの現場を２５例
紹介。起業シミュレーショ
ン物語と、ワーカーズ・コ
レクティブの解説付き。
私 た ち の働 き 方を伝 え ら
れます。プレゼントにも。
ＷＮＪ発行 ほんの木出版

税抜き 1４００円

詳細は事務局にお問い合わせください。

冊

子

ワーカーズをもっと知りたい、もっと広めたい。そんな人たちのために
第 10 回
ワーカーズ・コレクティブ

全国会議 in 千葉
記録集

起業のためのガイドブック
改訂新版！埼玉ワーカーズ連合会発行５００円

出前講座

ＷＮＪ発行 12００円

講師派遣します

ワーカーズってなに？
講師派遣料 ２時間 1 万円＋交通費

関係団体は5千円＋交通費

（パワーポイント資料）

・働く人の協同組合とは・成り立ち
・業種の広がり・事例・特徴・組織運営
・連合組織 など、テーマに沿って伝えます。

※ＷＮＪ：ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン（全国組織です）

≪あとがき≫娘が大学３年で就活中。今は希望を持って説明会やエントリーシートに向かっている。「母は１０年後ど
うなっていたい？」などと聞いてくる。軽い冗談か、母への批判か、まさかエントリーシートの参考にしようということでは
ないだろうな、とうろたえながら聞かれたことには真面目に答える方針なので頭をひねる。ひねった答は恥ずかしいから
書かないが、若者が、普通に就職先としてワーカーズ・コレクティブを考えられえるような社会も夢見ている。（ふ）

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 大塚/齊藤/福島
〒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/

