
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自立援助ホーム「オーレの家」は、3

月 1日開所しました。 

 高崎市の住宅街にある 6LDK の一軒

家です。内覧会には、群馬県職員、児

童相談所職員などが訪れました。 

 昨年 12 月初旬の企画提出とプレゼ

ンを経て、自立援助ホーム立ち上げ会

議を継続しながら、物件探し、スタッ

フ公募と慌ただしく準備してきました。 

 自立援助ホームみらい（茨城県）の

協力を得て、ホームの生活を体験する

泊まり込みのスタッフ研修を実施、他

の児童養護施設の見学も行いました。 

 近隣住民へあいさつにまわり、児童

相談所へ訪問し、ホームの説明を行っ

ています。 

児童相談所からは、さっそく利用者

の受け入れについて相談を受けました。 

理念と実践が大事だという思いで、

団会議では、原則を読み合わせ、事業

計画や運営規定、利用契約を確認し、

生活上の約束事などを議論しながら作

り上げてきました。門限、金銭管理の

 

 

 

 

 

仕方、部屋の使い方や清掃などです。 

 また、住民の理解を得るための活動

や、関係機関との連携、寄付金対応な

ども重要な仕事であり、並行して準備

を進めていますが、課題は山積してい

ます。 

 先日、元埼玉県児童養護施設指導員

の前田氏、児童養護退所児童アフター

ケア事業（埼玉県委託）を実践してい

る小山氏に来ていただき、社会的養護

の現状や自立援助ホームの運営や生活

についての研修を行いました。前田氏

は、自立援助ホームが適正に運営され

るには３年はかかると言われました。 

 2、3年かけて、入居者を受け入れな

がら施設を創っていく実践が重要だと

考えています。 

その一方、2、3月という短い準備期

間では、近隣住民との関係などからの

問題が表面化しやすい状況にあること

を自覚し、職員が一丸となって事に当

たるようにしなければ、前進しません。 

小さい施設、少ない職員集団である 

 

 

 

 

 

 

がゆえに、広い視点で事業を捉えなけ

れば、一つの問題でつまずいてしまい

かねません。「福祉は人なり」というこ

とを実感しています。 

 また、利用者との関係については、

自立援助ホームみらいで働いた経験か

ら、完璧でなく、白黒はっきりできな

い（グレーゾーンの重要性）、「いい加

減に＝程よい加減での対応」が大切だ

と思っています。 

 事業の特殊性をしっかり捉えた上で、

社会連帯運動、社会連帯経営によって

地域づくりを進めていくものと位置づ

け、ワーカーズコープの理念を具現化

していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

介護施設の一角を使い、少人数制（4

名定員）の託児所「すくすくさわやか」

を 4 月より開所することになりました。

託児所を始めるきっかけは、1 枚の

DVD、富山県の共生型施設の取り組み

でした。高齢者・障がい者（児）・子ど

もが一緒のフロアーで生活する様子で

す。「こんな施設ができれば」と組合員

みんなが同じ気持ちになり、開所に向

けて準備を始めてきました。始めるま

での間には、色々な困難がありました

が、みんなで考え一つ一つ解決しなが

ら開所するまでになりました。 

改修工事費用も抑え、自分たちがで

きるところは自分たちで改修し手作り

感たっぷりのお部屋ができました。4/1

に開所式をと思っていましたが、介護

事業が通常営業している事もあり、開

所式とはいかず、地域の自治会・民生

委員、各関係者の方々に連絡させて頂

き、細やかな内覧会を企画しました。 

これをきっかけに地域の居場所づく

りに繋げていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流って？どんなことをしているの

かも知らなかった数か月前。生協愛用

歴は長く、信頼をしている品々。今度

は、私たちがお届けのお手伝いをす

る！誇らしい気持ちで、物流現場に見

学に行かせて頂きました。早い！手際

よく積み込んで行く。力仕事なのに、

女性が多い。まさか、こんなにたくさ

んの量を、短時間でトラックに積み込

むとは驚きでした。 

その後、現場での研修をさせて頂き、

厳しく、優しく教えて頂きました。覚

えてしまわなくては、あとは自分たち

だけという切羽詰まった思いで、夢の

中でまで積み込みをしながらあっとい

う間に過ぎた 8日間でした。 

いよいよ２月１日スタート！不安な

気持ちで迎えた当日、物流の他現場の

所長さんが遠いにもかかわらず来て下

さり、どれだけ心強かったか！熊谷北

の若林所長、藤谷責任者、本庄の村田

所長、大宮事業所の宮東所長には大変

お世話になりました。事業所間の壁を

越えた”これが仲間との協同なのです

ね”本当にありがたかったです。 

皆さんに応援頂き、若林所長からは

「これは奇跡だから！」とのお言葉を

頂くほど順調な滑り出しでした。全員

が物流未経験ながら、無我夢中で毎日

の作業をこなし、少しずつ慣れて早く

終了することもできるようになってい

きました。 

ところが、３月２１日 トラック増

大！その上、ドライバーさんが積んで

いた別積み品も積み込んで下さいと依

頼され、しかも、９時までには終わっ

ていて欲しいと…。 

量が増えた途端、あるはずの品物が

なかったり、違うトラックに積み込ん

でしまったり、不思議なことが起こり、

そのたびに探しまくりの毎日。 

４月に入り、外は桜が満開！私たち

の騒ぎもやっと落ち着いてきました。

しかし生協の職員さんは、毎日夜遅く

まで本当によく働いています。久しぶ

りに、厳しさを味わい、そしてその一

員として働かせていただける有難さも

同時に感じることができ、物流に挑戦

して良かったと思います。 

労協さんで良かったと言って頂ける

よう『正確に！早く！』を目標に仲間

とともに頑張って行きます。 

皆さんこれからも、応援をよろしく

お願いいたします。

 平成 28年 4月より生活困窮世帯の中

高学生を対象に「ふじみ野市子どもの

学習支援事業」が始まります。 

市内を 2つの地域に分け、週に 2回

ずつの設定で少しでも通いやすい環境

をつくりながら、学力向上だけでなく

様々なケアを行っていきます。 

生徒本人の学習意欲の向上や学力の

向上のほか、家庭、保護者へのケアも

同時に行います。また、学校等の関係

機関との連携を密にし、学習指導をす

る人、ボランティアの方々等々、みん

なでケアしていく関係を作ります。 

時には、一緒にお料理をして一緒に

食べたり、テーマを決めて大人も一緒

に学んだり…思いつくこと、出来そう

なことはどんどん取り入れて楽しい！

と感じてもらえる環境にしていきたい

と思っています。 

得意技のある方、こんなことなら協

力できるという方、どうぞふじみ野地

域福祉事業所までお知らせください！ 

Tochigi 
Gunma 

Saitama 
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協同労働の協同組合は,共に生き,共に働く社会をめざして,市民が協同・連帯して,人と地域に必要な仕事をおこし,よい仕事をし,地域社会の主体者になる働き方をめざします。尊厳あるいのち人間らしい仕事とくらしを最高の価値とします。 
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開所 
しました 

 

ふじみ野市 

子どもの学習支援事業 
 

清掃一本だった川越事業所が、物

流の仕事に挑戦し仕事獲得!! 

そして 2 月 1 日からスタートしまし

た。その立上げ時の話や今後につい

て、山本所長から思いと熱意が届いて

おりますので、紹介します。 

 

 

川 越 
物流の仕事獲得物語 

自立援助ホームとは…なんらかの理由で家

庭にいられなくなり、働かざるを得なくなっ

た原則として１５歳から２０歳までの青少年達

に暮らしの場を与える施設です。 

 

同じく群馬の前橋地域福祉事業所でも 

新しい取り組みがスタートしました！ 

 
開所 
しました 

すくすく 

さわやか 
 

 

群馬県高崎市 自立援助ホーム 

 



 

 

平成２８年度より、川越市にて生活困窮者自立支援の就労準備支援事業、被保護者の就労準備支援事業、個別求人開拓事業、桶川市にて被保護者就労準備支援事業、入

間市にて生活困窮者自立支援の就労準備支援事業、ふじみ野市にて子どもの学習支援事業、深谷市では被保護者の就労支援事業、吉川市にて若年者就労支援事業を新たに

担当させていただくこととなりました。今年度は埼玉県内において、生活困窮者自立支援関連事業、生活保護受給者の自立支援関連事業、地域若者サポートステーション

事業、若者の就労支援事業等を１５自治体・３９事業を受託しています。 

 当法人は「みんなが働ける」社会をめざし、自立支援事業を通じても、様々な方と出会い「ともに生き、ともに働く」地域づくりに向け、頑張っていきます。 

 職場見学、就労体験、ともに働くことにご協力いただける企業や団体の方を歓迎しています。 

 

 

 

 

3月 21日、さいたま市産業文化セン

ターにて「生活困窮者自立支援のこれ

までの課題と展望～生活困窮者自立支

援制度施行から 1 年」と題するフォー

ラムを開催し、150名が参加しました。

実行委員長の埼玉県立大学長友先生の

開会挨拶の後、宮本先生の講演、埼玉

県服部主幹の基調提起、パネルディス

カッションを行い、このフォーラムを

通して、この一年間の取り組みが報

告・討論されました。 

宮本先生の講演では、「政府の社会保

障費は使い方が間違っている」という

ことを話して頂き社会保障費の細目を

見れば、その中には福祉目的の支出を

せずに、大企業向けの減税による税収

減の補填のために支出されているもの

があるとのことでした。 

社会保障費が国民所得の再分配に使

われるのではなく、多国籍企業の利潤

のために使われ、貧困の連鎖・蔓延に

つながったことをわかりやすく説明し

て頂きました。 

埼玉県福祉部社会福祉課服部

主幹の基調提起では、埼玉県

内すべての自治体で学習支援

を行い、そして学力差・進学の

機会の差を極力無くし、世代間の貧

困の連鎖を無くしていこうと提起がな

されました。 

その他、パネルディスカッションで

は、田嶋労協連事務局長がコーディネ

ーター、実行委員長の長友先生がコメ

ンテーター、パネリストとして彩の国

子ども若者支援ネットワークの岩月セ

ンター長、埼玉県社会福祉士会の松永

主任生活相談員、和光市保健福祉部福

祉政策課の阿部課長、ワーカーズコー

プ和光すてっぷの石川主任相談員が登

壇、支援する側・される側という２元

論ではなく、貧困を生まない地域づく

りを市民・行政の協同ですすめていく

ことが討議されました。 

最後に、「川口こども食堂」「反貧困ネ

ットワーク埼玉」の取り組みが紹介さ

れ、副実行委員長の埼玉県社会福祉士

会の青木会長の閉会挨拶で終了し、大

変に密度の濃い充実したフォーラムと

なったと感じられました。 

 

 

 

２月１１日、さいたま市文化セ

ンター多目的ホールにて「子育てＰＪ

研修会」を開催しました。ワーカーズ

コープの子育て支援に関わる８０名が、

北関東ブロック、東関東ブロックの５

県から集まりました。 

「狭山水野児童館」「放課後デイ蓮田

スマイル」「浦安学童」「戸田学童そら」

の４つの事業所発言がありました。共

通して、子どもたちに対する組合員の

想いがあふれる支援方法や組合員ひと

り一人が輝く団づくり、近い将来を見

据えた仕事おこしなどが発言され、生

き生きとした活動の様子がプロジェク

ターに映し出されました。 

 午後はレクリエーションプログラム

の実践、長井りんごの木（栃木）より

「サザエさん体操」、ふじみ野事業所

(埼玉)より「こっぷりんけん玉」、のは

ら園（栃木）より「呪いのクラゲ」、２

つの手作りおもちゃ講習を行いました。

作るだけでなく遊ぶひとコマを入れて、

実際にどういうレクリエーションとし

 

 

 

 

 

 

 

ての展開ができるのか、競い合うこと

やゲーム性、やりとりの楽しさを体感

する等技術的な面も学ぶことができま

した。 

千葉の浦安学童からは学習支援につ

いての現状について発言があり、子ど

ものことばに注意深く耳を傾けるこ

と・聞き出していくこと、気付く力の

大切さについて考えさせられる内容で

した。 

また、子育て推進事業本部よりフー

ドドライブ、子ども食堂の取り組みに

ついての発言があり、「自分たちの事業

所でまずやってみよう。自分たちだけ

でやろうとしないで、単発でもいいか

ら、自分たち・子どもたちと楽しみな

がらやってみよう。」という促しに参加

する組合員一人ひとりが背中を押され

ました。 

 

 

 

 

 

【協同労働にふれて…】私は協同労働の現場で４年半働いている組合員です。当初

は、現場の人手不足という他愛も無い理由で入団する事になりましたが、振り返っ

てみると、色々な事に挑戦してきました。中には直接現場の収入にならないような

事もありましたが、私達は利潤のみを追求する団体ではないということ、また仕事

や会議・集会を通じて、世の中には困難を抱えた沢山の人達が思っていた以上に溢

れている事に驚きました。協同労働にふれて、私はそんな困難を抱えた人達と一緒

に地域を盛り上げたい、一緒に働きたいという気持ちが沸くようになり、将来的に 

 

 

 

 

 

は仕事おこしにも挑戦したいと思っています。 
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創刊にあたり、かわら版名称のアイデアを皆様から募集しました。素敵な名称がたくさん集まりました。ご協力あり

がとうございました。その中でも断トツで人気があった『北関東かわら版～かえってきたかんとうかわらばん～』に

決定いたしました。これからは年間４回（予定）発行していきます。よろしくお願いいたします(*^^)v 
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投票決定しました 

ワーカーズコープ北関東事業本部 
http://m.facebook.com/wckitakanto 編集後記                      編集作業は、私たちワーカーズコープの北関東の各地を結んで、ネット越しに、あるい

は実際に会って進めています。各現場をつなぐ媒体としての役目を自任して始めた当かわら版の編集作業ですので、この先も

っとアチコチに出かけさせていただけるかな、と思っています。私はまだ他の現場の取材をしたことはないのですが、やがて

他の現場を見学取材に行けるかも、とワクワクしています。その折りにはなにとぞヨロシクです。（み） 

 

PROJECT 報告 
プロジェクト  

  困窮者自立就労推進プロジェクト 

 

自立支援事業所が新たに増えました！ 

 

生活困窮者自立支援の 
これまでの課題と展望 

-生活困窮者自立支援制度施行から 1年- 

子育て PJ 

研修会 

集会 

報告 

組合員の広場① 

深谷とうふ工房 

鈴木一史さん 【埼玉西南部】こどもまつりーおはなしザ・ワールドー 

日時：平成 28年５月５日(木)10時～14時 

場所：狭山市水野児童館 

【栃木】第 15 回サン･アビカップ 

日時：平成 28年 6月 4日(土)9時～13時 

場所：宇都宮市サン・アビリティーズ   費用：100円 

【全国】日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会第 37 回定期全国総会 

日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会センター事業団第 31 回通常総代会 

日時：平成 28年６月 17日～19日  

場所：小田原アリーナ 住所 神奈川県小田原市中曽根２６３ 

 
  ✎かわら版に掲載希望の各エリアのイベント情報お待ちしております！！ 

 

 

このコーナーでは北関東事業本部エリ

ア内組合員の声をお届けします！！ 

「私も言いたい！寄稿したい！」という

そこのアナタ！広報 PJ までご連絡くだ

さい。お待ちしております。 

AREA-EVENT 


