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　電機連合は、日本における電機・電子・情報
関連産業に従事する労働者で構成する労働組
合が集う産業別労働組合である。構成単組数は
653組合、組合員数は57万1309名（2015年1月
現在）である。
　電機連合では、2006年1月に「第3次労働時間
政策」を確立し、その中において、世間に先駆けて

「ワーク・ライフ・バランス」（以下、ＷＬＢ）の考え
方を取り入れ、「ゆとりとやすらぎのある生活の実
現」および「創造性が発揮でき、ライフスタイルとも
あったやりがいのある働き方の実現」をめざす生
活目標として掲げた。さらに、ＷＬＢの実現に向け

た基本的考え方や取り組みの枠組みを示してい
る。これらは、現状においても運動の中心となる考
え方となっている。また、政策のまとめとして「21世
紀生活ビジョン研究会」を立ち上げ、10年程度を
ターゲットとした勤労者の新しい生活スタイルにつ
いて研究を行うとともに、関連して具体的な取り組
みを体系化した行動計画「ワーク・ライフ・バランス
5ヵ年プログラム」を策定し、このプログラムに従っ
て2007年〜 2011年に集中的な取り組みを推進
してきた。
　本稿では、その考え方やこれまでの取り組み、さ
らに今後に向けた課題について紹介する。

１. 電機連合の考える「ワーク・ライフ・バランス」
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　電機連合は、「第3次労働時間政策」のなか
で、ＷＬＢを考えるに当たり、めざす生活を「ゆとり
とやすらぎのある生活、心身共に健康でいきいき
とした生活」とし、4つの①1日②1週間③1年④生
涯という時間軸を取り上げて、それぞれを豊かに
過ごすことのできる生活サイクルを確立することが
必要としている。また、めざす働き方を「創造性が
発揮でき、ライフスタイルともあったやりがいのある
働き方」としている。
　そして、ＷＬＢについては「一人ひとりが自らの
望む生き方とライフスタイルを自覚し、家族・職場・
企業・地域を含む周囲との調和をはかりつつ、自
らのライフスタイルと両立し得るワークスタイルを人
生全般にわたって築くこと」と定義している。

　この考え方のポイントは、まず、「自分の望むライ
フスタイルを自覚する」ということである。漠然と、与
えられる仕事に自分を合わせるのではなく、自分
の望むライフスタイルを実現することを念頭に、仕
事における役割を踏まえたうえで、ワークスタイルを
形作っていくことが重要だという意味である。また、
生活（ライフ）の範囲は「家庭、職場、地域など広
い範囲にわたる」とともに、「すべてのライフステー
ジにわたって」考えるテーマであり、さらに、年齢や
性別、役割などに関わらず「すべての働く者」に関
わるテーマでもある。つまり、ＷＬＢは、各人が自覚
的に「選び取る」ものであり、主体的に実践してい
くものといえる。
　電機連合は、ＷＬＢを実現するために必要な取
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り組みを①多様な選択肢を準備すること、②自ら
の意思で自らに適する選択肢を判断し選べる状
況を作り出すこととしている。そして、この考え方を

さらに細分化して、実現に向けた３階層構造を示
した（図1）。

図 1 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みの整理

　まず、基礎となる第1段目はコンセンサスの形成
と意識の改革である。個人の気づきと他者への思
いやり、企業の理解（公正・均等な処遇、ＣＳＲな
ど）、画一的な働き方からの脱却、多様な個性を
活かす意識（高齢者や女性）など労働者の意識
改革や企業の積極的取り組みの推進、社会的コ
ンセンサスの確立が前提となっている。
　次に、第2段目として労働環境基盤の整備であ
る。全ての組合員に関わるような基本的労働条件
の適正確保・運用（①適正な労働時間、②休暇
取得の促進と休暇制度の拡充、③適正な人員確
保と仕事のしくみの見直し、④個人の意識改革、
⑤職場風土の改善、⑥心身の健康確保）など、労

２. ワーク・ライフ・バランス５ヵ年プログラム

働環境基盤の整備が重要と言えよう。
　そして、第3段目にＷＬＢに向けた施策・制度と
して、選択可能で多様な働き方ができる環境整備
である。これは、企業における社内制度の構築とと
もに、国や地方による支援政策の構築により、Ｗ
ＬＢの実現を目指していこうという考え方である。
　労働組合は、「制度の充実」や「意識・風土の
改革」において積極的な役割を果たさなければな
らない。意識や風土を変えるのは「人」であり、そ
の変化を生むためには労働組合として職場、会
社、行政、地域などへ組織的に働きかけていくこと
も必要であると考えている。

　2007年7月に確立された「ワーク・ライフ・バラン
ス5ヵ年プログラム」は、ＷＬＢの実現にあたって、
多様な人材の能力を最大限発揮できる職場環境
整備と、産業内横断的にＷＬＢを実現する制度の
整備で、より魅力ある電機産業の発展をめざした
アクションプログラムである。プログラムは、次の4つ
の項目により構成されている。
　1つ目は「意識改革の取り組み」である。電機
連合としては産別労使による定期的な協議の場
の設置や、各種調査による組合員の意識改革の
進捗状況把握およびセミナーや各種広報媒体に
よる組合員の意識改革に取り組み、各単組では、
総実労働時間短縮や、各種制度が利用しやすい

職場風土の醸成や意識改革に取り組むこととし
ている。
　2つ目は「電機連合統一闘争課題の取り組み」
である。産業横断的に制度整備が必要な項目に
ついては、電機連合統一闘争として「総合労働
条件改善闘争（春闘）」の中で取り組むとしてい
る。具体的な項目は、①総実労働時間の短縮、②
キャリア開発支援や社会貢献・地域貢献のため
の各種制度の導入・整備、③仕事と家庭の両立
支援について、それぞれの組合の状況に応じ、闘
争を通じて制度化を図る取り組みである。
　3つ目は「政策・制度の実現に関する取り組み」
である。電機連合と政党・省庁との政策協議など



具体的な取り組み内容

意識改革の
取り組み

〇本部、各単組、地協が開催する研修会等を通じての周知・啓発活動

〇秋季組織強化期間や闘争期間を活用したＥＣＯワーク※の推進

〇�政策委員組合への働き方改革に関する取り組み調査実施および各加盟
組合の施策内容の公表

〇�ワーク・ライフ・バランス・ホームページによる、加盟組合への周知
活動

※ �ECO ワーク：ワーク・ライフ・バランス 5 ヵ年プログラムを推進するにあたり
「効率的な働き方＝ ECONOMY ワーク」の推進が、そのプロセスで省エネなど
の「地球環境にやさしい働き方＝ Ecology ワーク」をも実現する働き方を「Eco
ワーク」と称し、働き方の見直しに取り組むためのコンセプト。

電機連合統一闘争
課題の取り組み

【2008 年闘争】

〇総実労働時間の短縮（所定労働時間、年次有給休暇、時間外削減等）

〇キャリア開発支援や社会貢献・地域貢献のための各種制度の整備

〇�仕事と家庭の両立支援（育児・介護休職及び短時間勤務、配偶者出産
休暇、不妊治療休暇）

【2010 年闘争】

〇�総実労働時間の短縮（時間管理の適正化、労使協議の推進、36 協定
上限時間の見直し）

〇配偶者転勤休職及び再雇用制度の導入・整備

〇改正育児・介護休業法（子の看護休暇、父親の子育て環境整備）

注：電機連合においては、労働協約改定は２年に１度となっている

政策・制度の実現
に関する取り組み

〇各種審議会における意見提起、研究会への参加等

〇連合、金属労協への意見反映

〇厚生労働省との政策懇談会での意見提起を実施

＜主な要請項目※＞※ＷＬＢ関連項目のみ抜粋

　・柔軟な働き方の促進

　・仕事と子育ての両立について

　・事業所内託児施設設置の促進

　・時間外労働の削減と長時間労働の是正にむけた取り組み

　・長期連続休暇の取得促進

労働時間短縮の
取り組み

毎年の闘争や、通年の取り組みの中で、各加盟組合を中心に労働時間短
縮及び年次有給休暇の取得促進に取り組む。

表1 「ワーク・ライフ・バランス５ヵ年プログラム」の具体的な取り組み

−�20�−

により、全ての働く者のワークルールを整備してい
くための取り組みである。
　4つ目は「労働時間短縮の取り組み」である。こ
れは、時間外労働と年休取得の目標を設定し、総

実労働時間1800時間程度の実現を目指す取り
組みである。
　これらに関する具体的な取り組み内容を表1に
示す。



表２ 主な制度の状況（2014 年 11 月現在）

項 　　目 めざす基準 到達組合（全構成組合）

所定労働時間 年間 1800 時間台 345 組合

年次有給休暇 勤続１年以上で年休 20 日と多目的休暇の合計
で年 25 日付与

304 組合

育児休職 １歳６ヵ月または１歳後の３月末までの長い
方（必要に応じて４月末まで）

421 組合

育児短時間勤務 小学校 3 年生まで 302 組合

育児再雇用制度 育児を事由とした退職者の再雇用 105 組合

介護休職 独立した制度として、分割可能で通算 1 年 324 組合

介護短時間勤務 独立した制度として、通算 3 年 153 組合

介護再雇用制度 介護を事由とした退職者の再雇用 98 組合

配偶者出産休暇 5 日間以上 329 組合

不妊治療休暇 不妊治療のための休暇・休職 休職制度：122 組合

休暇制度：369 組合

費用補助：30 組合

配偶者転勤支援 休職、再雇用制度 休職制度：28 組合

再雇用制度：88 組合

キャリア開発支

援制度

短時間勤務、休暇、休職など 短時間勤務：35 組合

休暇制度：142 組合

休職制度：35 組合

社会貢献・地域貢

献制度

短時間勤務、休暇、休職など 短時間勤務：６組合

休暇制度：269 組合

休職制度：75 組合
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　これまで示してきた取り組みの結果、特に両立
支援制度の整備については、多くの組合で前進
を図ることができた（表２）。これらの項目につい

３. 取り組みの結果と現状の課題
て、めざす基準に到達していない組合は、今後も
引き続き、闘争や通年の取り組みを推進していくこ
ととしている。

　一方、労働時間については、取り組み期間中に
一旦の減少がみられたが、その後増加に転じてお
り、現在は横ばいで推移している（図2）。内容を
みてみると、時間外労働には一定の減少が見られ

るが、年休日数については変化がみられないとい
う状況となっている。そのため、当初設定した到達
目標水準には及んでいない。
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　まとめると、両立支援制度については整備が進
み、柔軟に働くことのできる枠組みはできつつあ
るが、その前提となる労働時間や働き方について
は、十分に改善が進んでおらず、さらなる取り組み
が必要だということができる。また、制度の整備とと
もに、その利用も定着してきているが、利用者は女
性に偏っており、職業人生を通じたキャリアの形成
や女性の活躍推進の阻害要因となる可能性もあ

図 2 労働時間の推移（2005 年～ 2011 年）

る。一方で、特に男性には長時間労働が見られる。
電機連合の生活実態調査によれば、組合員で

「仕事と生活のバランス（ＷＬＢ）がとれていると
思わない」という人は、労働時間が長い傾向にあ
る。また、その場合、ＷＬＢに関する満足度が低い
だけでなく、心身の健康への不安は高く、仕事自
体のやりがいが低くなるなど、職業生活の質が低
下してしまうということが分かっている（表３）。

　このような結果からも、ＷＬＢへの取り組みは、
今後も、特に労働時間や働き方を中心として、取り

組んでいく必要があることが分かる。

表3 ＷＬＢに関する意識と仕事や健康への影響
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４. 今後に向けて
　ＷＬＢは今後も重要な取り組みの柱といえるが、

今後はどのような点に力を入れていくべきなのであ

ろうか。

　一つは、やはり総実労働時間の縮減と年休取

得促進の運動であると考える。これまでも熱心に取

り組んできてはいるものの、前項でみたようになか

なか思うように削減することは難しいのが実情であ

る。今後に向けては、根本的な働き方や職場の慣

習、仕事の配分、人員配置などについて見直し、

メスを入れていかなくてはならない。これらは高度

な経営的課題であるため、労使で現状把握を行

い、課題を改善するための取り組みを明確化しな

がら、一歩ずつでも着実に前進していくことが必要

である。

　また、これらの取り組みを後押しするための法

整備も必要である。日本で根強く長時間労働がな

くならないのは、絶対上限時間がない法律の及

ぼす影響が大きいことも理由として挙げられる。Ｗ

ＬＢや労働時間の問題は職場の環境基盤であっ

て、この基盤が脆弱な状態では、いくら両立支援、

次世代育成、女性の活躍推進、効率向上などと

うたっても、それらがしっかりと建つことは困難であ

る。現在、労働時間については規制緩和の議論

が盛んに行われているが、長年の取り組みによっ

てもなかなか長時間労働がなくならないという現実

を踏まえれば、法律によってむしろ一定の規制を

課すことによって、働き方を実質的に見直さざるを

えない状況をつくり、現実的に対応することこそが

必要と考えている。そのためにも、法整備への要請

については、力を入れて行っていく必要がある。

　さらに、引き続き、意識改革は大変重要である。

企業ではまだまだ、仕事に多くのリソースをかけて

打ち込める労働者を当たり前のものとして求め、そ

れができない労働者を補助的に見るような風潮が

根強くある。これは、長時間労働にも両立支援制

度の使いにくさにも通じるものである。急速に進む

少子高齢化の中で、育児や介護などの責任を負

いながら働く人たちが増えていくということが頭で

分かってはいても、そのための自覚や覚悟は十分

とはいえない。改めて現実を直視して、多様な人

材に対するマネジメントの必要性を認識し、そのた

めにリソースを割く必要があると、企業や社会の意

識を変えていかなくてはならない。

　このように、真の「ワーク・ライフ・バランスの実現」

に向けた課題は多いが、電機連合は引き続き、着

実な取り組みを継続していきたいと考えている。


