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埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会１０周年記念研修講演会

｢価格｣ 高い？安い？
ワーカーズ・コレクティブの ものやサービスの価格

講師：河野栄次氏
生活クラブ連合会顧問

埼玉ワーカーズ･コレクティブ連合会の 10 周年記念の研修として、河野栄次氏に価格につ
いての講演をお願いしました。価格破壊、偽装による価格操作等、ものの価格は社会をう
つして落ち着きません。では「何のために働くのか」と社会に問う私たちワーカーズの提
示する価格とは、どうあるべきなのでしょうか。

人間らしく生活するための
システムを
営利ではなく真の必要に基盤をおいて
人間が人間らしく生活するためのシステムをつく
りたい、それが生活クラブを作った理由だと河野氏
は言います。生活に必要な材を作り続け、生活の必
要に応じて社会システムをつくりかえ、人間関係を
通して自己表現することのできるシステムとして生
活クラブを作ったのだと。そしてワーカーズ･コレク
ティブは、女性が主体的に働く場という、新しい社
会システムでした。
家族のすべてが労働を担う現在の社会状況では、
特に女性や高齢者の労働力が期待されています。そ
の受け皿として、営利が目的ではなく、参加した人
が人間らしく生きるための事業、ワーカーズ・コレ
クティブは今まで以上に重要なシステムになってい
くはずです。

としての機能を発揮していなかったのではないか。
市場では需要によって価格が決定されているが、ワ
ーカーズであれば原価、ノウハウを公開して価格を
提示してみるのはどうか、徹底的に情報を公開しよ
う、と氏は言います。また、そのためにはワーカー
ズの技能、知識、組織力への正当な評価は行うべき
であると。ボランティアでは再生産の壁を越えられ
ないということは、常に言われている事実です。ワ
ーカーズをつくったけれど後継者がいないのでつぶ
しますと言うのは、犯罪に等しいと氏は断罪します。
知恵を出し、調査分析し、仲間の情報を駆使し、
時には妥協しつつ、身の丈の範囲の新しい仕組みを
探り、事業を継続すること、ワーカーズに期待され
ていることは生半可ではありません。
広報チーム 福島

講演を聴いて

今必要なものは「誇り」
ワーカーズとしての
価格設定のありかた
情報公開を伴った正当な評価をしてゆこう
そのワーカーズの提供するものの価格をどう決定
するか、それは他人が決めることではなく、提供す
る側が決めていけることのはず。今までの価格は既
存の枠組みの中で決められ、実は本当のワーカーズ

「いろんな情報を公開し、自分たちで価格を決め
る。そして次に繋げる努力が必要である」と話され
た。改めてワーカーズに、自分たちに、足りないものは
何かを知らされた思いがしました。
自分たちの仕事に、誇りをもって
行こうよ！
a.n 齊藤

埼玉ワーカーズ･コレクティブ連合会 第 10 回通常総会

ワーカーズという働き方を社会にひろめよう
2008 年度の活動

ワーカーズ間の連携

今年こそ法制化!!
ワーカーズ･コレクティブが誕生してから
30 年、全国の仲間とともに法律を作る活動
を始めて 20 年以上になります。2 月に提出
した「協同出資、協同経営で働く協同組合法」
の制定を求める請願は、この秋の臨時国会で
いよいよ法律成立の実を結ぶときを待ちま
す。
6 月、埼玉県議会にこの法律の早期制定を求
める意見書の提出を求め、採択されました。全
国の都道府県で意見書提出活動が行われてい

ます。この法律の賛同者を広げ、大きなうねりに
することで働く人の協同組合法の実現につな
げようとするものです。埼玉県内でも意見書採
択を求める活動をすすめていきましょう。そし
て法律の中身にも関心を持って真に私たちが
求める法律になるよう意見をまとめていく必
要があります。
悲願の法制化によって、私たちの事業はもっ
ともっと地域に根付くことでしょう。

ワーカーズの地域貢献報告

2008 年～2010 年

協同組合地域社会づくり
人を生かす参加型の働き方で、人が主人公の社
会をつくろう。
ワーカーズコレクティブは、自分達で出資し経
営し労働も担う「働く人の協同組合」です。様々
な面で自分たちの暮らしや社会を良くしていくた
めの経済組織であり、そのための運動体なのです。
私たちは、
「あったら良いな」と思う「モノ」や「サ
ービス」を自らの手で作り出し、より人間的で質
の高い社会を目指します。
こうした社会を実現するために、たくさんのワ
ーカーズを作り、同じ思いを持った仲間を増やし、
地域社会と連携していきます。

くらぶメゾン構想

主な質疑応答
Ｑ ．法制化推進における請願
署名団体数はいくつか。

誇りを持って働く姿を見せることができた「３デー体験」

Ａ．全国のワーカーズ 120 筆
その他ＮＰＯ団体等 105 筆
労働者協同組合関連を含む署
名数 10,000 筆

ふれあい３days というさいたま市の社会体験事業に協力して４年
目になります。地域の２つの中学校から計６人の生徒さんがやってき
ました。後日、こんな感想が文集になって送られてきました。

2007 年度は第一次中期 3 ヵ年計画最後の締めくくり
の年でした。3 年間で 13 ワーカーズが誕生し、大きく
伸びることができました。
2008 年度は｢働く人の協同組合法｣制定に向けて大
きく社会が動いています。私たちの働き方をさらに自
信を持って世に伝えていくことができます。
第 2 次中期3 ヵ年計画でも 25 のワーカーズの立ち上
げを目標に、単年度で各ブロック 2 つのワーカーズづ
くりを目指します。
そのための情報を得、必要な行動をとるための体制
をさらに整えていきます。

第 2 次中期計画

＊ 総会議案書は会員ワーカーズに各 1 冊配布し
てあります。詳しいことはそちらをご覧下さい。

中学生に職業体験をさせる埼玉県の事業に地域の事業体として、い
くつかのワーカーズが協力しています。

Ｑ．議案書前文にある｢市民に
よる公共とは…｣の意味は？

旬 根本

旬の皆さんは本当に︑優しくた
のしい人たちでした︒お昼の時間
も楽しい会話でまったくあきのこ
ない職場でした︒おやつもたくさ
んもらってしまい︑本当にいい思
い出となりました︒職場体験をし
てみてつらいことや楽しいこと︑
社会のルールを更にみなおすこと
ができました︒
この職場体験を生かして将来の
職場などに発揮していきたいと思
います︒ 抜(粋 )

Ａ４︑３ページに︑ぎっしりと書かれた感想
文は︑私たちにとっても貴重な宝物になってい
ます︒﹁保存料などいっさい使っていないので︑
旬のおばさんたちはお弁当に誇りを持って働い
ている事業所でした︒
﹂旬のおばさん達も楽しか
ったです

!!

2008 年7 月 5 日、生活クラブ埼玉本部
会議室にて、第 10 回総会が開かれま
した。議決権 29 のうち、出席 26 委任
状1 で開催され、全議案が賛成多数に
より承認されました。

Ａ．国や行政が担ってきた福
祉分野などは、多用なニーズ
に対応できていない。市民や
ＮＰＯなどがその隙間や不足
部分を埋めている。これを市
民による公共と呼び、近年ま
すますワーカーズを含め市民
によるところが増え、安定し
安心できる市民サービスの担
い手としてなくてはならない
ものになってきている。
Ｑ ．予算項目に事務局委託費
が立てられているが、今まで
はどうしていたのか
Ａ．昨年度までは活動費とし
ていたが、今年度から委託扱
いにした。

2008 年度の活動

地域社会との連携

「くらぶメゾン」のできること
メゾンは建物ですが、まさにクラブする人の集ま
りをギュッとしたり、バッと広げたり、ジックリ腰
を据えて語り合ったりを繰り返し、おおぜいの仲間
のさらに高いレベルの合意形成を日夜練り上げてい
ます。互いの特徴や利害、ニーズを把握してそれ
ぞれに適切なコミュニケーションを図ること。こ
こでほんとにそれが実現するのかどうかはワーカ
ーズの誕生にかかっています。
「つらい苦しい、でもなくせないと思っていた。
楽しくやらなきゃ続かない、20～30 年先を考えて今
ワーカーズを作りましょう！」と言って 20 年来、組
を守ってきた一人がワーカーズになると決めました。
どきどきわくわく作っちゃおう！ワーカーズのホ
ップステップが今飛び跳ねています。
クローバー 大野

生活クラブ埼玉が、そ
の中期計画に基づき共同購入や福祉･まちづくり
の活動を一つの拠点で行う構想のこと。拠点であ
るくらぶメゾンは地域の課題を事業や活動で自主
的に解決しようという団体（生活クラブの組織や
ワーカーズ･ネットその他）が使用し、維持する。
2010 年度末までが実験期間。
ワーコレ連合会では運動グループとの協同の観点
から参画、連携する。

よろ
しく

左から
盛迫さん
奥山さん
今村さん

新事務局です
このたび、
斉藤富美江さんから埼玉 W.co
連合会の事務局を引き継ぎました「この指
とまれ！」の今村芳美、盛迫由香、奥山裕
美です。
「三人寄れば文殊の知恵」となるよう分
担・協力しながらやっていきたいと思います。
まだ慣れずにご迷惑をおかけすること
もあるかと思いますが、よろしくお願いし
ます。

新しい仲間紹介

ワーカーズコレクティブ

苺（いちご）

狭山ブロック

私たちは、子どもを育む時間を充分に持ちながらも働き続けた
いと考えるお母さんたちを応援しようと子育て支援を行なうワ
ーカーズを立ち上げました。今は学習会などの場に出向いて託児
を行なっていますが、ひと時保育や親子サロンなどを行なう拠点
を持ちたいと考えています。広い緑いっぱいの公園で思いっきり
遊んだらワーカーズの作った安心でおいしい食事やおやつを食
べてすくすく大きくなる子どもたち…そんな夢を描きながら準
備を進めています。子どもが大好きなあなた、私達と一緒に頑張
ってみませんか？
「苺」のみなさん

代表 伊藤晶美
04‑
2956‑
4355
（携帯 090‑
8347‑
9141 伊藤）

ワーカーズ活動日記・・たすけあいワーカーズ「この指とまれ」
おばあちゃんが介護に忙しい‥そこで産後の世話を「この指」がお手伝い！
実は３０年ぶりの沐浴、まずはお母さん

そうな顔を見ながら、無事終了！！

から沐浴の手順を聞き、びっくり！！ 今は、ベビ
ーバスの中で体を洗わず、洗い台を作りシャワーを

お風呂上りの白湯を飲ませているお母さんと育児
のことなどお話して、私にも早く孫が出来ればいい

かけながら体を洗い、最後にベビーバスで温浴させ
るという方法で、安全への配慮だそうです。沐浴ひ

なと思いつつ、幸せな気持ちで帰路につきました。
少しでも地域の安心を担っていると実感し、責任を

とつにも時代の流れを感じ、赤ちゃんの気持ち良さ

かみしめる毎日です。

ワーカーズをもっと知るための おすすめ冊子
第 8 回全国会議記録集
「さあがまだすばい
地域世代をこえて働く場づくり
―ワーカーズ・コレクティブが誕生してから 25 年―」
ＷＮＪ発行 1,200 円

「共に働く

ワーカーズ・コレクティブの
『ひとにやさしい』働き方事例紹介」
ＷＮＪ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、
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）

≪あとがき≫我が家はリフォーム中、いろいろな物を捨て生活スタイルを変えようと・・・５０数年のスタイル（身体も心も）は、改
造できるであろうか？ 連合会は、事務局機能を充実させ、活動がしやすいよう動き出しました。今以上に、みんなが元気
になりますように！ （齊藤）

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/

