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第48回共同調査・後編（2013年参議院選挙）

組合員政治意識総合調査・報告書

特集2

　2013年参院選で投票に行った組合員は、

73.4％である。おおよそ４人に１人が投票に行かな

い状態であった。投票に行った組合員のうち民主

党に投票したのは、選挙区で50.0％、比例区で

54.0％である。民主票に次ぐのは自民票で、投票

第１章　投票について

に行った組合員のうち、選挙区で30.6％、比例区

で24.3％が自民党に投票している。全組合員に占

める比率に換算すると、最終的に民主党に票を

入れたのは、選挙区で36.7％、比例区で39.6％で

ある。
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　民主票の停滞を招いた最大の原因は、民主党

支持者の少なさである。今日、民主党支持者は全

組合員の26.0％に留まる。この結果、組合の選挙

は、ますます「民主党への支持」ではなく「組合に

よる動員」に依存せざるを得ない状況に陥ってい

る。なお、比例区では、民主党に票を入れながら、

組合が推せんする候補に票を入れなかった組合

員も存在する。そのため、最終的に組合が推せん

する候補に投票した組合員は、全体（全調査対

象者）の31.9％に留まる。「候補者個人名」ではな

く「政党名」で投票した理由としては、「政党を支

持していたから」が46.1％の最多で、これに「個人

名で投票する人がいなかったから」29.0％、「政党

名で投票するルールだと思ったから」12.5％が続

く。このように、候補者のアピール不足や投票ルー

ルの誤解に起因する理由が政党名投票において

一定の割合を占めることに注意を向けたい。

1－２.属性間で投票先はどのように異なるか？
　民主票が多いのは、男性40歳以上、支部・本

部執行委員（現在・過去）、その他の委員（現

在）。民主票が少ないのは、男性30歳未満、女

性、組合役員経験なし、正社員以外。これらの層

では自民票など他党の票が多い。

1－1.どこの政党に投票したか？
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１ー４. 最終的に、どれだけの組合員が推薦候補に投票したか？

２ー１. 投票先を決めるうえで、何を重視したか？

　組合員が投票先を決めるうえで重視した３大要
素は、選挙区では「組合の推せん・働きかけ」「所
属政党」「公約」、比例区（個人名による投票）で
は「組合の推せん・働きかけ」「所属政党」「人柄・
親近感」である。民主党の求心力が低下した分、
組合に依存した選挙であったといえる。属性別で
は、男性40歳代、支部・本部執行委員、その他の
委員（現在）で「組合の推せん・働きかけ」を重視
する傾向が強い。
　「組合の推せん・働きかけ」（選挙区・比例区）
を重視する人は９割以上、民主党に投票する。
「会社・業者の関係」（選挙区・比例区）、「人柄・
親近感」（比例区）を重視する人も民主党に入れ
る傾向がある。一方、他の要素、「所属政党」「今

第２章　投票を決めた理由について

の政治を変えうるか」「直前の直感」「将来性」「地
元への貢献度」（以上、選挙区、比例区とも）、「公
約」「能力・手腕」（選挙区）を重視する人は、自民
や公明、維新など他の政党に投票する傾向があ
る。民主党の支持が失われつつある今日、組合と
組合員の信頼関係がますます重要になっている。
　つまり、対策としては、組合員に組合の推せんや
働きかけを重視してもらえるよう、①組合員にとって
納得のいく推せんや働きかけの方法を行ったり、②
日頃の組合・組合員間の関係を強化したり、民主
党の足りない点を補うべく、③候補者の公約、変
革性、能力・手腕、将来性などについて組合員に
正しく説明したり、④候補者や民主党に働きかけて
これらの性質を強化することなどが有効である。
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２ー２. 投票先を決めるうえで、何を重視したか？（詳細・選挙区）

　組合の選挙活動とは、組織員の多様な立場の
人間の異なる意見を集約しながら、組織が推せん
する候補者を通して政治に結実させていく過程に
ほかならない。従って、選挙活動を成功裏におし
進めるためには、立場によってどのように意見が異

第３章　選挙を成功させる方法について

なるのかを正確に把握することが不可欠である。
本調査では、属性間の差は、「ｔ値」で計測してい
る。「ｔ値」が高いほど、異なるグループ間で回答結
果に大きな相違があることを示す。ｔ検定による統計
的有意差の認められる項目には「＊」を付してある。

３ー２. 属性間の意識の違いは？（年齢別）
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　各グループ間の心理的な傾向の違いを最もよく

表現する判別得点を算出し、投票先政党ごとの

判別得点の平均を上図の座標上に位置づけた。

第１判別軸（親民主・組合VS反民主・組合）を

縦軸に、第2判別軸（親自民・アベノミクス支持・

原発容認VS反自民・反アベノミクス・脱原発）を

横軸に取っている。

　各グループのポジショニングを大まかに表現する

と、民主党、自民党、生活の党は、やや斜めになっ

た三角形の各頂点に位置する。この平面に民主

党離れの傾向を測定する第３判別軸を垂直に立

てると、生活の党、共産党、社民党が浮かび上

がってくる。

　代わりに第３極政党への選好を測定する第４

判別軸を垂直に立てると、日本維新の会が浮かび

上がり、護憲派の社民、共産、公明が下に沈む。

　民主党以外に投票した人たちには、３パターン

がある。自民党や公明党を支持しているので組合

の組織活動に取り込まれたくない人たちか、社

民、共産、生活の党を支持しているので民主党に

投票しない人たちか、自民党、公明党や民主党と

いった与党経験のある政党や、社民党・共産党に

第４章　民主党支持を高める方法について

投票することを好まないため、第3極を選択する人た

ちである。棄権を選ぶ人は政治的無関心層であろう。

　ここで、民主党支持グループを特徴づけるよう

な、政策に対する変数が負荷する判別軸が得ら

れなかったことに注意したい。これは、組合員の民

主党支持が組合に対する親近感や選挙時の組

合からの働きかけを受容したことによるものであり、

民主党の具体的政策への賛成に基づいたもので

はなかったことを意味している。

　民主党が組合員の生活上の困難の解決に向

けて真に役立つ政策を出しているならば、組合員

がまとまって組織的に投票した方がその実現可能

性は高まるだろう。組合員が自分の判断に基づい

て判断しても、民主党への投票は自分にとって意

味があるので、民主党の得票は増えるはずである。

こうした良循環をまわすべく、組合執行部は政策

に結びつく組合員の要望を取りまとめ、民主党に具

体的な政策提案をあげる努力が必要ではないか。

　では、組合と組合員の関係、組合と推せん候補

の関係をどのように改善すれば、民主党への支持

を固めることができるのだろうか。本報告書中で明

らかにしたように、組合執行部が取り組むべきは、
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大きくは次の2点である。日頃からの組織内のコ

ミュニケーションを良くすること、具体的には、組合

側から候補者に働きかけ、日頃から接触機会や説

明機会を増やすことが重要である。

　候補者が組合員の生活上の困難や考え方、意

見を取りまとめて民主党に働きかけるよう、また、民

主党が組合員の利益代表であるという意識を組

合員に理解してもらえるよう、組合は努力する必要

がある。

　そこで、上の理解に基づき、以下の５つの仮説

をたてた。

　① 組合内の日頃のコミュニケーション（候補者と

の接触機会、候補者についての説明）が取

れていると感じるほど、組合員は組合からの

働きかけに対する納得を得やすくなる。

　② 組合からの働きかけに納得するほど、組合員

の利益代表として民主党を支持する意義を

見出しやすくなる。

　③ 民主党を支持することが組合員の利益にな

ることを認識する気持ちが強くなるほど、民主

党の支持につながる。

　④ 組合内での日頃のコミュニケーション（候補者

との接触機会、候補者について説明を受け

る機会）を取れていると感じるほど、組合が推

す候補者が組合員の意見や考えを民主党

の政策に反映させようとしていると感じる。

　⑤ 候補者による組合員の意見集約、政策反映

がなされていると感じるほど、民主党を組合

員の利益代表として認識する気持ちが強くな

る。

　以上の仮説を組み合わせて図にあるような因

果モデルを構築した。図には変数間の因果をあら

わす矢印（原因→結果）の近くに因果係数（パス

係数）を掲載している。このパス係数の大きさをみ

ることで変数間の因果関係を数量的に把握でき

る。

　最終の結果変数である「民主党支持」を最も

規定したのは、「民主党の代表性」であった。組合

員は、民主党が組合員の利害を代表しているとい

う認識を強く持つほど、民主党への支持が高まる

といえる。次の規定因は、「日頃の組合の努力の

認知」であり、候補者との接触や候補者を支持す

る理由についての説明機会が多いと認識するほ

ど、組合員は民主党への支持を高めるといえる。つ

まり、コミュニケーション施策の効果があるということ

である。
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　民主党や組合の選挙活動については否定的

な声が多い。とりわけ、民主党に希望を持てず、周

囲からも民主党に投票すべしという期待を感じら

れないことで、組合選挙活動に関与しようという意

識を持てない様子が色濃い。一方で、「民主党に

拘らず良い政党を」求める声や、「アベノミクス」に

期待を寄せる声が多い。

　組合員が抱くこうした否定的な意識の原因は、

民主党の凋落に加えて、組合選挙・政治活動の

停滞に求めることが可能である。候補者と接触す

る機会を持てた組合員は２割に届かず、さらに、今

回から解禁されたネット選挙への接触に至っては

１割に届かない。また、周囲から民主党や組合推

せん候補への投票を促す働きかけを受けた人は

６割に達するが、家族や友人・知人に働きかけを

行った人は２割前後に留まる。組合内での働きか

けが比較的に活発に行われる一方、組合外での

働きかけはさほど活発では無かったようである。そ

の他、ビラ配布、ポスター貼りなどの参加率も１割を

下回る。

　次の選挙で成功を収めるために組合が取り組

むべき課題をまとめておきたい。まず、組合の政

治・選挙活動に対する温度差の違いを埋める作

業が求められる。壮年層、組合役員経験者（とり

わけ、現役の執行委員）、正規社員に比べると、

若年層、組合役員未経験者、非正規社員の政

治・選挙活動への参画は少なく、そのため、その

意義や効力に関する認識も低い水準に留まる。よ

り多様な組合員を働きかけの輪の中に取り込んで

いく努力が求められる。

　また、政策的な対立についても改善が必要であ

る。30歳以上が30歳未満に比べて、公務員人件

費の削減や最低保障年金制度、脱原発を支持し

つつも、公共事業型の景気対策には慎重である。

雇用形態別では、「消費税率の引き上げに寛容

な正規と、最低賃金の引き上げを求める非正規」

という強者と弱者の対立が明確になっている。

　候補者のアピールの仕方にも改善の余地があ

る。組合内で候補者への投票を求められた組合

員は６割に上る一方、候補者との接触機会を持て

た組合員は２割に満たない。つまり、実に組合員の

４割に当たる人は、候補者を身近に感じることの

出来ないまま、投票を求められていた計算になる。

候補者を家族や友人・知人に推せんする組合員

が２割前後に留まることも、こうした実感の不足と

無縁ではないであろう。

　民主党への理解を高める努力も求められる。今

日、組合員の民主党への支持率は無党派に水を

空けられるとともに、自民党の支持率と肩を並べる

低さを示している。「組合は民主党に拘らず良い

政党を選ぶべき」とする声が多いことを鑑みれば、

決して楽観視は出来ない。

　今回の参院選はネット選挙が解禁されてから最

初の選挙であったが、実際にネットを介して行われ

た活動は極めて少なかったようである。このことは、

若年層などネットに触れる機会の多い組合員の潜

在的な票を十分に取り込むことが出来なかった原

因の一つになっている可能性がある。ネットの効果

的な活用法を考案・発信していく努力も、残された

課題といえよう。このように、回り道のようではある

が、組合員の多様な価値観を尊重しつつ合意形

成を図り、民主党や推せん候補を応援することで

どのような社会を実現できるのか、組合員に向け

て分かり易い言葉・ツールで発信し、理解を求め

ていく努力が、次の選挙の勝利のために必要とい

えよう。

ま　と　め


