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　介護保険制度が2000年４月にできる以前の日
本の介護サービスは、行政府がサービス内容の決
定から給付まで責任を持つ制度であった。
　厚生省は介護保険制度開始を翌年に控えた
1999年、2000年から2004年までの高齢者保健
福祉計画「ゴールドプラン21」を策定した。その中
で示された目標は、活力ある高齢者像の構築、高
齢者の尊厳の確保と自立支援、支え合う地域の
形成、利用者から信頼される介護サービスの確立
の４つ。世界最高水準の高齢社会に向かう中、日
本の高齢者保健福祉の基本方向が示された。
　そして2000年４月１日、保険料と税を財源とす
る「介護保険制度」が開始されることとなった。当
時、「走りながら考える」としてスタートした介護保

険制度の創設の背景には、日本経済が停滞する
中で少子・高齢化が進み、医療・年金をはじめと
する社会保障費の財政圧迫などがあった。従来
の高齢者福祉・高齢者医療制度による対応に限
界が訪れていたのである。
　介護保険制度は、自立支援、利用者本位を旗
印に、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みと
してスタートしたものである。行政府によるかつての
制度とは異なり、介護保険制度の特徴は、全国一
律のサービス利用の基準（要介護認定）、ケアマネ
ジメントシステムの導入、利用者本位のサービス提
供、そして民間事業者の積極的活用などが挙げら
れる。

１. はじめに　～介護保険制度創設の背景～

職 業 別 労 働 組 合「日本 介 護クラフトユニオン」の
歴 史と取り組 み

日本介護クラフトユニオン（ＮＣＣＵ）　事務局長　染川　　朗
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2. 日本介護クラフトユニオン（ＮＣＣＵ）の誕生

　2000年以前から介護保険制度開始の動向を
見据えたＵＡゼンセン（当時のゼンセン同盟）は、介
護分野への民間事業者の参入によって全国に
介護労働者が急増することを見越し、「職業別労
働組合（クラフトユニオン）」である日本介護クラフ
トユニオン（Nippon Careservice Craft Union 
略称：ＮＣＣＵ）を立ち上げることとした。
　クラフト型の職業別労働組合は外国では通例
だが、日本の労働組合といえば、多くが企業ごとの
労働組合いわゆる「企業別労働組合」である。そ
の中で、クラフトユニオンとした最大の理由は、介

護保険制度の下で働く介護労働者が職種や企
業・法人の枠内にとどまらず横断的に結集するこ
とにより、介護業界にふさわしい賃金や適正な処
遇といった公正労働基準の確立を目指すと共に、
介護業界に働くすべての人と連帯し、仲間として
結集していくことにあった。
　ＮＣＣＵ結成を目指した関係者による組織づくり
と準備活動は精力的に行われ、介護保険制度の
スタートを目前に控えた2000年１月24日に結成大
会、同年２月２７日に躍進大会を開催するに至っ
た。結成時の組合数は約7000人であった。
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　ＮＣＣＵが目指すものとして、保険者である地方
自治体（市町村）、介護業界団体、介護事業者の
間で公正労働基準を確立すると共に、「ＮＣＣＵ
の運動を通して日本の福祉社会に貢献すること」
が挙げられる。その目的の実現を図るために、介護
に働く者たちの集合体として労働環境の改善や
労働条件の向上を目指し、国や地方自治体など
の行政、業界、企業・法人への働きかけを行って

２．５つの姿勢（綱領） ３．目標（ビジョン）

（1） 組織強化 ＮＣＣＵは、情熱をもって組織の拡大と
充実に取り組みます。

（1） 単一の組織・全国組織として、組合員に支持され信頼さ
れる組織を構築する。

（2）市区町村単位の地域活動を主体とした組織を構築する。
（3）個人加入方式が確立された組織を構築する。

（2） 労働条件 ＮＣＣＵは、強固な政策の立案・実行に
より、労働条件の向上に取り組みます。

（1） 集団交渉を基本とする健全な介護業界の労使関係を確
立する。

（2） 社会的・職業的地位向上のための公正な労働基準を確
立する。

（3） 政治・行政対策に積極的に関与するとともに提言活動体
制を確立する。

（3） 人材教育 ＮＣＣＵは、充実した教育研修を通して
良質な福祉サービスの実現に取りみま
す。

（1） 資格取得・技術の向上のための教育研修システムを確立
する。

（2）役員育成のための人材教育システムを確立する。

（4） 相互扶助 ＮＣＣＵは、安心、安定して暮らせる共
済制度の充実と拡大に取り組みます。

（1）公正・公平な共済制度を確立する。
（2）職場環境と生活に視点を当てた応援機能を確立する。

（5） 社会貢献 ＮＣＣＵは、日本の健全で明るい福祉社
会の建設に取り組みます。

（1） 各地域に根差した福祉活動・行政活動への参加体制を
構築する。

（2）市区町村、県会、国会議員との連携体制を構築する。
（3）市区町村、県会、国会議員を誕生させる。

いる。そして全国のＮＣＣＵ組合員の参加によって
地域に根ざしたＮＣＣＵ活動を展開し、さらに仲間を
増やし、力強い活動体を築き上げることもＮＣＣＵの
目指していることである。
　以下はＮＣＣＵが労働組合としてこの国に存在
するそもそもの理由として、自らで定め、基本に置く
考えである。

　ＮＣＣＵは東京に本部を置き、組織部門（組織
強化、組織拡大、教育）、政策部門（産業政策、
労働政策、政治）、総務部門（総務・人事、財務
会計、共済、広報）の三部門で構成している。この
三部門体制をとり始めたのは2014年10月の第16
回定期大会以降である。それまでは10の専門部

がそれぞれに独立した体制で組織運営していた
が、専門部間の連携を強化することが組織の強
化や運営の効率化には不可欠との考えから、全
ての専門部を廃止し、三部門編成としたところで
ある。

3. ＮＣＣＵが目指していること

4. ＮＣＣＵの本部組織

ＮＣＣＵの運動理念
１．根本にある考え（コンセプト）

職業別労働組合として新しい労働運動を創造する。
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５. ローカルネットワークと交渉組織

6. 処遇改善・社会的地位向上への取り組み

　組合員サポートのネットワーク強化と全国の地域
における運動を推進する目的から、ＮＣＣＵは全国
を９つのエリアに分け、地域活動のコアとなる拠
点、「総支部」を配置している。
　総支部のもとには都道府県単位（北海道と東
京都は更に４区分）を基本として53の支部を配置
している。将来的には介護保険の保険者である
市町村単位の活動を地域活動の主体としたいと
の考えがあり、現在、市町村単位の地域委員会を
置く体制が整った所からその設置を進めている。ま
た総支部には総支部運営委員会を設置し、本部
方針に則り総支部での活動を計画・立案・実行
する役割を持たせている。総支部運営委員会に
は、本部組織と連動するかたちで政策・政治活動
委員会、組織強化・拡大委員会、教育委員会、共
済委員会、イベント委員会の５委員会を組織してお
り、それぞれの委員会が総支部活動計画に則っ
た地域活動を担っている。
　一方で、総支部には、企業との交渉による労働
条件の維持・向上を目的とした組織である「分会」
も設置している。分会は、主に企業との個別労使
関係において解決する事項に特化して運動を推

進する組織である。純粋な企業単位で組織してい
るわけではなく、持ち株会社との労使関係が成立
して団体交渉の当事者となっている実態があれ
ば、持ち株会社の子会社複数を１グループとして
一つの分会を形成するなど、交渉単位にあわせて
設置している。そのため、交渉対象の企業数は61
法人あるが、分会は42分会で運営している。
　分会は、交渉単位である企業や持ち株会社と
の間でいわゆる企業別組合の活動と同様に団体
交渉、労使協議を進めるとともに、それに付随して
必要な集会や会議、苦情処理活動、調査活動を
行っている。一方、総支部は分会の活動を推進す
るため、分会を指導・育成・サポートする役割を担っ
ており、全ての労使交渉の場に、交渉先企業との
雇用関係がない総支部専従者が出席するほか、
分会の各種基幹会議等の主催やサポートも行っ
ている。
　つまり組合員は、ＮＣＣＵ全体の運動について
は所属する総支部の都道府県・地域単位の活
動を通じて参画し、企業内における労働条件の維
持・向上に関する活動は分会単位で参画してい
るということである。

（１） 業界のワークルール作り、集団交渉への取り
組み

　職業別労働組合であるＮＣＣＵは、集団交渉の
確立を大きな目標の一つとしている。
　これまでの取り組みの中では、2003年に「有期
雇用組合員の雇用安定化協定」を９法人と集団
で締結した。内容は、有期雇用組合員の雇い止め
を45日前にＮＣＣＵに通知し、雇い止めの正当な
理由がない場合や雇い止め対象の組合員が異議
を申し立てた場合は労使協議を行って一方的な
雇い止めを防止することと、正社員への積極的な
登用に関する取り組みについての２点を盛り込ん
だものである。

　さらに2006年には「安全衛生協定」を20法人
と締結。内容は法律を上回る安全衛生に対する
取り組みの強化を盛り込んだ。
　その後、経営者側の組織体制の問題等から紆
余曲折しつつも、現在も「労使の対話」という名称
で年間２回程度、労使双方が企業・法人の枠を
超えた協議を継続している。そのテーマは、働きや
すい職場環境や業界のワークルールづくり、人材
確保に向けた労使での取り組みなど実に幅広い。

（２） 個別労使交渉による労働条件向上への取り
組み

　ＮＣＣＵでは、2009年春季労働条件交渉から
「介護従事者が希望と誇りを持って働くための
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賃金水準は、月給者も時給者も全産業平均を下
回ってはならない」との理念に基づき、格差是正
の要求方針を掲げており、2015年で７年目となる。
　実は2007年までは「仕事別・熟練度別賃金」
を標榜する賃金制度の実現に向けた交渉を推し
進めてきたが、残念ながら十分な成果を得られな
かった。このことを受け、「介護従事者の賃金とそ
の政策立案のあり方」を探ることを目的に、2007
年８月、賃金政策プロジェクトを立ち上げた。そして
翌年、2008年10月に「夢のある介護業界、はじめ
の一歩（ＮＣＣＵが目指す人事・賃金の方向性の
提言）」として賃金政策方針をまとめた。
　プロジェクトでは、介護業界の賃金実態を改め
て再確認し、「他産業との比較」「業界内格差」
「生計費や職務の習熟」といった点に着目しな
がら問題点の抽出を行った。そして「賃金の透明
性、納得性、公平性」に課題があるとの結論に至
り、社会水準への到達を目指すための「水準要
求」と明確な賃金体系、そして将来設計の基盤づ
くりとモチベーションアップのための「制度要求」の
２つが必要であるとした。
　水準要求については、毎年統計として厚生労
働省から出される賃金センサス（賃金構造基本統
計調査）の全産業平均を社会水準の指標としな
がら、「介護従事者の賃金水準の底上げ」「業界
内賃金水準の格差解消」を目標に掲げ、格差是
正に取り組むこととした。
　制度要求については、賃金表や昇給基準を明
確かつ透明性のあるものにすること、また生計費を
考慮したうえで家族構成を意識した将来設計が
描ける賃金を目指すため、「定期昇給制度の導入
または制度の見直し」「扶養手当の導入または制
度の見直し」に取り組むこととした。
　結果として、水準要求に関わる部分でみると、
2009年の全産業平均賃金は294500円（平成21
年賃金構造基本統計調査【全産業・規模計】）、
同年ＮＣＣＵが行った「処遇改善調査」における
組合員の平均賃金は204085円（月給制組合員
計）とおよそ90000円の格差があった。それが、
2013年には全産業平均295700円（平成25年賃
金構造基本統計調査【全産業・規模計】）、ＮＣＣ
Ｕにおける平均賃金は213146円（2013年処遇
改善調査【月給制組合員計】）となり、その差はお

よそ80000円となっている。
　制度要求に関わる部分では、2009年当時、定
期昇給制度の導入率は約11％であったが、2014
年の交渉では約47％となった。扶養手当（家族手
当）の導入率は約９％が約34％まで伸びてきている。
　ＮＣＣＵが進めてきた水準要求と制度要求の取
り組みは、一定の成果を発揮してきたとも言える
が、まだ十分とまでは言い切れず「道半ば」である。
　その他、一時金交渉や年末年始の就業条件
交渉、職場環境改善、労働時間短縮など多岐に
わたる内容について年間を通して取り組んでいる。

（３）国、行政、自治体（介護保険者）への働きかけ
　介護保険制度のもとで働く組合員の労働条件
は国や行政、保険者である自治体の運営に大きく
影響されることから、ＮＣＣＵ発足以来さまざまな取
り組みを行ってきた。
　2000年の介護保険制度施行後からは、介護
保険法改正、介護報酬改定が行われる度に、働
く者の意見を反映させる為、政府に対する要請活
動と関係議員を通じての国会対策等の取り組み
を中心に進めてきた。
　その中で訴えてきたものの一つとして、制度や
報酬については「政労使が一体で議論することが
重要」との主張がある。当時、政府の審議会等に
は、ナショナルセンターである連合からの委員は出
ていたものの、「利用者を代表する組織の一つ」
という立場が中心であり、純粋に介護労働者の代
表として意見をすることは難しかった。そこで、介
護従事者を広く組織しているクラフトユニオンが介
護労働者を代表し、政府の審議会等に働く者の
意見を反映させることを重要視しての主張であっ
た。結果として2010年、ＮＣＣＵ結成10年目にして
厚生労働省と内閣府からの要請を受け、社会保
障審議会介護保険部会をはじめとする４つの政
府の審議会や会議に委員として参加することがで
き、現在も引き続き各種の審議会や会議に委員と
して参加している。
　2003年、2006年と２回連続のマイナス改定され
てきた介護報酬は、これらの運動を通じて2009年
４月に大幅プラス改定になり、プラス改定の趣旨に
「介護従事者の処遇改善」と明記される結果と
なった。また、同年10月からは政府の緊急経済対
策の一環として「介護職員処遇改善交付金（介護
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職員１人あたり約15000円／月）」が給付されること
となり、現在までに、税金を財源とした「交付金」か
ら保険料を財源とした「加算」に変化はしたものの、
実質的には同等の水準で制度が継承されている。
　加えて、総支部・支部では、介護保険者である
自治体運営への組合員の意見反映や、自治体を
通じて国への意見反映も進めている。直近１年間
の事例としては、近畿総支部・兵庫県支部におい
て「介護従事者の社会的地位の向上」を目的とし
て、上部団体ＵＡゼンセンとの連携で兵庫県議会
に働きかけ、「介護職員の処遇改善を求める意見

書」の可決決定を経て、兵庫県議会から衆・参両
院議長、内閣総理大臣及び厚生労働大臣へ届
けられるに至った。また、北関東総支部・埼玉支
部においても、それまで禁止されていたために現
場の混乱を招いていた「通所介護（デイサービス）
における無料（低額）体験利用の実施」について、
さいたま市議会で制定され、実施ルールについて
通達が出されるに至った。その他の総支部・支部
においも介護現場における問題・課題の解決に
向けて、地方自治体や議会へ積極的に働きかけ
を進めている。

　組合員の労働条件は介護保険法や介護報酬
に大きく左右されることから、産業・労働政策につ
いては、政治活動とも密接にリンクした取り組みを
進めている。政策の決定にあたっては中央執行委
員会のもとに設置された政策委員会で立案してい
る。この政策委員会の委員は、実際に介護に従事
している組合員の中から施設介護や在宅介護の
様々な介護サービスと職種を網羅できるように構
成しており、次に記すような取り組み等を通じ、現
場の組合員の実態や意識に則した政策を立案・実
行することを基本的な理念として取り組んでいる。

（１）組合員の声の集約
　現場の声を反映させた政策立案を行うために、
毎年「ＮＣＣＵフォーラム」を開催している。参加者
は全国の一般組合員から広く募り、地域や従事す
る介護サービスの種別、職種が偏らないように調
整している。
　2014年は、約200名の組合員が参加。第１部
では厚生労働省から講師を招き、「地域包括ケア
の構築と次期制度改正に向けた課題」と題した
基調講演を行い、第２部は３つのテーマごとに分
科会を開催した。分科会テーマは、組合員から多
く寄せられる職場の問題・課題の把握と対策立
案、各種調査活動から読み取れる問題を掘り下
げる等の目的で、政策委員会で議論した上で決
定している。2014年は「メンタルヘルス対策につ
いて～働きやすい職場環境づくり～」「クレーム対
応について～利用者・家族とうまく付き合う方法～」

「人材不足について～人材の安定的な確保と
定着に向けて～」といったテーマで、それぞれ活
発な議論が繰り広げられた。

（２）調査活動
　調査活動については、政策立案という一般的
な労働組合としての目的に加え、介護保険法の
改正について議論する社会保障審議会介護保
険部会での発言をはじめ、様々な場面での主張
におけるエビデンスの確保という目的も意識して
行っている。
　毎年、定点観測的に実施しているものとして
「就業意識実態調査」「処遇改善調査」「労働
時間に関するアンケート」「安全衛生点検チェック
リスト」などがある。
　また、緊急に組合員の意見を集約する必要が
あるケースも多くあり、そのような場合は組合ホーム
ページに会員登録している組合員に対してメール
発信し、ホームページのアンケート機能を使って意
見集約をしている。最近の例でいえば、政府が唐
突に議論を進め始めている「技能実習制度によ
る外国人労働者の受入れ」をはじめ、「セクハラ・
パワハラの実態調査」「介護福祉士の資格取得
制度の見直し」「介護報酬改定に関する要請内
容について」等の緊急アンケートを実施した。
　これらの調査結果については、介護従事者の
厳しい現状を改善する必要性を広く理解してもら
うために、プレスリリースや記者発表という形で外
部に対しても積極的に発信している。

7. 産業・労働政策への取り組み
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　組織人員は結成してから順調に増え続けては
いるものの、介護業界全体におけるＮＣＣＵの組
織率は約２．５％程度というのが実態である。これは
介護業界で働く方のほとんどが労働組合を持って
いないということであり、そのことが少なからず処遇
にも悪影響を与えていると考えている。組合員数
が約67000人というと聞こえはいいが、実態は、低
下傾向にある日本の労働組合の組織率にも遠く
及ばない数字である。
　現状では年度目標として組織人員10万人を目
標に掲げているが、中長期的には100万人の組
織化も視野に入れなければならないと認識してい
る。そのため組織拡大には特に力を入れて取り組
んでおり、具体的には次のように進めている。
　組織化の第一歩は、労働組合に頼りたいとい
う気持ちを持ってもらうことである。そういう視点で
いうと、困った人にＮＣＣＵが手を差し伸べることと
もいえる。そこで、組織拡大については全組合員
での取り組み体制を確立することを運動方針に
掲げている。全組合員での取り組みとは、会社や
職場に労働組合がない方でも、困っている介護業

界の仲間がいたら全組合員が手を差し伸べること
である。具体的には「ＮＣＣＵの組合員ひとりひと
りに、困っている介護業界の仲間を助ける力があ
る。困っている人がいたら“ＮＣＣＵに相談してごら
ん”と声をかけることが、その助ける力である」と、
役員のみならず一般組合員も意識を共有できるよ
うに働きかけている。
　もちろん、専従者が中心となり労使を問わずオ
ルグを展開して、労働組合の必要性について理
解を求める活動や、新たな分会の立ち上げにも取
り組んでいる。
　またクラフトユニオンは、いわゆる「ひとりでも入
れる労働組合」であり、個人組合員の拡大も進め
ている。現在、個人組合員については企業内での
労働組合活動を行っていないにもかかわらず約
200人が個人加入している。特徴としては問題を
抱えて加入するケースより、何かあった時のために
備えて加入するといった方がほとんどであり、将来
的には個人組合員を繋ぎあわせて分会を結成し、
企業内での労働組合活動へ発展させていくことも
想定している。

8. 組織拡大への取り組み

９. おわりに　～ＮＣＣＵの運動が担うもの～

　超高齢社会を迎えて将来的には介護現場の
人材が足りなくなるのではと言われているが、実態
としては既に人材不足にあえいでおり、低賃金によ
る人材不足が現場にさらに負担を掛け、ますます
離職者の増加に拍車をかけているという悪循環に
陥っている。現場では、依頼があっても人材不足に
より介護サービスを断るケースや、人材が確保でき

ずに事業所を閉鎖するケースが頻発し始めている。
　高齢者が介護を必要としても担い手がいない、
介護保険料を支払っているのに適切な介護サー
ビスが受けられない、そういう国にしないためにもＮ
ＣＣＵの運動は重要であり、本来の組合員の処遇
の維持・向上という目的以上のものを背負ってい
ることを自覚して運動を進めていきたい。

日本介護クラフトユニオン：
　所在地：東京都港区芝2−20−12 友愛会館13階　ＴＥＬ：03−5730−9381
　ＵＲＬ：http://www.nccu.gr.jp
　結成日：2000年2月27日
　会　長：陶山　浩三
　組合員数：約67000名　　女：約56300名（84％）　　男：約10700名（16％）
　上部団体：ＵＡゼンセン


