
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市に拠点を置き、群馬・

栃木・埼玉の３県に事業所（４０ヶ

所）を展開するワーカーズコープ・

北関東事業本部（旧東関東事業本部

は設立より約２０年）が出来て、４

年が経過しました。ワーカーズコー

プは、働く者・市民が自ら出資し、

働き、経営を担う、労働者が集まっ

て創る協同組合です。「雇う・雇わ

れる」の関係ではなく、みんなで力

を合わせ、心を合わせ、支え合って、

「協同して働く」働き方である「協

同労働」を実践しています。 

この働き方で働く人（組合員）は、

大きく３つの性格を持っています。

まず、自ら資本（資金）を出し合い

運営を考える「経営者」、自ら現場

でも働く「労働者」、地域に暮らす

「市民者」です。この３つの性格を

高め、自らの地域や社会に必要な仕

事をおこし、まちづくりを進めます。   

自分たちの地域や社会をよくして

いく。それは、協同組合の思想の根

本にもあります。「協同組合のアイ

デンティティに関するＩＣＡ声明

（1995 年）」には、「協同組合は、

自助、自己責任、民主主義、平等、

公正、そして連帯の価値を基礎とす

る。それぞれの創設者の伝統を受け

継ぎ、協同組合の組合員は、正直、

公開、社会的責任、そして他人への

配慮という倫理的価値を信条とす

る」ことがその価値であると記され

ています。 

私たちは様々な事業に挑戦し、そ

の事業を通じて、市民とともに地域

の課題解決をしていくために、「社

会連帯経営」という経営理念で運営

を進めていきます。地域の課題に対

し、地域の人々と連帯し、ともに解

決をめざす。それは、事業を、そこ

で働く人のためだけのものにとど

めず、みんなのために公共の共有財

産へと発展させていこうという考

え方です。 

例えば、学童の現場からは、放課

後等デイサービスをおこしていく

動きが全国的に進みました。学童保

育を利用している障がい児の保護

者から、小学４年生になったときに

居場所がなくなるので困っている

という相談を受け、組合員は、放課

後等デイサービスの立ち上げを保

護者に呼びかけました。あなたの子

どもだけではなく、同じように困っ

た人たちのためにも、地域に必要な

子どもたちの居場所をつくろうと

呼びかけ、市民の参加へと広げてい

きました。立ち上げだけでなく、

日々の運営も、利用者・地域の方々

とともに進めています。 

 こうした事業を運動的に発展さ

せていくうえで私たちが必要だと

考えているのは、３つの協同の視点

です。１つは、働く仲間同士の協同

です。働く者自身が自らの働きを通

じて感じたこと、気づいたことなど

を仲間と共有し、意見を交わす。組

合員である以上、リーダーや責任者

などの立場によらず、皆が対等・平

等です。２つ目は、利用者との協同

です。サービスを提供する・される

の関係の垣根を取り払うことで、利

用者自身も、その事業の主体者・主

人公になる可能性を持っています。 

 利用者との話し合いを大切にし

ながら、運営を進めます。３つ目は、

地域との協同です。地域のコミュニ

ティ再生のために、そこに暮らす地

域の方々との対話を大切にしなが

ら、地域づくりのパートナーとして

運営を進めます。 

どんな実践にも物語があります。

その物語をお伝えし、市民の皆様と

「協同と連帯」を育みたいと思い、

この７月、北関東事業本部に「広報

情報発信プロジェクト」を創設しま

した。当面は、「かわら版（名称は

仮）」を隔月に発刊、またフェイス

ブック「ワーカーズコープ北関東事

業本部」にて情報を発信していきま

す。お読み頂ければ幸いです。 

                   

 

 

 

 

 

 

川越出張所は清掃の現場です。6

月～8 月にかけて、委託先である医

療法人西部診療所総務課主任柳川

氏より施設の歴史や理念を学び、良

い関係づくりに役立てる事を目的

とし、3 回シリーズで組合員に向け 

て講義をしていただきました。 

 柳川氏はワーカーズコープが大

切にする「協同労働の協同組合７つ

の原則」（以下７つの原則）を知り、

営利企業とは違うことに興味を持 

 

ったそうです。その後、実際の現 

場で、組合員が魅力的に生き生きと

働く姿を見て、理念が現場に活かさ

れていると感じ、さらに関心を持つ

ようになりました。日々の会話の中

でも７つの原則や理念について組

合員とお話されることも多くなり、

今回の講義を行っていただくこと

になりました。 

 

 

 

シリーズの１、2 回目は西部診療

所が歩んできた歴史、主な活動、介

護サービスの種類についてなどを

話していただきました。3回目は「労

協センター事業団のみなさんへ」と 

 

題して７つの原則（前原則）をもと

に講義。「自らの労働の価値を大切

にします」という点では、自分達の

行う清掃内容を十分に把握するこ

と。清掃業務は誰でもできる楽な仕

事ではない、そのためにも自らの労

働の価値を高めていくこと。｢働く

仲間の総合力を発揮します｣という

点では、誰が清掃してもいつも同じ

質が保たれること。新たに仲間が入

職した際に十分に内容を把握でき

ず質が低下してしまうが、仲間の総

合力で質を維持していかなければ

いけないこと。このような視点を含

め、医療・福祉施設での清掃とは、

生活環境を整えることであると話

していただきました。 

 

 

 

 

 

 

協同労働を理念として働いてい

る現場と一般企業との違いが、7 つ

の原則を見たらわかること、7 つの

原則に現場の清掃を落とし込むこ

とで、清掃の向上に結びつくことを

教えていただきました。 

 勉強を重ね、清掃全般の向上を図

っていきたいと誓う川越出張所の

組合員でした。今回の貴重な機会を、

より「よい仕事」に活かしていけれ

ばと思います。 

(記 川越出張所所長 山本美穂子)

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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か え っ て き た か ん と う か わ ら ば ん  

労協センター事業団 

のみなさんへ 

ワーカーズコープの組合員 
柳川主任 

 

勉強を重ね清掃全般の 
向上を図っていきたいと 

思います 

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 

北関東事業本部 事務局長 北川裕士 

よろしく 

お願いします 北関東かわら版(仮)創刊によせて 
 

エリアの取組み① 

川越出張所 



                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北関東かわら版（仮）創刊号 2015 年 10 月 31 日 

創刊にあたりプロジェクト内でもかわら版名称のアイデアが出ましたが…そうだ！皆から募集しちゃえ！というこ

とになりました。ぜひ素敵な名称を考えて応募してください。次回は 12 月発行予定。結果は次号にて発表します！ 

【応募方法】北関東事業本部宛メール・ＦＡＸ・電話などで応募してください。(担当：矢尾知) 【締切】11/30 まで 

 

 

あなたのアイデアが紙面に！？ 

名称募集します 

和光白子ほのぼの 【勤務地】和光白子地域福祉事業所 埼玉県和光市白子 3-37-20 【職種】介護職員※運転できる方尚可 【時間】9:00～17:00 

   ！急募！    【問合せ】TEL：048-466-4603（担当 相田） ※待遇など詳細はお問い合わせください。 

 

 

仲間募集 
このコーナーでは北関東事業本部エリア内求人情報をお知らせします！この他にも募集している職種、事業

所がありますのでお気軽にお問い合わせください。問合せ先 ワーカーズコープ北関東事業本部 TEL:048-844-0085 

ワーカーズコープ北関東事業本部 
http://m.facebook.com/wckitakanto 

埼玉西南部 

■森のとうふ屋さんの手づくり菓子工房開所式（埼玉西部地域福祉事業所） 

日 時：平成 27 年 10 月 31 日(土)13 時～ 

場 所：所沢市上新井 1-4-4(駐車場なし。コインパーキングまたは公共交通機関で） 

問合せ：TEL 04-2936-6001（手づくり菓子工房 須賀） 
 

 

社会連帯機構 

PROJECT 報告 
循環型エネルギープロジェクト 

 

このコーナーでは北関東事業本部各プロジェクトで取り組まれている活動について紹介して
いきます。掲載希望もお待ちしております。 

プロジェクト  

 

 

 ４月より生活困窮者自立支援法が施行され、北関東事業

本部でも生活困窮者に向けた相談窓口支援を行っていま

す。生活困窮者自立支援法とは、経済的に困窮し、最低限

度の生活を維持することができなくなるおそれのある人

に対して、自立の促進を図るための措置を講ずることを定

めた法律で、就労など自立に関する相談や、住居の確保に

必要な費用の給付などを行います。 

 日々の支援の中で食料に困っている方が多く来られ、フ

ードバンク活動を始めました。まだまだ食料は足りない状

況です。いただいた食品は責任を持って福祉施設・支援団

体などを通じて生活に困窮している方にお配りします。 

【とくに寄付していただきたい食品】 

■穀類（お米、麺類、小麦など） 

【問合せ・回収場所】 

■ワーカーズコープ北関東事業本部 TEL:048-844-0085 

 

にご協力ください!! 
 困窮者自立就労促進プロジェクト 

 

よろしくお願いします 

栃木 ■シニアが輝くまちづくり（市民会議とちぎフォーラム） 

日 時：平成 27 年 11 月７日(土)13 時半～17 時 

場 所：いきいきふれあいセンター（那須塩原市桜町１－５） 

内 容：シニアが輝くまちづくりと題して地域で活躍しているシニアの

方々に登壇していただきパネルディスカッション、日本労働者協

同組合（ワーカーズコープ）連合会副理事長坂林哲雄氏による基

調講演を予定しています。シニアの世代がキラキラと輝くまちづ

くりを考えるフォーラムとなっています。参加費無料です。 

問合せ：TEL 0287-60-1305（市民会議・とちぎ事務局） 

 

 

 

■第 8回サン・アビ感謝祭 

日 時：平成 27 年 11 月 29 日(日)10 時～15 時 

場 所：宇都宮市サン・アビリティーズ（宇都宮市屋板町２５１－１） 

問合せ：TEL 028-656-1458（担当 森本) 

■くれよんまつり 

日 時：平成 27 年 11 月 22 日(日)10 時～15 時 

場 所：西那須野地域福祉事業所くれよん(那須塩原市五軒町５－２) 

内 容：バザー、ゲームコーナー、やきそば・カレーなどの模擬店 

問合せ：TEL 0287-46-6011（くれよん） 

 

 

【現在の回収スポット】 

■埼玉西部地域福祉事業所：所沢１０２工房 
住所：埼玉県所沢市中富 1730-10 

 

 

■ふじみ野そらまめ地域福祉事業所：通所介護そらまめ 
住所：埼玉県ふじみ野市滝 1-3-58 

 

■大宮西武地域福祉事業所：ホット´ん 
住所：埼玉県さいたま市大宮区上小町 1314-1 

 

 

 

♺回収拠点になっていただける方は 
ワーカーズコープ北関東事業本部までご連絡下さい 

 

ワーカーズコープでは、福島県の共同作業所「ピーターパン」と協力をして BDF(バイオデ

ィーゼル燃料)に関する取り組みを行ってきました。北関東エリアで廃食油を回収、共同作業

所「ピーターパン」で BDF を精製、北関東(個人)で購入という一つの流れがつくられていま

す。現在、北関東エリア内では 4 カ所で廃食油回収を行っています。回収スポットは徐々に増

えているのですが、まだ福島でも品薄の状態が続いていて回収 

量を増やしていくことが必要です！共同作業所「ピーターパン」 

とは福島県にある就労継続支援 B 型の事業を行っている施設で 

す。事業としては、バイオディーゼル燃料の製造販売の他にも、 

会津地鶏の飼育販売、お弁当の製造・宅配販売、内職作業、 

清掃作業などを行っています。 

 

廃
食
油 

廃
食
油 

編集後記 

■こどもフェス～みんなでわいわいあそびな祭～ 

日 時：平成 27 年 11 月 23 日(月)10 時～15 時 

場 所：ふじみ野市福岡中央公園（ふじみ野市上野台 1 丁目４） 

内 容：｢ 昔ばなし・昔あそび」をテーマにお祭りを開催。コマ回しやけ

ん玉などの昔ながらの遊びを体験、昔ばなしをモチーフにしたゲ

ームコーナーで遊べたりします。また、お祭りならではの焼そば

やフランクフルトなどの食べ物もあります。みんなでわいわい遊

びましょう！ 

問合せ：TEL 049-263-7967（担当 木村） 

■いもほり＆やきいも交流会 

日 時：平成 27 年 11 月 1 日(日)10 時～14 時 

場 所：本橋農園・ＪＲ与野駅東口に 9 時 30 分集合 

    与野駅より、車で送迎します。直接、自家用車などで本橋農園に行きた 

     い方は｢ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄＴＡＪＩＭＡ木崎店｣駐車場に 9:30 集合 

会 費：500 円程度(別途さつまいも代:1 株 100 円程度) 

持ち物：白いご飯、飲み物、軍手、長靴、帽子、着替えなど 

内 容：戸田学童クラブそらの子ども達と本橋農園(社会連帯機構一般会

員本橋雄治さんの農園)でいもほりとやきいも作り！ 

本橋農園は見沼たんぼにあり、美しい風景と生き物 

を育む豊かな自然が残る素晴らしい場所です。 

皆様の参加をお待ちしております。 

問合せ：TEL 048-844-0085（担当 横倉） 

                     皆さま、日々の業務お疲れ様です。広報情報発信プロジェクト責任者の関根です。皆さまの業務の中で、会議 

                    では話しきれないよい実践があると思います。このかわら版では、埋もれている仲間の奮闘・実践や事業所の事

業情報などを発信して、北関東事業本部の仲間同士をつなげる役目を持った情報ツールになればと考えています。また、繋げるだけでなく、地域と協同労働

をつなげる活動に活かせるものにしたいと思っています。これもあれも取り上げてもらいたいことがあれば、ドシドシご連絡をください。取材に行きたいと

思いますのでよろしくお願いします。PS  私事ですが、息子がつかまり歩きをするようになりました。日々の成長する姿を見てパパをうれしく思います。テヘ。 

 

AREA-EVENT 
このコーナーでは北関東事業本部エリア内でのイベント情報をお知らせしていきます！ 
各事業所での祭りやフォーラム、学習会等の掲載依頼は広報 PJ までご連絡ください！ 


