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１.取り組み強化の背景――「全員参加の組合活動」
　武田薬品労組では、運動方針に「全員参加の組
合活動の推進」を掲げている。組合員一人ひとりが
自らを主人公と感じられる組織、全員が参加し関与
する組合活動をめざして活動に取り組んでいる。
　労組の専従者は15名。一方、組合員は5000人を
上回り、専従者だけが頑張っても、組合活動は成り
立たない。「組合員をお客様にしない」というＯＮ・Ｉ・
ＯＮ２のメッセージも踏まえ、組合員が自ら活動に参加
するにはどうすれば良いか、日々考えているそうだ。
　しかし当然、個人個人の意識には差がある。客観
的な現状を把握するために、他労組との比較も可能
なＯＮ・Ｉ・ＯＮ２調査に参加・活用している。

２. 組合への関与を高める、社会的視野の拡大と人
的交流の取り組み

　2008年に実施したＯＮ・Ｉ・ＯＮ２の分析結果から、
「視野と人的交流」に対する評価が高まると、組合
関与も高まる、ということが明らかとなった。その後、
組合活動を検討する中で、「視野と人的交流」に関
する活動に重点的に予算を配分し充実を図った。具
体的な取り組みには、次のようなものがある。

（１）他職種の仕事を体験するインターブランチセミナー
　同じ会社の社員同士でも、職種が異なると普段ど
のような思いで仕事をしているのかは見えづらい。武
田薬品労組では、スタッフ部門を除くと、大きく分けて
研究、開発、生産、営業の職種がある。職種間の壁
を解消して視野を広げること、さらに部署が違う組合
員同士の交流を積極的に図ることで、仕事や人に対
する様々な気づきが得られるのではないかという考え
の下、企画された。
　企画は専門部の組織部で行い、スタッフとして各
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支部の書記長が参加。体験中心のプログラムにする
ことで、理解がより深まるのではないかという意図が
あるという。内容の一例は以下のとおり。

　他職種を経験することで、その仕事ならではの大
変さや思いを共有することができる。「それぞれの仕
事が一体となってタケダである、という気づきが得ら
れ、その後の交流にもつながっています。このインター
ブランチセミナーは、現在は年１回の実施ですが、年
２回実施してほしいという要望も聞かれます。」（田中
書記長）と、組合員に非常に好評のようだ。
これまでに３年間取り組んできたので流れはできつ
つあるが、運営は大変な面も多いという。１・2回目は
大阪工場、3回目は光工場で実施したが、工場見学
なども行うため会社の協力は不可欠であり、担当支
部は会社との折衝や調整も行わなければならない。
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力もつくが、このような面を考慮し、しばらくは年１回
で継続する予定とのことである。

（２）社会貢献活動
　視野と人的交流にかかわる取り組みとして、社会
貢献活動にも力を入れている。特に東日本大震災
以降、社会貢献に対する意識は高まっているという。
また、会社のＣＳＲ活動も活発で、他社からも注目さ
れている。他社への波及効果もあり、リーディングカン
パニーとして先陣を切って取り組んでいるという。以
下では、労使で取り組む東日本大震災への復興支
援のほか、労組独自の取り組みについて紹介する。

①東日本大震災への復興支援
　震災直後から、寄付その他を含めて様々な活動を
行っている。労使共同で行っている取り組みとして、
被災地にボランティアで防風林の苗木を植える活動
があり、組合員からも多くが参加している。また、被災
地の特産品を社内で販売する「復興支援企業内マ
ルシェ」も実施している。多数の協力が得られる一
方、事業場ごとに開催するため、その地域の従業員
しか買えないという課題があった。そこで、全社で取り
組める活動を労働組合から会社に提案し、実現させ
た。
　昨年は、被災地の主婦パートの方の雇用につなげ
るため、現地生産のジャムを販売。今年は被災地の
障害者雇用に焦点を当て、障害者の方が制作する
トートバッグとタオルの販売を企画している。職場委員
（約10人に１人の割合）が職場を回って直接注文を
とり、商品を渡すという役割を担っており、労組ならで
はの視点が生かされているといえる。

②モンゴルへの支援
　「手から手へ」をコンセプトに、16年間にわたって
毎年継続している。現地の学校に文房具・衛生用
品などを寄贈するとともに、子どもたちとの文化交流
を行っている。元々、社会貢献と組合リーダー育成を
目的としていたが、ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２調査後は「社会的
視野の拡大と人的交流」という目的も付加したとい
う。労組の活動全体の中での位置づけがより明確に
なり、参加者の意識も変わってくる。日程は４泊５日、
１回に約30名が参加する。現在は労組の活動として
定着し、人気も高く定員を超える応募があるという。

③ＵＡゼンセンのボランタス活動
　上部団体のＵＡゼンセンが行っている社会貢献活
動（ボランタス活動）は、自組織で活動を行っていたこ
とから、これまでは積極的に募集していなかった。しか
し、最近の社会貢献への意識の高まりを受け募集を
したところ、かなりの応募があったという。

④タイのエイズ蔓延防止
　社会貢献への意識の高まりから、「組合独自の社
会貢献活動ができないか」という意見が中央大会で
も出ることも踏まえ、今年からタイのエイズ蔓延防止に
継続的に取り組むこととした。特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会と共同で行うもの
で、エイズに関する正しい知識の普及と、知識がない
ことによる差別の撲滅を目指している。
　エイズ蔓延防止は、国連の定めるミレニアム開発
目標（ＭＤＧｓ）で2015年までに達成すべき８つの目標
（※）に掲げられていることや、途上国における三大
感染症（エイズ、結核、マラリア）への対策を支えるた
めに2002年に設立された世界基金に会社から資金
を拠出していること等を踏まえ、決定された。
※ 編注：８つの目標とは、①極度の貧困と飢餓の撲
滅、②普遍的な初等教育の達成、③ジェンダー平
等の推進と女性の地位向上、④乳幼児死亡率の
削減、⑤妊産婦の健康状態の改善、⑥HIV/エイ
ズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止、⑦環境
持続可能性を確保、⑧開発のためのグローバル・
パートナーシップの推進を指す。

（３）政治活動への参画
　武田薬品労組では、政治活動にも力を入れてい
る。労働者が暮らしやすい社会の実現には政治活
動が重要という考えの下、普段から組合員にも発信
している。しかし、なぜ労組が政治活動に取り組むの
か、なかなか理解されていないのが現状だという。
　より政治を身近に感じてもらうため、医薬品業界に
特化し産業政策に関する勉強会などを行っている。
最近の事例では、参議院議員川合孝典氏（当時・
現ＵＡゼンセン政治顧問、帝人株式会社のＭＲ出
身）から、政治の重要性とともに、薬事法改正に向け
た具体的取り組みなどの話を聞く場を設けた。仕事
にも直結する身近な話題であり、組合員が政治をよ
り自分の問題として考えることができるようになるとい
う効果がみられた。

▲モンゴル社会貢献活動の様子
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３.取り組みの効果と広がり
（１）効果の検証
　取り組みの効果の検証は、ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２のように
大規模な調査で把握するほか、取り組みごとにアン
ケートを行っている。２．で紹介した取り組みは、イン
ターブランチセミナーをはじめとして参加者からの評
価が高く、今後も視野と人的交流を広げる活動に力
を入れていきたいという。実際、ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２の「視
野と人的交流」の調査結果をみても、2008年調査
では共同調査を下回っていたのが、直近の2012年
調査では５ポイント以上改善がみられた。

（２）参加者からの口コミで広がる活動
　新卒採用を積極的に行うようになったことで、組
合員の中でも若い世代の割合が増加している。若い
世代では横のつながりが特に強く、インターブランチセ
ミナーやモンゴルへの支援など、参加者から口コミで
広がり、希望者が次々出てきているそうだ。
　このような反応を受けて、企画した組合役員もやり
がいが高まり、自分たちの取り組みがめざす目標に向
かって進んでいる手ごたえを得られ、自信をもって活
動を継続できるようになっているという。

（３）組合関与の高まり
　組合関与の低迷は、多くの労組で課題となってい
る。組合役員のなり手に困っている労組も多く、共同
調査の結果は「必要であれば役員になって組合活
動をになう」と肯定的な回答をした人は、「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」をあわせて、２割に満たな
い（16.8％）。武田薬品労組では、2008年調査では
共同調査とほぼ同水準だったが、2012年調査では
肯定的な回答が約10ポイントと大幅に増加。その他
の、組合への積極的関与や関心を測る設問でも肯
定的な回答が増加し、組合関与の高まりがみてとれ
る。「支部執行委員クラスなら、頼めばやってくれると
思います。否定的ではないし、昔よりポジティヴな印
象です。」という田中書記長の肌感覚は、データにも
裏付けられているといえよう。
　一方、課題は女性の参画。女性の執行委員は積
極的に登用しているが、現状は数名にとどまってい
る。組合員の男女比からするとまだまだ少なく、執行
委員に女性が１名もいない支部もあるという。課題解
決に向けて、今年１月に「ダイバーシティ推進委員会」
を本部が主催し、支部委員クラスの女性が参加して

問題を話し合った。ダイバーシティの観点から考えれ
ば、「仕事で経験を積み、結婚して子どももいる」と
いった女性を組合役員に登用して定常的に活動し
てもらうのが理想的ではある。しかし、彼女たちは仕
事・家庭・その他があり、さらに組合活動もとなると物
理的に時間がない。田中書記長の「労組がいくら数
値目標を掲げても、そのような問題が解消されなけれ
ば難しい。個人の生活の犠牲のうえに、価値観を無
視して引っ張ってくることはできません。」という言葉
どおり、女性の登用だけを目標に掲げるのは現実的
ではないといえる。次善の策として、２～３カ月に１回
対象者を集めて定期的なミーティングを行い、意見を
聞く場を設ける計画を立てている。

４.労組としての課題
　「視野と人的交流」の取り組みのほかにも、労組と
して課題と考えていることとその取り組みについて話
をうかがった。

（１）グローバル化への対応
　会社が急速にグローバル化を進めいていることを
踏まえ、グローバル化への対応を一番の課題と位置
づけている。会社が進出している地域には、労働組
合のある所もない所もあるが、新興国の労使関係で
苦労する場合が多いと言われていることを踏まえ、対
応を検討している。労働者のネットワークを作り、労使
関係は対立ではなく互いに尊重し成長していくもの
である、ということをまずは徹底していきたいという。

（２）組合役員の教育体系の整備
　専従者、非専従者を含めた組合役員の教育を大
きな課題と位置付けている。支部の専従者は支部長
と書記長の２人体制で、書記長の育成は本部が関
与することなく、支部長のＯＪＴでこれまで行ってき
た。各支部の執行委員も、支部独自のプログラムで
教育を行っていたという。しかし、うまくいっていない
事例もみられ、本部も関与しながら体系作りに取り組
むこととした。現在、2014年度からの運用に向け、整
備を進めている。

（３）広報の強化
①広報の重要性と特別プロジェクトの立ち上げ
　「労組が何をしているのか分からない」といった意
見が聞かれる中、「組合の活動を当たり前にし、やっ

◀第３回
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　セミナーの集合写真
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たことを知らせて理解してもらわなければ、やってい
ないことと同じ」という思いで広報活動の変革に力を
入れて取り組んでいる。広報の強化により、「全員参
加の組合活動」の実現につなげていく。
　昨年、専門部の広報部と各支部の書記長をメン
バーとする特別広報プロジェクトを立ち上げた。議論
の中で浮かび上がってきた問題点は、大きくは（ａ）発
行物が目につきづらい、（ｂ）ペーパーレス化の希望、
一方で（ｃ）工場には１人１台はパソコンがない、の３
点であった。
　（ａ）（ｂ）は、労組の発行物はこれまで全て紙媒体
であり、紙の現物が手元に届くからこそ見ることにつ
ながると考えていたが、必ずしもそうではなかった。出
張者も多く、会社の発行物はほぼペーパーレスに
なっていることもあり、その希望が強かったという。組
合員の約３分の１と最も多くを占めるＭＲは、モバイル
オフィスの環境で業務を行っており、配布物は共有
の棚に置かれるため、目につきづらい。開発職（モニ
ター）も出張が多く、薬の臨床試験の結果を病院から
集めてくるなど仕事の資料が多く、組合関連の資料
が紛れてしまうこともあったという。
　もちろん（ｃ）のような問題に対応するため、必要な
場合は紙での配布や回覧を行うこととし、ペーパーレ
ス化する方針を決定した。方法は、会社発行の社内
報「Takeda People」と同様、全員（非組合員の幹
部社員も含む）に社内メールで一斉配信される。メー
ルに記載されたＵＲＬから労組のホームページにアク
セスし、情報を入手できる。

②労組ホームページの充実
　発行体制の変更によるアクセス増への対応に加
え、全員均一でタイムリーな情報発信を目指し、ホーム
ページを充実させることも決定した。今後、組合員の
興味・関心を引くコンテンツを増やし、積極的な広報
活動につなげていきたいという。
　支部独自のページを作成したいという要望が以前
からあり、今回新設された。取り組みは支部ごとに特
色があり、ワインパーティー、新春パーティーなどのイベ
ントも行っている。これらの活動が写真付きでタイム
リーに発信できるようになり、他支部の活動に刺激を
受けて、各支部の活動の活性化や組合活動への関
心を引き出す一つのきっかけになっている。
　ライフプランに関する要望も多く、関連コンテンツの
充実を図っている。福利厚生その他の制度は、これ
までの労使の積み重ねの結果、競合他社と比べて
劣っていないが、組合員からは不満が聞かれる。主
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な原因は制度や組合活動をよく知らないことである
場合が多く、直接説明するとおおむね納得が得られ
ているという。また、ライフプランセミナーを55歳から会
社、共済会、労組合同で行っているものの、もっと早
くから知っておきたいという声も聞かれる。これらを踏
まえ、福利厚生の概要や、状況に応じて活用できる
制度をライフプランと絡めて紹介できるコンテンツの
作成を検討している。将来的には、組合員からの代
表的な問い合わせをＦＡＱの形でまとめたコンテンツ
の追加も目指している。西日本支部のように、九州か
ら関西まで広いエリアを管轄している支部では、組合
員が支部とコンタクトを取りにくいことも多い。組合員
がアクセスしやすく、悩みの迅速な解決につながるよ
う検討を進めている。

５.最後に
　組合活動を考えるうえで大切にされている視点・
心構えについて、田中書記長よりうかがうことができ
た。「組合員のために、という思いが第一にあると思
います。組合員の生活の向上、働きやすい環境、働
く上での不安の払拭のために何ができるのかというこ
とです。さらに、組合役員という責任ある立場なので、
労使ともに発展していくためにはどうすればよいか、
という視点も大切です。本部、支部の役員を含めて
全員が、大前提としてこの２点を大切にして日々の活
動に取り組んでいます。」

◆編集後記
　今回お話をうかがった「視野と人的交流」の取り
組みや広報活動の強化は、武田薬品労組がめざす
「全員参加の組合活動」という大きな方向性からぶ
れることなく、目的を明確にして企画・実施されていま
した。各活動が相乗効果を生み、組合関与の向上、
全員参加の組合活動の実践に寄与しており、活動
に悩む他労組にも参考になる点が多いのではないか
と思います。参加者から口コミで良さが広がり、希望
者が増え、組合への関与が増大していく。組合という
組織がよく分からずに敬遠していた組合員も、一度
参加すれば、組合の意義や可能性を感じることがで
きるはずです。
　今後も武田薬品労組の取り組みに注目したいと
思います。取材にご協力いただき、ありがとうございま
した。

（取材日時：2014年1月10日）

田中直才・中央書記長


