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混迷する中国の基本的立地

　去る３月、中国は恒例の全国人民代表大会（全人代）
を開催した。通常10日間程度で、目立った議論もなく、
法案や方針が承認されるため、「ゴム印会議」とも呼
ばれる。今年は３日にまず国政助言機関・全国政治
協商会議の開幕式を人民大会堂で開き、開始から40
分で小さなどよめきが起きたそうである。それは、ひな壇
に座る米中貿易交渉の責任者・劉鶴副首相の動きが
目を引いたからのようだ。すなわち、劉氏が回したメモ
が４つ先の席の李克強首相にわたったが、李氏はこ
れを眺めてうなずき、たたんでポケットに入れ、隣の習
近平国家主席には見せなかったようで、このことがマ
スコミの注目になって、李氏と習氏の関係についての
違和感を推定する向きもあった。もとよりこの程度の問
題がどれほど大きな問題なのか、世界のマスコミが注
目するのである。
　さて、いま中国の政治指導をめぐっては世界が注目
する動向がある。それは、中国が体制をかけてどう向か
おうとしているのか、それを巡って指導者間に相当な
意見の差異があり、何を選択するのかということ自体
がその成功の可能性を含めて幹部間の重要課題と
なっているからである。
　少し長くなるが、1949年、中国は共産党指導の下
に独立を達成し、体制としては社会主義に向かうが、
そのために必要な資本主義体制の蓄積がないことから
「新民主主義体制」と規定して建国をすすめてきた。
この過渡期の規定は中国内部で指導者間の様々な
見解の相違を表現することにはなったが、その間中国
は高成長し、今世紀に入って「市場経済」を導入し、
米国に次ぐ「世界第２の経済」国家となった。経済は
大幅に好転して国民生活も豊かになったが、やはり社
会主義に向かうという規制は維持されるし、それらを巡
る問題点もある。
　同時に、中国は国有企業を政府の指導下におい
て、これをてこにして公共投資や景気操作をしてきた
が、その意味で「国家資本主義」という体制規定をて
こに社会主義への移行を試みるという体制観による
矛盾もあり、高度成長から急速に失速してきた国民経
済を巡る問題点として注目される。（会長・板東　慧）

今月の「Monthly Review」は紙幅の都合上、
休載させていただきます
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　日本では急速な少子化・高齢化や労働力不足、加速する第４次産業革命をはじめとする技術革新やそれによる

社会の変化など、将来の見通しが不透明な状況にある。間もなく平成の世が終わろうとしている今、働く者の視点

で、各産業における現状とこの先の展望を整理しておくことは非常に重要であろう。

　平成30年労働組合基礎調査によれば、労働組合員数は４年連続で増加し、８年ぶりに1,000万人台を回復し

た。組合員数が減少から増加に反転傾向がみられる一方、集団的労使関係が及ばない労働者も結果的に増えて

いる。さらに、技術革新が進展し産業構造が大きく転換する中、雇用や働き方にも大きな影響を及ぼしつつある。こ

のような労働・社会環境において、労働組合や労働運動の社会的な役割はますます高まると考えられる。

　こういった背景から、本誌では、「産別トップに聞く　運動・産業を取り巻く現状と今後の展望」と題し、主要産別

組織の会長、委員長の方々にご寄稿いただいた。産別組織トップの見解をまとめて紹介することにより、個別の産

業だけではなく、労働者の視点を通して日本全体の課題と展望を見出すことが可能になるのではないだろうか。同

時に、この試みによって、多くの働く人々が未来を展望し得る一歩につながると考える。さまざまな産業が誌面で結

集し今後の針路を指し示すことは、働く人々の未来予想図を描くことになり、大きな意義があるだろう。

　寄稿いただいた組織は、ＵＡゼンセン・松浦昭彦会長、自治労・川本淳委員長、自動車総連・髙倉明会長、電機

連合・野中孝泰委員長、ＪＡＭ・安河内賢弘会長、基幹労連・神田健一委員長、ＪＰ労組・増田光儀委員長、日教

組・岡島真砂樹委員長、生保労連・大北隆典委員長、情報労連・野田三七生委員長、私鉄総連・田野辺耕一委

員長である。

　テーマは、以下の４点であり、すべての産別組織に共通のテーマでご寄稿いただいている（※）。

　本企画にご協力いただいた皆様に、感謝申し上げます。

特　　�集
産別トップに聞く

運動・産業を取り巻く現状と今後の展望

１．経済
アベノミクスが一定の成果を上げていると言われているが、現状や今後の展望について、どのよう
に感じているか。

２．産業構造の転換
ＡＩに代表される技術革新などにより、産業構造も大きな転換期を迎えている。その変化をどのよう
に受け取っているか、同時にＡＩにより雇用が失われるという予測もあるが、そのことをどのように考
えているか。

３．多様な人材
少子高齢化の中、多様な人材（女性、高齢者、外国人人材等）の活躍にも注目が集まっている。そのこ
とと関連して、どのような状況や課題がみられるか。

４．今後の運動の展望
中長期的な運動方針において、重要視する点や課題は何か。

※�日教組については、業種の特性から質問内容を若干変更している。詳細は個別のページを参照いただき
たい。
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1. 経済
抜本的な社会保障の見直しを
　ＵＡゼンセンは繊維・衣料、医薬・化粧品、化学・エネ
ルギー、窯業・建材、食品（製造・外食・ケータリング）、
流通（スーパー・百貨店・専門店）、印刷、ホテル・レ
ジャー、運輸、医療・介護・福祉、派遣・業務請負、生活
サービスなど、多様な産業・業種をカバーしている。製造
関係では一定の輸出比率をもつ業種もあるが、総じて
言えば国内消費中心の生活密着型産業を多く組織し
ている産別組織である。従って、内需を中心とする国内
景気の動向、特にデフレ克服の成否が私たちの産業・
業種に大きく影響を与える。
　安倍政権が「デフレ克服」をメインテーマとしたことは
間違っていないと思っている。デフレは更なるデフレ期
待による買い控えを発生させ、企業の先行き不安感を
助長し、スパイラル状に長期化する。それだけではなく、
いまや日本の就業者の４分の３を占める第三次産業就
業者の雇用・労働条件を悪化させ、国民の購買力を長
期にわたって奪うことになる。人口減少社会を迎えた日
本はなんとしてもデフレを克服し、緩やかで安定的なイン
フレ状態が続く社会にしなければならない。
　しかしながら、アベノミクスは十分な効果を発揮せず、
限界が露呈している。アベノミクスの基本は金融政策と
財政政策であるが、膨大かつ膨張を続ける政府債務
残高からは財政政策に自ずと限界があり、金融政策に
いたっては際限ない金利引き下げがマイナス金利という
状況を生み出した。金利は上げ下げがあるから政策効
果につながるのであって、底なしの金利引き下げでは企
業も個人も「今お金を借りておこう」とは思わない。金融
機関の体力を奪うばかりである。円安によって輸出企業
の収益は改善するが、納入業者である中小企業への
還元は不十分であり、トリクルダウン効果もほとんどない。
　デフレ克服に向けての根本的な課題は国民の将来
不安を取り除くことであり、その最たるものが社会保障だ
ろう。誰もが社会保障の持続可能性と自分の将来に不
安を持っているにも関わらず、安倍政権は相変わらず
「負担増・給付減」の対策に終始し、かえって不安を助

長させてしまう。「ＡＬＬ ｆｏｒ ＡＬＬ」の考え方に基づく抜
本的な社会保障の見直しが急務だと思う。

２. 産業構造の転換
生産性三原則を徹底順守した上での技術革新を
　ＡＩ・ＩｏＴ技術の導入は私たちの産業ではまだ始まっ
たばかりだ。例えば流通や外食における自動発注システ
ムの普及、製造業における機械故障事前予知システム
などが挙げられる。また、ＡＩなどとは別であるが、スーパー
などの自動レジ化も進んできた。私はこうした技術革新
について、今の日本に必要なものであると考えている。
人口減少、特に労働人口の急減する日本にあって、人
間の行う仕事の一部を機械やコンピュータが行い、一
人当たりの生産性を抜本的に高めなければ、経済は地
盤沈下し、社会保障も負担の限界を迎え、働く人たちも
より劣悪な働き方を余儀なくされるだろう。逆に言えば、
労働人口の急減する日本が一番こうした技術革新を上
手く活用できる可能性があると思う。
　ただし、これには前提条件がある。それは生産性三原
則の徹底遵守が必要ということだ。雇用を維持し、技術
革新に対応する人材育成・教育など労使協議を行い、
生産性向上分を適正に労働者に配分し処遇改善につ
なげる、この生産性三原則が企業内および社会的に守
られなければ、技術革新はリストラ続発・大量失業社会
につながる懸念がある。技術革新はまず人材不足感を
解消させていくが、この間も、生産性向上分の適正な配
分により、処遇改善を進めなければならない。そして、人
材余剰感が出てきたときには、雇用を守る観点と生産
性向上分の適正配分として、大幅な時短を進める必要
がある。「より短い時間で生産性高く働き、より高い処遇
を受ける」社会を構築できるか否かが、今後の日本に
とって重要な分かれ道になるだろう。
　産業・業種によっては雇用構造に相当な変化もあり
うると思う。その場合は生産性三原則に基づきつつ、時
間をかけて失業なき労働シフトを進めなくてはならない。
例えば、流通業はこれまでのようなパートタイム労働希望
者の受け皿機能を果たせなくなってくるかも知れない。
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しかし一方で介護などは、ロボットの開発も進みつつある
が、やはり人を必要とする仕事、また高齢者の増加にと
もない人材ニーズの高い仕事として残るのではないか、
と思う。また、技術革新の結果として「機械にはできない
高度な仕事」と「機械化コストに見合わない簡易な仕
事」といった雇用の二極化が起こることも避けなければ
ならない。ＩＴ技術の進歩によりインターネットを介した、い
わゆる「雇用類似の労働（雇用を伴わない労働）」も拡
大が懸念されるところだが、こうした労働も含め「結果と
して人がやっている仕事」は、それだけで「機械化でき
ない仕事」としての尊厳ある処遇が伴うようにしていくこ
とが必要である。

３．多様な人材
一人ひとりが人間らしく、心豊かに生きていく持続可能
な社会の実現に向けて
　ＵＡゼンセンは流通や外食等サービス産業を組織して
いるので、パート・アルバイト・契約・派遣等正社員以外
の働き方で働く組合員が過半数を占めている。また、女
性組合員は６割強であり、60歳以降の雇用継続者も組
織化を進めている。
　ＵＡゼンセンは、2016年に「2025中期ビジョン」を策定
し、2025年に向けて私たちが目指す社会を「一人ひとり
が人間らしく、心豊かに生きていく持続可能な社会」とし
た。そしてその実現に向けた挑戦の一つとして、「一人
ひとりが希望する働き方を選択でき、能力を発揮し、十
分な生活を営める雇用をつくる」活動を展開することと
している。
　人口急減・超高齢社会を迎えた日本においては、女
性・高齢者を含め働く意欲のある全ての人が、希望に
沿った形で労働に参加できるようにしていく必要がある。
そのために、性別・年齢・人種・国籍・障がいの有無・
性的少数者（ＬＧＢＴ等）など個人の属性による差別を
なくし、雇用形態や労働時間などの違いによる不合理
な処遇の格差を是正しなければならない。そして、仕事
と家庭の両立を図りながら、一人ひとりが能力を発揮
し、人生設計を立てることができる雇用をつくっていくこ
とが「目指す社会」の実現につながる。
　男女間の処遇・賃金格差については、表層的な制
度面の論議からさらに深堀りした課題認識、格差是正
策を考えていくことが必要だと思う。また、男女がともに
仕事と家庭の両立を実現できる労働時間制度、女性
活躍の機会を増やすアファーマティブアクションもさらに
推進していく必要がある。組合活動への女性の参加拡
大もその重要な礎となると認識している。
　高齢者雇用については、ＵＡゼンセンは２年前から定
年65歳もしくは定年年齢廃止を方針として掲げており、
2020年までには多くの労使で制度化されるよう取り組
んでいる。
　働き方による格差の是正については、正社員以外の

働き方で働く組合員が過半数を占めるＵＡゼンセンとし
て早くから取り組み、これまで３年連続で正社員より高
い率での賃上げを実現してきた。今年度はこうした流れ
をさらに継続しつつ、同一労働同一賃金の考え方を踏
まえて諸手当に関する不合理な格差を集中的に是正
検討する方針としている。また、正社員以外には一時金
制度がない企業も多く、一時金制度構築も必ず要求す
ることとした。
　外国人人材の受け入れを拡大する入管法の改正が
行われた。ＵＡゼンセンではパートタイム労働で働く留学
生など外国人の組合員も一定数いるものと認識してい
る。また、ＵＡゼンセンには今次受け入れ拡大の対象と
なっている業種も多く、今後こうした人たちが安心して働
けるために何が必要なのか、検討する余地もあるので
は、と考えている。
　一方で、人口急減社会、特に生産年齢人口が急激
に減少している日本において、人材不足を外国人労働
者で埋め合わせる、という考え方には賛同できない。前
述のとおり、ＡＩ・ＩｏＴなどの技術革新による抜本的生産
性向上とこれに伴う労働者一人ひとりの処遇改善を今
後の人材不足対策の根幹とすべきであり、無節操な外
国人労働者受け入れ拡大に安易に走ってしまうと、こう
した動きを止めてしまう危惧がある。「急場を凌ぐ」対策
としての外国人労働者の受け入れ拡大を全否定はし
ないが、本筋を見誤ってはいけないと思う。

４．今後の運動の展望
　ＵＡゼンセンの「2025中期ビジョン」では、前述した挑
戦とともに、「持続可能で魅力ある産業をつくる」「一人
ひとりが心豊かに生きていくために安心を築く」「人のつ
ながりや助け合うことを基盤に、持続可能で安心できる
地域社会をつくる」ことに挑戦していくこととしている。中
期ビジョンの根底にある最も重要な課題認識は日本の
人口構成の急激な変化である。
　日本の生産年齢人口はこれまでの15年間で１千万
人減少し、さらに今後15年間で１千万人減少する。そし
てこの間、高齢者人口は１千５百万人増加する。急減
する現役世代が増加する高齢者世代を支え、かつ安心
して子育てができる持続可能な社会は現政権の付け
焼刃的な弥縫策では実現不可能だろう。
　国際的に生産性の低さが指摘される第三次産業を
含め、抜本的な生産性向上を労働者の処遇改善に配
分し、仕事と家庭の両立ができる働き方の改革につな
げること、そして医療・介護・子育ての不安を解消し、こ
れを担保する財源の在り方を抜本的に見直す社会保
障改革ができるかどうか、今こそ明確なビジョンを政府
も、社会も、そして労働組合も持たねばならないと思う。
　こうした課題認識のもと、ＵＡゼンセン「2025中期ビジョ
ン」の実現に向けた活動を、今後も一歩一歩着実に展
開していきたい。



全日本自治団体労働組合
（自治労）

中央執行委員長　川本　淳

産別トップに聞く 運動・産業を取り巻く現状と今後の展望Searchlight

− 6 −

　自治労は、地方公務員や公共サービスに携わる労働
者を中心とする労働組合である。組合員約80万人とい
う全国に広がるネットワークと、国会・自治体議員との連
携を活かし、労働者の賃金改善と権利の向上、くらしを
支える地域公共サービスの改善・拡充、社会的正義の
実現に取り組んできた。
　本年は、８月の定期大会に向け、向こう２年間の「運
動方針」を組織全体で議論する年にあたる。本格的な
議論はこれからであるが、現時点における情勢分析と
組織としての課題を考えてみたい。

１．経済
「アベノミクス」は失敗である
　国内景気の基調判断は、緩やかな回復基調にある
と言われ続けてきたが、「『アベノミクス』による経済成長
神話は崩壊している」というのが、自治労としての認識
である。
　ＧＤＰは一進一退、実質経済成長率も政府が掲げた
目標2.3％には遠く及ばない。大規模な金融緩和策は、
企業の内部留保を増加させただけにとどまり、企業収益
を表面上は押し上げたものの、設備投資や民間消費の
増加といった実体経済の改善には結びついていない。
さらに、労働分配率は低下を続け、2014春闘以降
2018春闘まで５年連続で賃上げは実現してきたが、生
活費負担の増加に賃上げが追い付いていない。
　同時に、雇用の「質」も劣化している。有効求人倍率
は高水準となっているものの、非正規労働者の割合は
３人に１人を超える。世帯ごとの所得金額は、1999年に
は400～ 500万円に分布のピーク（最頻値）があったも
のが、2015年にはそれが200～ 300万円に低下してい
ることからも明らかだ。
　なお、今通常国会でも取り上げられている通り、各種
統計における不適切調査が表面化した。政府の思惑
に沿った数値を出すために、恣意的な調査が行われる
のだとしたら、統計への信頼性が揺らぐだけではなく、政
府自体への国民の信頼度も大きく損なわれるものと言
える。

　自治労は、主に自治体職員など公共サービス部門の
労組であることから、組合としての活動が経済の動向に
直接的には左右されることはない。しかし一方で、自治
体財政が、税収の問題と、それに密接にかかわる財政
再建・政府予算や地方財政計画などに左右される面も
少なくないことから、その動向にも触れておきたい。
　消費税10％への引き上げが2019年秋に迫る中、
2019政府予算においては、消費増税分の半分以上を
景気維持のための軽減策に投じることとされた。また、
全体の税収見込みが、2.4％という過大な名目経済成
長率に依拠しているなど、危ういものと見ている。
　地方財政計画については、一般財源総額は過去最
高水準となり、地方交付税の交付額も７年ぶりに増加
した。しかし、目下の景気動向において財政健全化目標
を達成しようとすれば、社会保障費を中心に地方の支
出増加が予測されることなどからも、今後、地方財政に
対する圧力は増すものと捉えている。
　また、この間、民間給与の実態を踏まえ、プラス基調に
ある公務員給与であるが、今後の経済情勢次第では、
公務員人件費がターゲットとされる恐れがあることにも警
戒が必要と考えている。

２．産業構造の転換
ＡＩと自治体
　経済産業省「新産業構造ビジョン」では、2015年と
比較して、2030年時点で最大で約735万人の労働者
が、ＡＩに代替される可能性があると指摘されている。
　これとあわせて、自治労では、総務省の「自治体戦
略2040構想研究会」報告、それを受けた地方制度調
査会での議論などにも注目している。報告では、①ＡＩな
どが処理できる事務作業はすべて自動処理する「スマー
ト自治体」への転換、②従来の半分の職員でも業務に
対応できる仕組みの構築、③自治体行政を標準化・共
通化させ、近隣自治体でつくる「圏域単位」で行政サー
ビスや公共施設、学校や医療機関を維持する仕組み
づくりなどが、主な論点とされた。
　これらに対し、組合員からは、地方行政体制のあり方
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や、ＡＩ導入とそれに伴うサービス供給体制の変化など
について懸念の声も相次いでいる。
　そのため、自治体におけるＡＩ・ＲＰＡ導入の現状視察
や、専門家からのヒアリングを行ってきた。
　自治体は、その担う分野が多岐にわたる。さらに、単
身高齢者の増加や児童虐待対策などへの対応、大規
模自然災害からの復旧・復興など、多様化・複雑化・
高度化が求められている。一方で、2001年以降、「三
位一体改革」「集中改革プラン」など、公共部門の民間
委託と大規模な定数削減が押し付けられ、自治体財
政危機を煽った上での「平成の市町村合併」が推し進
められた。つまり、厳しい財政事情と減少する職員数
で、増大する業務を担う現状にある。
　その中において、ＡＩ導入によって業務にかける時間
を短縮できるならば、勤務時間の改善や、より必要とさ
れる分野への人員配置に寄与する可能性もある。現
に、導入した自治体において、ＡＩによって保育所利用
調整業務を行った結果、従来1,500時間かかっていた
ものが数秒で完了するなどの事例も報告された。ただ
し、同時に、自治体においては、住民との直接的なコミュ
ニケーションと、そこからの問題の発見と対応、民間企業
やＮＰＯなど様々な団体との調整など、人でなければで
きない業務も少なくない。総務省は、「トップランナー方
式」と称した窓口業務の外部化を進めようとしている
が、自治労としては、住民と直接接する場こそが「アウト
リーチのアンテナ」であると自負している。
　また、指摘しておきたいのは、ＡＩの導入は、雇用環境
を変えることはもちろんであるが、社会のあり方自体を変
える可能性があるという視点である。医療・介護などの
社会保障や子育て・教育に対するニーズは、どの地域
においても高いものである。国土保全機能も含めた自治
体の中心部以外の地域の維持、高齢化進展の中での
公共交通の拡充などにＡＩをうまく活用していくことがで
きるのか、活用されるデータはどの範囲で、そしてそれを
活用するのは「誰」なのか、といった課題が、目前に迫っ
ていると考えている。

３．多様な人材
「労働者」の範囲の拡大
　昨年の臨時国会では、外国人労働者の受け入れ拡
大・要件緩和をめざす改正出入国管理法等が成立し
た。一部経済界の要請を受け、対象業務やスキルなども
明確にしないままに付け焼刃的に成立させたことをまず
は批判したい。さらに、家族帯同を認めないなどの人権
上の配慮の欠如、また、現在、各地で問題となっている
技能実習生への非道な扱いも明らかになってきている。
　ただ、法律の問題点の解消や現状の問題の抜本解
決を前提としつつ、日本で働く労働者には、今後は「外
国人」についても視野に入れた方針が必要と思われる。

　外国人労働者の受け入れ拡大は、国内雇用への影
響のみならず、生活者としての視点と社会的コスト負担
についても検討されなければならない。とくに、外国人
労働者の地域社会での生活においては、言語や生活
習慣の違いなどから、自治体に対応が求められる場面
も増加すると思われる。自治体がどのように対応してい
かなければならないのか、そのための人材や財源をどう
やって確保していくのか、地域のＮＰＯなどの団体とどの
ように連携していくのか、現実問題として検討しなけれ
ばならない課題は多い。

４．今後の運動の展望 
　今、日本は、「行き過ぎた自己責任論」の社会にある。
　アベノミクスも、「経済成長が所得拡大と個人貯蓄を
増加させ、将来不安を解消する」という自己責任モデル
に基づいている。しかし、結果として、貧困と格差が拡大
した。その中で、未来への不安と転落への恐怖から差
別意識が増幅され、他者を思いやる精神的余裕を失
い、国民意識の不寛容さが増加しているのが、日本の
現実だ。例えば、特定の人を対象とした敵意・侮辱・憎
悪に満ちたヘイトスピーチやインターネットによる人権侵
害、沖縄における辺野古建設基地反対闘争など政権
政策に賛同しない動きに対する「反日」レッテルやバッシ
ングなどは、そのひとつの現れである。
　また、格差の解消が急務であるにもかかわらず、税に
よる所得再配分機能が全く不十分なままであることが、
とくに大きな問題として指摘できる。国税と地方税の税源
配分の見直しを基本としながら、超少子・高齢社会が進
行する中にあって、「生活に対する自己責任」論から脱却
し、医療・介護・子育て・失業・障害など、誰にでも発生し
うるニーズをいかに満たしていくのかといった、税の使途と
社会のあり方こそが議論されなければならない。
　さらに言えば、そもそも、日本は、ＯＥＣＤ加盟国の中で
も、実際の税負担は小さいにも関わらず、税の負担感が
高く、社会保障から受ける受益感が低い国である。これ
は、「税に対する不信感」であり、同時に、その使途を決
定する「政府への不信感」でもある。本年は、春の統一
地方選挙、夏の参議院選挙と続く「政治決戦の年」。
安保関連の様々な法制度の改悪や、森友・加計学園
問題や財務省の決裁文書改ざん、原発再稼働など、
民意を無視し立憲主義すらないがしろにして、長期化
政権のおごり・ゆがみを噴出させ続ける安倍政権では
なく、いかに、「共生と連帯に基づく持続可能な社会」を
構築していくのか。
　全国各地域で民主主義の発展に向けた活動を展開
しながら、より幅広い地域ニーズを満たす公共サービス
の充実のため、自治労がどのような方針を立てていくの
か、夏の大会まで、組織としての議論を積み上げていき
たい。
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１. 経済
内需主導の経済体質の構築へ
　世界経済は、米中貿易摩擦、英国の合意なきＥＵ
離脱への懸念などに代表される様々な不安材料に
よって、景気減速が現実味を増している。
　特に、米国トランプ大統領が仕掛けた貿易戦争は、
収束どころか戦線拡大の一途を辿っており、今後は中
国に対する制裁対象の拡大だけではなく、日本との為
替条項を絡めた通商交渉（ＴＡＧ）もまもなく始まるが、
自動車産業にとっては、仮に関税引上げや輸出台数
規制などになれば、多大なる影響が及ぶことになる。
　健全な自由貿易体制とグローバル経済化こそが、
豊かな生活をもたらし、市場における競争が技術革新
や流通革命などのイノベーションを通して、暮らしの利
便性を高めているこの現実を否定し、時計の針を戻す
ことは絶対に避けるべきだと考える。
　このような情勢の中で、ＩＭＦ・ＯＥＣＤの「世界経済
見通し」では、2018年・2019年の世界全体の経済成
長率の見通しを、当初の予測より下方修正しており、
景気の腰折れは予断を許さないと思われる。現に
2018年は、自動車の世界最大市場である中国では
28年ぶりに販売台数が前年割れとなっており、既に
業界内での危機感は高まっている。
　また、日本経済は、2012年12月を起点とする景気
回復が、高度経済成長期の「いざなぎ景気」に匹敵す
る長さになっているとされるが、内閣府は１月の景気動
向指数の基調判断を「下方への局面変化」に下方
修正した。さらに、消費活動指数は、実質でほぼ横ば
いに止まり、経済活動の動向を敏感に観察できる人々
に対する調査である内閣府の「景気ウォッチャー調査」
（いわゆる「街角景気」における現状判断）では、昨年
５月以降、景気の好不調の境目である50を下回って
推移するなど、我々国民にとっては、実感なき経済成
長が続いている。加えて、中国経済の減速が日本企業

にも影響を与え始めており、直近の決算見通しにおい
ても減益見通しが増加するなど自動車のみならず経
済全体の先行き不透明感は高まっている。
　従って、わが国経済が安定的かつ持続的な成長を
遂げていくためには、国内外の様々な変動要因に耐え
うる「強固な日本経済」、すなわち個人消費が経済を
リードし底支えする、内需主導の経済体質を構築して
いくことが不可欠であると考える。
　

２. 産業構造の転換
ＡＩの有効活用でさらなる産業競争力強化へ
　こうした状況下で自動車産業は今、ＣＡＳＥと言われ
るＣ：つながる、Ａ：自動化、Ｓ：シェアリング、Ｅ：電動化と
いう非連続的なイノベーションが同時並行で起きている
ことから100年に一度の大転換期にある。当然、労働
組合の立場では、こうした変化が産業の中でどういっ
た影響を及ぼし、雇用への影響がないかどうかなどが
最大の関心事となる。
　まずシェアリングと自動化は、車両の新車需要への
影響が考えられる。人口減少局面にある日本やその他
先進国では、利便性の高さだけでなく、行政の住民へ
の目配りのしやすさなどからも都市への人口集中がさ
らに進むと考えられる。当然、都市部では公共交通イン
フラも整い、車両保有ニーズは低くなり、自動車関係
の税金や都市部の駐車場代など維持費も高くなる状
況ではシェアリングの普及を後押しするものと捉えてい
る。最近は、タイムズなどのカーシェアリングもよく見かけ
るようになってきたことに加え、世界ではＵｂｅｒ（ウー
バー）などのライドシェアも急速に普及した。こうした利
活用の進展は、車を所有しなくても移動の自由が確保
できる可能性を拡げる一方で、個人の車両所有欲ひ
いては、新車需要に影響すると思われる。
　自動化の観点では、自動運転がレベル５と言われる
完全自動運転が実現し普及すると、運転手が不要に
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なる安価な無人タクシーで家の前から目的地まで移動
できることになり、これも車の所有欲が下がる要因にな
るかもしれない。
　こうした中で、ローランド・ベルガー・ストラテジー・コン
サルタントは、シェアリングが現在１億台弱の世界の新
車需要を7000万台まで縮小させうる可能性があると
いう試算を発表している。これは、実に日本の年間生
産台数の約３倍の規模の需要が世界市場からなくな
る可能性を示しており、危機感を覚えずにはいられな
い。
　一方で、ＩＥＡ（国際エネルギー機関）などの公的機
関の将来予測では、今後も新興国を中心にいまだに
車を持てていない層への普及が見込まれることから、
自動車産業は成長産業であり続けるとの予測もある。
　このＩＥＡの予測をもとに経済産業省が発表してい
る自動車産業戦略では、自動車の動力源がどう普及
していくかの予測も出されており、電動化の流れの中
でエンジンのみで走る車両は減衰する一方で、ハイブ
リッドなど電動車両であってもエンジンが搭載されてい
る車両を含めるとエンジンの数は、2050年まで見ても
現在の水準を維持するとの見込みである。電動化の
報道では、電気自動車と電動車両を区別して認識し
なければ今後の動きを見誤りかねない。電動車は、ＥＶ
（電気自動車）のみを指すものではなく、ハイブリッドも
含めたものであるという認識をしっかりと持つべきであ
る。よって、エンジン製造に携わる多くの雇用もすぐに
失われるわけではない。
　しかしながら間違いなく、今までのように動力源とし
てのエンジンありきの世の中ではなくなっていることに
加え、シェアリングや自動化による新車需要への影響
も不確定な中で、労働組合としては、より緊密に労使
で情報を共有し、経営のカウンターパート機能を発揮し
ていかなければならない。
　また、ＡＩの発達によって、機械が目を手に入れたと
言われる。このことは、多くの品質検査に要員を充て
ていた工程では省人化が進むことになるかもしれない
が、ＡＩの研究者の中からも自動車工場は機械化が既
に進んでおり、コスト見合いで考えればＡＩに起因する
急速な雇用問題が生じるとは思わないとの意見も出
ている。自動車産業は、開発と製造現場の摺り合わ
せによって生産性を高めながら最良の商品を世に送
り出してきた業界と自負しており、ＡＩの発達によって
開発分野も高度な開発をより早期に実現できるように
なると前向きに捉え、直接部門・間接部門ともに我々
は機械を有効に活用しながら産業競争力を強化して

いけると考えている。
　

３. 多様性
女性のキャリア継続が喫緊の課題
　このような大転換期をグローバルに生き残りをかけ
て闘う自動車産業では、多様性に富んだ人材の活躍
がなくてはならない。人種・国籍・宗教・性差など多く
の観点があるが、日本の組合として一番身近な解決を
図らなければならない点は製造現場における女性の
キャリア継続の問題である。既に男女の区別なく、
各々仕事も家事も担う時代となっているが、女性視点
での商品開発への提案などに留まらず、製造現場で
の女性活躍も進んでいる。しかしながら、設備産業であ
るがゆえに製造現場では交替制勤務を採用し、稼働
時間を長く確保する会社がほとんどである。男女の別
なく、キャリアを断絶することなく長く働き続けるために
は、子育て世代は夜勤をどう対応するか、早朝保育や
学校への送り出し時間をどうするかなど解決しなけれ
ばならない課題は多く、現在はこの問題のために離職
する方も多数いるのが現状である。間接部門では業
務量の調整によって時短勤務が成立する職場が多く
あるが、製造現場では時短勤務によって抜けた工程
を誰が作業するかも問題となる。入社以来、腕を磨き
技能を高めてきた人材には、継続して働いてもらえるこ
とが産業としての競争力向上にも資するため、働き続
けたいと思われる職場にしていかなければならないと
考えている。その上で、希望する方は働き続けられるよ
うな制度を労使でどんどん議論していくことが求められ
る。
　

４. 今後の運動の展望
　最後に、我々自動車産業に関わる労働組合が運
動の根底をなすものとして取り組みを見つめ直すべき
ことは、コンプライアンスに関わる問題である。近年は、
自動車業界からコンプライアンスに関わる多くの事案
でお客様はじめ関係者に多大なご迷惑をお掛けする
ことになってしまった。その多くは、組合員も作業に携
わったものであり、労働組合に声が上がってくるべきも
のであった。この点については、労働組合としても反省
し、職場活動をしっかりと推し進め、おかしな作業はな
いか、危険な作業はないかなどの声をしっかりと把握
し、経営に職場実態を正確に伝え、必要な対応を求め
ていきたいと考えている。
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１. 経済
社会全体の生産性向上により、持続可能な社会の
再構築を
　私達は間違いなく大きな変化の時代に生きている。
この変化を受け身でなく、むしろ主体性を持って臨む
ために、時代認識として４点について述べていきたい。
　１点目は、世界情勢がますます不確実性を増してい
るということである。「自国最優先の保護主義」が世界
で広がっており、「国際的な秩序の揺らぎ」或いは「合
意形成機能の低下」、更には「分断社会」の進行に
大きな懸念を覚えている。米中貿易戦争の激化や第
４次産業革命下での情報覇権争いなど、世界情勢は
今後益々不確実性が高まることが想定される。こうした
ことを、対岸の火事にしてはいけない。また外交面から
は、その動向を踏まえた冷静な対応が必要であると共
に、その打開に向けて日本の存在感ある対応が期待
されている。
　２点目は、世界に先駆けて進行する人口減少、超
少子高齢化、そして生産年齢人口が毎年減少する
中、持続可能な社会を再構築する必要がある。日本の
成長過程で築きあげてきた制度や仕組みを見直し、
持続可能な制度に再構築しなくてはならない。
　とりわけ、社会保障制度は先送りできない課題であ
る。1,000兆円を超える国の借金問題、雇用労働者の
４割を占める非正規問題、エネルギー政策や環境問
題、さらには複雑化する外交や安全保障の問題など、
これから進むべき針路を決めなくてはならない極めて
重要な時代だと思う。
　３点目は、持続可能な社会の再構築には、社会全
体の生産性向上が必要ということである。これは能率
や効率に偏重したものではなく、「生産性三原則」によ
る生産向上である。また、「生産性三原則」に対する
補強も必要である。「雇用の維持・向上」には、労働
力の質的向上が重要であり「働きがい」を高めること
を重視する必要がある。また、「労使の協力・協議」で
は、労使の信頼関係が最も大事である。その上で、労
働組合の組織率向上や企業のグループ＆グローバル
連結経営に対応した労使協議、テーマによっては産

業レベルや政労使レベルでの協議も必要である。そし
て、「成果の公正配分」については、労働分配率の適
正化やサプライチェーン全体で生み出された付加価
値の適正分配、更には生産性向上を生み出す先行
投資としての「人への投資」などについて、理解を深
める必要がある。
　４点目は、中道政治の存在意義の発揮が求められ
る時代ということである。先程、世界で起きていることを
対岸の火事にしてはならないと述べたが、日本を「分
断社会」にしてはならない。価値観が多様化し、様々
な意見がある中で一定の方向性を導き出すのは大変
なことだと思う。しかし、大変であるからこそ、国民の声
に真摯な態度で向き合い、現実的な路線の中で、より
良い社会づくりに向けて誠心誠意に取り組む中道政
治が今の時代だからこそ必要ではないかと考えている。
　

２. 産業構造の転換
第４次産業革命に備える
　電機連合では、第４次産業革命など今後の取り巻
く環境の変化にいかに対応していくか、という視点で
「第７次産業政策」を策定している。その内容を紹介
できれば良いと思うが、現在論議中であるため、今回
は課題認識として思うことを述べたい。
１）デジタル化がもたらすビジネス環境の変化
　ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ、ロボティクスの技術革新は、
今後加速度的に進んでいくものと考えている。これらを
日本経済成長の原動力に、そして人手不足、超少子
高齢社会における社会保障制度の持続性の確保、
地球温暖化などの環境問題やエネルギー問題といっ
た様々な社会問題の解決につなげなくてはならない。
第４次産業革命ではＡＩが自ら考えるところにブレイクス
ルーがあり、ＩｏＴが異なる産業をつなぐことで新たな
サービスや価値観の創造が期待される。
　例えば、スマホの普及によりシェアリングエコノミーが
出現し、「所有」から「利用」へと価値観の変化や、ＡＩ
の急速な発展による一部代替もしくは補完する有効
なツールとして私たちの暮らしや職場に変化が起きる
だろう。また、得意分野に特化した独立した中小企業
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群が企画や開発、製造から販売、保守などの各機能
を協働で一つの製品・サービスを提供する「企業ネット
ワーク型」の出現なども考えられる。これら新しいサービ
スの創造には、異業種同士の協働が必須であり、その
仲介役としても電機産業は、重要な位置付けの産業
となるものと思う。

（２）生産性向上と働き方の見直しを進める好機
　厚生労働省『ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ等が雇用・労
働に与える影響に関する研究会報告書』によると、人
事部門、総務部門、調達仕入部門、生産部門で、
80％以上がそれらの技術により一部代替、支援可能
と答えている。また、経済産業省「新産業構造ビジョ
ン」産業構造審議会の中間整理によると、現状を放
置すれば、735万人の従業員数が減少するとされて
いる。危険な仕事、精神的な負担が大きい仕事、ルー
チンワーク的な仕事は思い切って機械に代替したり、
人の動きを取り込んだり、人に寄り添うことで安全、快
適、そして能力発揮につながる仕事は機械と共存す
る働き方に切り替える必要がある。
　働き方の見直しでは、場所や時間にとらわれない働
き方が簡単にできるようになり、テレワーク、在宅勤務、
クラウドワークなどが、さらに普及してくると考えられる。ま
た、グローバル化に対応して就業時間の多様化も進
むだろう。さらに通勤の不要化、近距離化により育児・
介護・治療をしながらの仕事の両立、障がい者や高
齢者の働く場が拡大することなども期待される。
　こうした変化に対応して起きる最も大きな変化は、全
ての働く人にスキルチェンジが求められることだと思っ
ている。
　

３. 多様な人材
労働力喪失時代――人を活かし人が活きる社会に
　生産年齢人口はこれからの30年間で、約３割が減
少し労働力喪失時代を迎えるため、社会全体の生産
性を向上させなくてはならない。日本の成長の原動力
は「人材」であり、「人」を中心とした日本的経営の意
義を再確認する必要がある。まずは、全ての働く人達の
「働くことの尊厳」や「豊かに働く」ことをもっと大事に
考え、働くことを通じてのみ得られる「働きがい」を最も
大事な価値観として捉える必要がある。何故なら「働き
がい」の向上と企業や社会の成長は両立するものだ
と考えているからである。
　労働力人口減少対策として、女性や高齢者、外国
人労働者の活躍を捉えがちであるが、むしろ性別、人
種、国籍、宗教、年齢、学歴、職歴など多様性を活かし
たダイバーシティの発想がより重要であろう。そして、誰
でも健康で活き活きと働けるうちは働くということが、と
ても大事な時代になると考えている。近い将来訪れる
であろうデジタル社会を、人間を大事にする社会、「人
を活かし、人が活きる」社会にして行かねばならない。

４. 今後の運動の展望
　労働運動も時代と共に質的に変化しており、「抵抗
の時代」から「要求の時代」を経て、現在は「参加・参
画が求められる時代」になったと思う。それが大事と考
える４つの視点について述べたい。

（１）経営参加の視点
　誤解を恐れずにいうなら、事業の成長発展なく雇用
の維持・拡大も労働条件の維持・向上はないと考え
ている。従って労働組合には、母体の企業経営の健
全性をチェックする機能や提言する能力が求められ
る。組合役員は常に現場で起きている些細な変化を
見逃さず、社会の動きにも敏感であることが重要であろ
う。

（２）社会参加の視点
　労働運動の社会性がより重要になってきている。労
働組合が働く者の代表として、その社会的責任を果
たすことが求められているということを自覚しなければ
ならない時代となっている。社会の不条理に対しての
怒りは忘れてはならず、その解決に向けての意見反
映や政策提言など社会を良くするための行動が非常
に大事である。

（３）人を中心に据えた労働運動の実践
　競争力の源泉は「人」であると思います。企業は社
会の公器であり、「人」は社会からお預かりしている国
の財産である。従って企業の社会的責任は、雇用を
生み出し、人を活かすことにある。その人しか持ってい
ない無限の可能性を引き出すための環境整備が企
業内労使の最大の責務である。そういう思いで、一人
ひとりと向き合わねばならないと思っている。
　一方、「組合員の組合離れ」という話を聞くたびに
思うのは、それはむしろ労働組合が組合員から離れて
いってはないかということである。職場巡回を欠かさず
やっているか？組合員一人ひとりと対話しているか？こ
れらのことを通じて、信頼を築くことができる。また未組
織労働者も多く、働く者の権利と尊厳を守るためにも、
さらなる仲間づくりが必要だろう。

（４）「労使の信頼関係」の構築が最重要
　労働組合の国際会議で必ず論議されるのは労使
紛争問題である。その背景には、劣悪な労働環境、低
処遇、労使関係の問題がある。グローバル企業にとっ
て「グローバル競争に勝つ」とは普通に使われている
言葉であるが、世界の現状を知ると「競争に勝つ」から
「共存共栄」への価値観への転換が必要であるとの
思いを強くしている。
　電機産業は、世界の人々を豊かにし、世界文化の
発展に貢献する使命を持った産業であり、世界の
人々から尊敬され、信頼される企業でなければならな
い。そのためにも、まず「労使の信頼関係」の構築が
重要であり、健全な労使関係がある企業が世界にお
いても成長することを証明したいと強く感じている。



ＪＡＭ

会　長　安河内　賢弘 

産別トップに聞く 運動・産業を取り巻く現状と今後の展望Searchlight

− 12 −

１. 経済
中小企業の付加価値の公正な分配へ
　製造業にとって生産量は利益以上に重要である。
生産量がなければ、カイゼンもできず生産性向上に取
り組むことができない。従って、いわゆるアベノミクス、
正確に申し上げれば異次元の金融緩和によって中
小製造業が一息つけたのは事実であろう。
　しかし、この間の円安基調によって、原材料・エネル
ギー費は高騰する一方、製品価格・取引価格はリーマ
ンショック以降低迷を続けている。団塊世代の労働市
場からの退出による歴史的な人手不足が中小製造
業の経営を直撃している。安倍内閣は、雇用は増えて
いる、労働市場は拡大していると主張しているが、増え
たのは30 ～ 40歳代の女性と、65歳以上の高齢者で
あり、いずれも非正規雇用である。一方で、いわゆる不
本意非正規雇用者は減少しており、今回増加した非
正規雇用者が、中小製造業の正規雇用者に転じるこ
とは考えにくい。中小製造業において、生産量のボトル
ネックは労働力不足であり、その深刻さは日々悪化して
いる。加えて、大手企業の“働き方改革”のために、例
えば、短納期での生産を余儀なくされているといった
状況もみられる。更に、後継者不足による廃業も増加
しており、こうした企業の仕事が残った企業に回ること
で更に繁忙感が増している。円安によって、結果的に
国内比率の高い地方の中小企業から輸出比率の高
いグローバル企業へと利益の転換が起こる。これを是
正するのが価格交渉であるが、中小企業の価格交渉
力は著しく劣っている。中小製造業の厳しい現実を上
げればきりがなく、「めちゃくちゃ忙しいのに儲からな
い。」――これが中小製造業の現場の声である。
　日本経済の最大の課題は個人消費の伸び悩みで
はないかと考えている。個人消費を回復するために
は、労働者の７割を占める中小企業労働者の賃金を
上げる必要がある。そのためには、価格交渉力が脆弱
なために失われている中小企業の付加価値を公正に
分配しなければならない。ＪＡＭは生み出された付加
価値の公正な分配に向け、「価値を認めあう社会へ」

の実現に向けて社会運動を展開している。これは、グ
ローバル、大企業中心の経済から地方、中小企業中
心の経済への転換を図る運動でもある。中小企業をよ
り積極的な意味で捉え直す。雇用を支えているのは中
小企業であり、地方経済を支えているのも中小企業で
ある。更に、中小企業はイノベーションの源泉でもあり、
環境保全や多文化共生など持続可能な経営主体で
ある。中小企業では往々にして家族経営であり、経営
民主主義の実践の場でもある。中小企業を持続可能
な社会を実現する公器として捉え直し、そこで働く労
働者に相応しい賃金を、社会的公正労働基準として
確立し、そのための付加価値の公正分配を実現しな
ければならない。
　

２. 産業構造の転換
技術革新を前向きに捉え、公正な移行を
　ＪＡＭには様々な産業を根底で支える企業が多数
加盟している。工作機械メーカーや建設機械メーカー、
農業機械メーカー等々である。これらの企業では、ＩｏＴ
あるいはＡＩの実用化で世界をリードしており、大きなビ
ジネスチャンスとなっている。
　一方で、設備の導入には多額の資金が必要であ
る。また、ＩｏＴあるいはＡＩの導入によって、大手企業が
下請け企業に出していた部品を内製化する可能性が
ある。後発国の労働組合はインダストリー4.0による生
産拠点の先進国への回帰を懸念している。
　しかし、私たちＪＡＭ、あるいは金属労協ＪＣＭは、こう
した技術革新を前向きに捉えようとしている。重要なの
は公正な移行であり、私たち労働者自身が自らの未来
を選択する、すなわち、どのような作業工程を自動化
し、どのような作業工程を人間の労働によって行うの
かを私たちが選択することだと考えている。また、資金
力の差が設備投資の差につながり、企業規模間の格
差が更に増大することがないように、大胆な財政・金
融両面での支援も重要である。更に、誰一人取り残さ
れることがないように、労働者自らが将来にわたって学
び続ける権利と義務を、実質的に保障しなければなら
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ず、労働者の経済的・社会的格差によって学習機会
に差が出るようなことはあってはならない。
　いずれにしても、インダストリー4.0は大きな社会変化
を伴う可能性がある。どのような社会を目指すのか。労
働組合自らが発言力を高める必要があり、ナショナル
センター、産業別労働組合の運動を強化していかなけ
ればならない。
　

３. 多様な人材
真の同一労働同一賃金の実現を
　2017年労働条件調査によると、ＪＡＭにおける有期
雇用労働者は34,692人である。そのうち、定年後継
続雇用者は15,298人であり、有期雇用労働者全体
の44.3％を占める。組合員数に対する比率は7.1％で
あり、決して少なくないが、ＪＡＭにおける有期雇用労
働者の組織率は12.1％に過ぎない。元組合員であり、
同じ職場の先輩でもある継続雇用者の組織化すら進
んでいないのが実情と言わざるを得ない。
　定年延長については、大手労組を中心に議論が始
まっているが、実際に労使合意が得られた単組は僅か
しかない。しかし、同一労働同一賃金にかかわる判例
がいくつか示される中で、議論は加速している。今次
春闘ではいくつかの単組で合意がみられるのではな
いかと期待している。ＪＡＭでは現役世代の賃金減額
は不利益変更であり認められないし、60歳以降の賃
金も、同じ仕事を続けるのであれば、減額は認められ
ないという方針を示している。
　男女間の賃金格差は改善がみられる。しかし、単組
ごとに詳細を確認すれば、課題は残っている。女性の
賃金が改善されたわけではなく、男性の賃金が下がっ
たために格差が縮小した。あるいは、50歳代の女性が
低い賃金に取り残されている。賃金の低い女性正社
員が、非正規労働者に置き換わったため、正社員の
賃金格差が縮小した、等々である。こうした課題への
処方箋は単組ごとに異なるため丁寧な対応が必要だ
が、多くの女性が非正規労働を強いられている現実を
無視することはできない。連合内部でも非正規労働者
という呼称をやめようという議論が進められている。か
つての日本企業は、雇用の安定のために最大限の努
力を行い、家族を養うための賃金を支払い、自社の企
業文化・歴史を教え、蓄積された技能・技術を伝承し、
自社のあるべき“正しい社員”の育成に努めてきた。雇
用形態にかかわらず、同じことに努めるのでなければ、
単に呼称を変えることに意味はない。同一労働同一賃
金に魂を入れる努力が労働組合に求められている。
　2017年労働調査によるとＪＡＭにおける外国人技
能実習生は、128単組1,592人であるが、これは一部
に過ぎないと考えている。極めて残念なことではある
が、当該単組でも足元の実態をつかみ切れていない。

ＪＡＭはかねてより、ＦＷＵＢＣ（在日ビルマ市民労働
組合）を支援してきた経緯から、ＦＷＵＢＣの依頼に応
じて、ミャンマー人技能実習生の救済を行っている。
2019年３月現在で、月に２、３件の相談があるが、私た
ちよりも積極的に救済に取り組んでいる合同労組の
実態を見れば、氷山の一角であろう。相談があった案
件については、緊急性を要するものが多く、現代の奴
隷制度と呼ぶべき過酷な現場である。一件一件モグ
ラたたきをしてもキリがないので、報道や連合、野党政
治家などを最大限利用し撲滅を図っているが、成果は
出ていない。2019年４月より入管法が改定され、新た
な在留資格での受け入れが始まるが、「移民ではな
い」という政府の方針のもと、つまるところ外国人を期
限付きの都合のいい低賃金労働者として受け入れる
制度に過ぎず、あくまでも技能実習制度の延長線上
に過ぎない。求められるのは多文化共生であり、尊厳
のある労働（ディーセント・ワーク）の実現である。外国
人労働者は単なる低賃金労働者ではなく、私たちと同
じ働く仲間であり、多文化共生のコストを考えれば、日
本人労働者よりもコスト高となるのは当然である。それ
でも少子高齢・人口減少社会において、外国人を受
け入れる覚悟と礼節が求められる。そのうえで、外国
人技能実習生制度は廃止すべきであり、少なくとも本
来の趣旨に純化しなければならない。
　ＪＡＭ傘下のとりわけ中小労組においては、外国人
技能実習生はすでに貴重な戦力であり、技能伝承の
担い手となっている。中小製造業の経営者からは、自
らの会社を継いでもらう形で、在留資格を申請したい
と考えている方までいる。一定の要件は必要であると
しても、単純労働者にも永住権を認めなければならな
い。彼らは、海外で生まれたかもしれないが、日本で仕
事を覚え、子を産み、育て、日本社会の健全な発展に
寄与することになるであろう。
　

４. 今後の運動の展望
　1999年９月９日に誕生したＪＡＭは、今年20周年を
迎える。発足当初公表50万人いた組織人員は38万人
まで減少した。組織人員の減少は財政を圧迫し、書記
局員の削減や運動の見直しを余儀なくされ、ＪＡＭが目
指した理想は理想のまま、遥か遠い夜空に輝いている。
　何よりもまず、組織拡大に取り組む。そのためにはＪ
ＡＭが魅力ある組織として生まれ変わらなければなら
ない。中小労働者の代弁者はＪＡＭだ、社会変革を実
現しようとしているのはＪＡＭだ、と思われなければ組
織拡大は進まない。
　ドイツの金属産業労働組合のＩＧメタルは、徹底した
議論を繰り返して組織改革を実行した。私たちもＩＧメ
タルに学びながら変革を断行しなければならないと考
えている。
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１. 経済
内需を中心とした経済の好循環、個人消費の回復に
向けて
　長引くデフレからの脱却を目指したインフレターゲット
による物価目標２％を掲げた量的緩和策、また、東日
本大震災の復興費を含む復興・防災対策、通学路
の安全対策などインフラの充実と暮らしの安全・地域
活性化、再生医療の実用化、成長による富の創出な
ど、アベノミクスの描いた姿をすべて否定するものでは
ないが、その成果は思うようには上がっていない。
　足もとのＡＰ19春季取り組みにあたっての私たちの
情勢認識は、前年多発した自然災害によって、我が
国経済は幅広い分野で影響を受けるとともに、設備
投資の伸びが一服し実質経済成長率は鈍化してい
る。また、企業部門の状況は堅調には推移しているも
のの、実質賃金の伸びが鈍い中で力強いものとは
なっておらず、２月の日本経済新聞の世論調査でも８
割弱が景気実感なしというように、生活者、働く者の
実感とは程遠い、というものであった。
　他方、国際社会は自国ファーストのもとで大国はせ
めぎ合い、イギリスのＥＵ離脱問題をはじめ、昨年来続
く米中貿易摩擦は長期化も予想されており、先行きの
海外景気には一段と警戒が欠かせない。こうした背景
も加わり中国経済は減速傾向にあるなど、世界経済
の不透明感は強まり、国内経済も外需に影響を受け
産業・企業動向も先行きが懸念され、基幹労連に関
わる各産業・業種も予断を許さない状況にある。
　それだけに実体的な経済成長の観点からは、内需
を中心とした経済の好循環の軸となる個人消費をど
のように回復基調へと導くのか、その前提となるのが
社会保障をはじめとする将来不安の払しょくとともに、
賃金の引き上げによる個人消費の拡大である。働く者
すべての処遇改善に向け、政労使それぞれの立場で
役割を果たしていくことが我が国経済をより良い方向
へと導くこととなる。2014年以降、官製春闘などと取り
上げられたが、真摯に、懸命に交渉をしている個別労
使の思いからは、何をかいわんやである。そんな中で、
発覚した毎月勤労統計のずさんな取り扱いにも開い

た口が塞がらない。どんな物事も「信なくば立たず」で
ある。
　
２. 産業構造の転換
人間を中心に据えた技術とすべての労働者が変革
に対応できる土壌づくりを
　ＩｏＴやＡＩ、第４次産業革命といわれる技術革新が
スピードを速めている。基幹労連に関わる各企業にお
いて直接的な影響はまだ出ていないが、外の遠い先
の話ではなく私たちの働き方や生活にも関わる、避け
て通れない課題として認識している。それだけに、働く
側も自らのこととして捉えておかなければならず、その
意識をもって対応していかなければならないし、そのサ
ポートが労働組合の役割でもある。
　情報社会といわれる現在においては、知識や情報
が共有されず、デジタルデバイドといわれたＩＴ（情報技
術）を利用できる層と、できない層との間で格差が生じ
るという問題があった。あふれる情報からの取捨選択
をはじめ、年齢や障がいなどによる労働や行動範囲に
も制約があり、加えて、超少子高齢化や地方の過疎化
などの課題に対して様々な制約から十分に対応する
ことが困難でもあった。
　第４次産業革命で実現する社会とは、ＩｏＴで全て
の人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有さ
れ、今までにない新たな価値を生み出すことで、これら
の課題や困難を克服するという。また、ＡＩにより、必要
な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや
自動走行車などの技術で、超少子高齢化、地方の過
疎化、貧富の格差などの課題も克服されるともいう。
　こうした社会の変革（イノベーション）を通じて、これま
での閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超え
て互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活
躍できる社会となる。何か素晴らしい社会の到来の感
ありだが、その実態を真正面から見据えていかなけれ
ばならない。
　他方、三菱総研によればＡＩは500万人の雇用を生
むが740万人が職を失う。一方で、超少子高齢社会
で労働力・約1000万人減が想定されており、人手不
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足を補うとの分析もなされている。このことは、ものづく
りの新たなイノベーションにも大きくかかわってくるだろう
が、人・職種・仕事の移動は必然となり、先述したよう
に働く側もその意識と準備が求められてくる。技術を
生み出すのは人間であり、労働者に必要となるスキル
を変化させていくことが求められる。
　そこにおいて注意しなければならないことは、先に触
れた情報社会の課題でもあった社会経済が変化に
対応する際は格差が生じるということである。働くとい
う点からは、いわゆる低熟練労働者を経済システムや
制度の枠外に追いやることのないようにしなければな
らない。どのようにそのことを社会全体でカバーし、すべ
ての働く者の活躍のもとで働き甲斐・生き甲斐を創り
出していくのかを考えなければならない。政労使をあげ
ての対応策を講ずるとともに、技術を人間中心に生か
してこそ、次なる産業革命は成り立つものと受け止め
ている。
　第４次産業革命という次なる変化を、正しく理解し、
正しく使いこなすことを意識し、それへの対応を労働
界全体で考える時期に来ていることは間違いなく、基
幹労連もアンテナをあげていく。その基本スタンスは、技
術を人間中心にしていくことであり、まずは、すべての
労働者が変革に対応できる土壌をつくることが肝要で
ある。
　
３. 多様な人材
企業運営の根幹をなす多様な人材の活躍のための
環境づくりが急務
　人材の確保・定着は、ものづくり産業のみならず、
超少子高齢社会における我が国全体の課題である。
仮に、外国人就労における足もとの議論の裏に「人手
不足」だけを論点にしているなら重要な視点が欠落し
ており、何よりモノではなく生身の人を受け入れるとい
う責任と自覚が求められる。働く者には、家族がおり、
故郷があり、包摂的な捉え方ができなければ日本への
就労者の手は上がってこなくなるだろう。
　ものづくり産業の中で高技能長期蓄積型産業であ
る基幹労連の各企業においては、経済のさらなるグ
ローバル化や超少子高齢社会の加速など、著しい環
境変化の中で、基幹労連に関わる産業・企業の魅力
を高め持続的発展をどのように描いていくのかという
視点が大事になる。
　そこには､優秀な人材の確保と定着のもとでこそ、
技術・技能の伝承を図ることができ、持続可能な企業
運営につながるのであり、女性や高齢者の活躍もその
発展に欠かせない。まさに､多様な人材の活躍（ダイ
バーシティ）は、ものづくり産業の持続的発展を成し得
るか否かの課題であり、企業運営の根幹をなす人財
づくり、多様な人材の活躍に向けた環境づくりが急務
と考えている。
　

４. 今後の運動の展望
　基幹労連は、魅力ある産業・企業づくりと競争力強
化とは相反するものではなく、好循環の関係にあると
の理念を掲げている。そのもとで、労働諸条件改善等
をはじめとする労働政策、そして基幹労連政策として
「産業政策、政策・制度、東日本大震災をはじめとした
自然災害に関する政策」の三本柱があり、その取り組
みを２年のサイクルで回す運動を展開している。
　２年サイクルの運動は、こうした二つの政策をより密
度の濃い取り組みとするためのものである。労働組合
の究極の目的は、組合員とその家族の幸せ実現にあ
るが、社会の変化とともに性別や世代、さらには業種・
業態の違いなど、幅広い課題が惹起されてきた。その
課題対応においては、役員数と労力、費やせる時間、
活動を支える財政などをいかに効果的・効率的に使っ
ていくか、言い換えれば運動のエネルギー最適配分の
結果が２年サイクルの運動である。
　踏み込みすぎかもしれないが、ナショナルセンター連
合は、中小、未組織の働く仲間を支え、すべての働く
者・生活者の幸せ追及を進める組織である。２年サイ
クルとは言わないまでも大手が一斉にその支援に回
れる体制を数年に一度形作ることが必要な時期に来
ているのかもしれない。
　基幹労連が発足して15年が経過した。経済・社会
が変化の度合いを増し、第４次産業革命、Society5.0
といわれる新たな社会構造へと移行していく中で、さら
なる変化への対応力が求められてくる。そうした中で、
取り組むべき課題は多岐にわたるが、これまでも、これ
からも仲間の安全と健康を守ること、そのもとで、活き
活き働くための労働諸条件改善、働く者を軸とした経
営対策、そして雇用と生活の安心・安定を確立してい
くための基幹労連政策の実現である。
　その取り組みをさらにブラッシュアップしていく中で、
頼れる産別・魅力ある産別として何をなすのか、次に
つなげるべく持続可能な運動と組織の発展を模索し
ていく。４月から「ふれあい対話集会」をスタートさせ、各
県本部・センターの仲間たちと運動論議を行うが、『明
日のために、今！』の取り組みである。
　基幹労連は旧産別以来、し烈化するグローバル競
争の中で幾多の困難に晒されながらも今をつくってき
た。そこには、時に身を削る想いをしながらも、産業・企
業の発展が組合員とその家族の雇用と生活の安心・
安定につながるとの軸をぶらさぬ先達の信念が成し得
たものである。
　先行き不透明な国際社会の中で変化の風は止み
そうにないが、日本の位置づけを確かなものとしていく
ためにも、先達の思いを引き継ぎ、ものづくりの産業別
組織として、自らの産業・企業の発展がそこに関わる
仲間の安心・安定につながり、我が国経済・社会にも貢
献していくとの誇りを持ち続け運動を進めていきたい。

　ご安全に
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１. 経済
アベノミクス（日銀の金融政策）の転換が急務
　アベノミクスは、「大胆な金融政策」「機動的な財政
政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の
矢」を軸としていると言われている。その、典型的な「トリ
クルダウン」理論（富める者が富めば富は低所得者層に
もしたたり落ちる）に基づいた政策は、大金持ちと大企業
と大都市に「富」を集中させたものの、その「おこぼれ」
は、一向に私たち労働者には「したたり落ちて」こない。
　その金融政策の中心となっている日銀による超低金
利政策は、輸出産業の業績改善と、円安と株高への
誘導に寄与した一方、人口減少にあえぐ地方銀行など
地域金融機関の業績悪化を加速させた。特に2016年
2月からのマイナス金利政策は、その副作用が深刻にな
りつつある。安倍政権の経済政策は、地方をより困窮さ
せていると言えるが、日銀は、地銀への副作用について
「現状は顕在化していない」と主張し、地銀の抱える構
造的な問題は仮にマイナス金利を解除しても解決する
わけではないとの立場を貫いている。一方、大手メガバ
ンクは、その苦境を「フィンテック・ＡＩ」の到来への危機
対応にすり替え、大幅な窓口の整理・閉鎖と人員削減
を公表するに至っている。
　日本郵政グループの収益のおおかたを占める金融２
社（ゆうちょ銀行・かんぽ生命）への、マイナス金利政策
による打撃は相当なものがある。民営化されてもなお金
融２社に対する「上乗せ規制」は引き続いており、貸し
付け業務が認められておらず「資金運用」が主要な収
益源となる「ゆうちょ銀行」には、マイナス金利政策が直
撃している。
　今こそ、アベノミクスをストップさせ、有効な所得再配分
政策を講じさせ、日銀の金融政策の転換を行わなけれ
ばならない。
　そして、地方が劣化・困窮していく中、唯一の有人店
舗となりつつある郵便局を活用し、「金融弱者」を生み
出さず、地域ニーズに対応した郵便局ネットワークを維
持・発展させていかなければならないと考えている。
　

２. 産業構造の転換
産業構造の転換に対応しうる郵政事業の構造改革を
　郵便事業を取り巻く環境は、非常に厳しいものがあ
る。ＡＩ・ＩｏＴの進展等を含めデジタル社会化は、極めて
アナログな郵便物の減少を進行させている。毎年、2.5
～３％の郵便物の減少は収益を悪化させ、物数は減少
するのに配達箇所数は年々増加している現状がある。さ
らに、ｅコマース市場の拡大による荷物の増加は、フロン
トラインにおける労働力不足を引き起こしており、喫緊の
課題である。同時に世界各国における郵便物の減少
の勢いはさらに激しく、ＪＰ総合研究所が行った「海外
郵便事情調査報告」においても、北欧を中心に激的な
ユニバーサル・サービスレベルの引き下げ、特に配達頻
度の切り下げ（デンマークでは週１日配達）が顕著に
なってきていることが報告されている。現在、郵便局活
性化委員会（総務省情報通信審議会郵政政策部会）
において、日本郵便が配達頻度（6日⇒5日）と送達日数
の見直し等の制度改正について要望し、同委員会にお
ける検討が進められている。労働力不足への対処とい
う労働組合としての対応は必要であるものの、サービス
水準を引き下げる方向で見直しを行えば、郵便需要の
減少を加速していく懸念は拭えない。私たちは、この郵
便制度の見直しについては、郵便サービスの実態やお
客様の利用動向等を引き続き徹底的に分析しつつ、制
度設計と具体的運用の確立に向けて慎重に対応をは
からなければならないと考えている。
　さらに、「窓口金融事業」は、少子高齢化やフィンテッ
クの進展等に伴う窓口利用客の減少等により先行き
不透明感が高まっている。先にも述べたが、「ゆうちょ銀
行」は長引く低金利・マイナス金利政策によって資金
運用の困難度合いが高まっている。「かんぽ生命」も旧
区分契約を多く保有してきたことによる責任準備金の
戻入をもって一定の収益を確保している状況にあり、人
口減少や高齢化によって市場環境がますます厳しく
なっていく中で、新商品の販売はハードルが高く、保有
契約の底打ち反転に向けた道のりも険しい状況である。
　このように郵政事業を取り巻く経営環境は、少子高
齢化、情報化、デジタル化などが劇的に進展し、従来の
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論理で郵政事業の未来を展望することはできない状況
にある。ＡＩ・ＩｏＴといった新技術を活用した事業基盤の
確立と、変化を先取りした郵政事業のマネジメントそのも
のの大改革を含めた構造改革が求められている。
　

３. 多様な人材
多様な人材の活用と働きがいの向上によるマンパ
ワーの発揮が必要
　将来的には、人口減少社会における労働力のあり様
について検討が必要ではあるが、喫緊の課題としての
労働力不足は、当面の間続くものと思われる。ＡＩ・ＩｏＴ
を積極的に活用し、生産性の向上をはかっていくことが
必要であり、新たな事業展開に向けた多様な人材の活
用が求められている。女性の働きやすい環境は、誰もが
働きやすい職場づくりにとって重要な課題である。また、
私たちは、シニア世代の多様な働き方のあり方を含め、
今春闘の主要な課題として「65歳定年制の実現」を掲
げ中央交渉を積み上げているところだ。
　しかし、郵便・物流事業における最も労働者が不足し
ている物流のラストワンマイル（配達）への対応には厳し
いものがある。外国人人材の活用といっても、運転免許
の取得等クリアすべき課題は多く、即対応とは簡単にい
かない。詰まる所、非正規雇用社員の正社員への登用
数の拡大等「働きがい」の向上によるマンパワーの発
揮、働きやすい職場環境、効率的なマネジメントによる
生産性の向上を進めるしかない。自動運転やドローンの
活用など、実証実験に入っているが、実用化に向けた
対応も視野に入れていかなければならない。
　

４. 今後の運動の展望
（１） 本当の意味での「同一労働同一賃金」の実現に

向けた挑戦
　日本郵政グループは、日本の中で最も非正規労働者
が多く雇用されている企業の一つである。24万３千600
人の組合員の内、６万５千人が非正規雇用組合員であ
ることを含め課題は山積みだ。様々な「訴訟リスク」も現
実に抱えている。私たちは現在、本当の意味において
「同一労働同一賃金」の実現に向けて挑戦している途
上にあるといえる。私たちは、現時点における処遇の客
観的合理性を見極めたうえで、事業の将来性を見出し
つつ、将来に向けた事業と処遇の持続性を確保しよう
という難しい課題に挑戦している。

（２）組織の拡大と支部活動の活性化
　組織数24万3千600人の組織率は、正社員組合員
87.5％、非正規雇用組合員33.2％にとどまっている。さら
に多くの仲間の結集が必要だ。ＪＰ労組は、すべての取
り組みを組織拡大に結びつけ、ＪＰ労組運動の原動力
である現場（支部・分会）活動の活性化を進めている。

（３）「福祉型労働運動」の推進
　増田元総務大臣が座長を務めた「日本創生会議」

が2014年に公表した、「2040年には全国896の市区町
村が『消滅可能都市』に」というレポートは全国の地方
自治体に衝撃を与えた。地域社会の崩壊は、集落その
ものの消滅を招くだけでなく、人と人との絆をも崩壊させ
る。消滅した集落には郵便局は存在できない。人口減
少と地域社会の崩壊は、郵便局ネットワークそのものの
存在意義をも否定する。郵政事業は、全国２万４千の
郵便局ネットワークを通じて、地域に根ざした事業を展開
している。ＪＰ労組は郵政グループに働く労働者で構成
されている労働組合であり、地域で働き暮らす労働者、
生活者として地域社会に生きる私たちは、人と人との絆
を再生すること、そして人間の営みを支える地域社会を
再構築していくことをめざしている。そのために取り組む
社会貢献活動の総称として「福祉型労働運動」の推
進を掲げている。中央⇒地方⇒支部⇒分会といったタ
テ型の運動ではなく、地域に密着した社会貢献活動に
取り組む支部・分会の自立した取り組みが「福祉型労
働運動」がめざす運動スタイルである。

（４）政策立案・政策提案から政策実現へ
　上記の「消滅可能都市」という課題を含め、産業構
造の転換に対応しうる事業政策立案・提案も重要な取
り組みだ。国営企業であった時代に求められた住民
サービスは、あまねく公平な全国一律のサービス提供で
あった。しかし、現在、人口流出と過疎化が進む地域に
とっては、郵便局は単なる郵便・貯金・保険サービスの
窓口にとどまらず、「よろず相談所」のような機能と役割
を期待されている。一律サービスから地域ニーズに対応
できるサービス提供が求められている。そのためのマネジ
メントの大改革が必要である。郵便局サービスの多角化
と郵便外務員の多機能化（みまもりサービス等）を推進
していかなければならない。政策立案と政策提言から、
政策実現に向けた取り組みが必要だ。

（５）政治的影響力の拡大
　民営分社化から11年余、株式上場から３年余が経
過してもなお、経営の自由度が高まりにくい状況におか
れている。さらにそれらの解消をはかってこそ、未来を切
り拓いていくことができる。政治的影響力の拡大は、ＪＰ
労組の政策実現にとって極めて重要である。
　また、本年２月に吉田茂氏を抜いて戦後２位の長期
政権となった安倍政権は、このままでいくと８月に佐藤
栄作氏を抜いて戦後１位になる。その長期政権の中で
行われたことはといえば、「防衛装備移転法」「特定秘
密保護法」「集団的自衛権の行使を可能とする安全
保障関連法」「共謀罪」「論議未了のままの外国人人
材受け入れ」「水道事業の民営化」等々、そして「加計
学園」と「森友学園」であり、忖度した官僚の「公文書
改ざん」と「統計不正」である。
　直近の統一地方選挙、そして夏の参議院選挙の意
義は大変重要だ。ＪＰ労組は、その勝利に向けて全力を
挙げる。
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各産別組織に依頼した執筆テーマは３ページのとおりであるが、日本
教職員組合は、業種の特性から、以下のように質問内容を変更し、イ
ンタビューにてご対応いただいた。

　

１. 教育の課題
　アベノミクスが一定の成果を挙げていると言われていますが、安倍
政権の教育政策に対してどのように感じていますか。また、教育や学
校現場における現状や今後の展望についてお聞かせください。

アベノミクスの負の側面
――子どもの貧困と競争主義的教育制度
　アベノミクスを含めた安倍政権の政策への評価としては、
株価や就職率が上がるといった成果はある一方、経済的な
格差を生んでおり、結局は子どもたちにも教育格差が広がって
きていると捉えている。最も端的に現れているのは子どもの貧
困率。先進国にあって、今の日本は７人に１人の子どもが貧困
状況にある。この負の側面は、学校現場にかなり大きな影響を
もたらしている。就学援助を受ける、大学に進学できない、給
食費が払えないといった状況に置かれている子どもの割合が
高まっている。日頃から教員は個々人の現状を把握し対応し
なければならないが、そのような子どもがクラスに何人もいたら
配慮が難しい。保護者も生活費で大変なケースも多く、とりわ
けひとり親家庭は厳しいと感じている。
　安倍首相も文部科学大臣も「国づくりは人づくり」「教育は
国家百年の大計」とは言うものの、政策は十分ではない。確
かに、消費税増税に合わせた幼児教育・保育の無償化、給
付型の奨学金の拡充や高等教育の無償化など、教育を受け
る権利として良い政策もある。しかし、学校現場に対する直接
的な予算は十分ではない。学校現場は基本的に時間外勤
務がないというのが、給特法（公立の義務教育諸学校等の
教育職員の給与等に関する特別措置法）によって原則と
なっている。給与月額の４％、月８時間分の教職調整額を支給
することは定められているものの、今は月60時間や80時間を
超える時間外勤務が常態化しており、あまりにも実態に合って
いない。しかも、超勤命令があったからではなく、授業の準備や
教材の研究、部活動の対応などで自主的に残らざるを得ない
のが実情。教員は時間外賃金が欲しいというより、子どもへの
対応、授業や教材にかける時間が欲しいと思っている。

　アベノミクスの経済至上主義は、学力向上のための全国学
力テスト（全国学力・学習状況調査）が始まったことにもつな
がっている。都道府県や市町村では学力を上げるための手立
てとして、結局、学校現場の教職員や子どものおしりをたたくこ
とになる。日本は過去に何度か、国連子どもの権利委員会から
「教育制度が競争主義的すぎる」との勧告を受け、「いじめや
不登校増加の一因になっている」と指摘されている。日本政
府は競争主義的ではないと言っているが、結果的に競争に
追い立てていること、教職員が忙しくなり子どもの相談にのれ
ないことの要因になっているだろう。日本は公教育がしっかりし
ており、教員の質も高い。ＰＩＳＡ（ＯＥＣＤ生徒の学習到達度
調査）などの国際学力調査で常に上位にあり、お手本となる
国だと言われる。しかし、ＥＩ（Education International、世界
172ヵ国で約3000万人の教職員が加盟する教職員組合の
国際的な連合体）の会議で日本の教職員の多忙さについて
発表し、時間外手当がなく無報酬で行っていると話すと、採
用試験を受けて教員免許を持ってやっているのに、なぜ報酬
が出ないのかと非常に驚かれた。
　学校現場は今、英語や道徳が教科となるなど、さまざまな教
育内容が持ち込まれ、より多忙さが増すことで、じっくり子ども
と向き合い、子どもの声を聞いたり、休んでいる子や気がかり
な子の家庭訪問をしたりするなどの当たり前のことができにくく
なっている。単に知識を伸ばすだけでなく、人間関係をきちん
と認め合えるものにしていくといった学びの土台になるものが
疎かになってしまっている。さらに、新学習指導要領（小学校
は2020年度から，中学校は2021年度から全面実施）の移行
期間に入っており、その中で「主体的・対話的で深い学び」が
キーワードとなっている。子どもの状況をつかみ、教材や授業
展開などの計画を練る時間が今以上に必要になるだろう。枠
組みばかりが降りてくるが、教職員が主体性を発揮するには
時間的余裕がなくてはならない。これは、子どもたちの学びに
も直結する問題である。
　

２. ＡＩ社会に向けて
　ＡＩの進展等により、社会は大きな転換期を迎えています。学校現
場では、どのような変化がみられますか。また、教員の仕事や雇用にも
影響があるとお考えでしょうか。
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ＡＩが学びの現場に及ぼす影響を懸念
　新学習指導要領では小学校でのプログラミング教育が必
修化されるが、世界的にみても、知識理解的な詰め込み教育
ではなく、思考力、読解力、情報を読み解く力を育てる方向に
ある。例えば、タブレットを使った学習は一人ひとりの課題を把
握して対応でき、効率的な面が強調される。ＡＩは業務をうまく
削減するような活用の仕方、学習内容に興味を持ってもらうよ
うな活用の方法ができるならよいと思う。しかし、本来の公教育
は学び合いにより、全体で高め合うもの。やり取りの中で、お
互いに違いがある前提で人の考えをきちんと聞き、わからない
時に教え合うことは義務教育段階では非常に重要だ。
　国際的には「教育の民営化・商業化」が大きな問題となっ
ており、民間企業の公教育への参入によってＡＩが教育自体
を支配する傾向が強まっている。タブレットなどのＩＣＴ活用にと
どまらず、教育内容やプログラムまで民間企業から提供され、
教員の専門性がないがしろにされている実態が報告されてい
る。日本はまだそこまでいっていないが、今後ＡＩ化を推し進め
ていくと、学びの現場に影響が出てくる可能性がある。目先の
効率や成果が重視され、学力テストの点数ばかり追うようにな
り、不登校の子やついていけない子が横に置かれてしまうこと
が懸念される。教員の数が不足していることで、コンピュータや
ソフトに頼る国も出てきており、特にアフリカやアジアの国では、
コスト削減のために導入が進んでいる。日本でもソサエティ5.0
と言われているが、次は教育がマーケットとして注目されている
という。ＡＩが学校現場を席巻し、教職員の雇用や仕事が奪わ
れ、民間のプログラムで十分となってしまわないか、本来の公
教育、人格形成や個人の尊厳が守られないのではないかと
懸念される。
　

３. 多様な人材
　少子高齢化の中、多様な人材（女性、高齢者、外国人人材等）の
活躍にも注目が集まっています。学校現場では、どのような状況や課
題がみられますか。今後の展望についてもお聞かせください。

段階的に教職員の定数増を
　女性の登用ということに関しては、もともと学校現場は女性
が多い職場で、小学校では６割程度が女性だが、組合におけ
る女性参画は課題ではある。高齢者については定年退職者
の再任用制度もあるが、疲れてしまって定年前に辞められる
方も多い。また、産休・育休やメンタル不調による休職者の代
わりに臨時の講師の方に入ってもらうが、どの都道府県でも人
が見つからない。代替教員が確保できず、口伝で探している
状況だ。さらに多忙化に拍車がかり、学校現場はブラックで大
変だと言われ、教員採用試験の受験者数も年々減少してい
る。本来であれば魅力のある仕事なのに、今は大変だからや
めておきなさいと親も言ったりする。
　いろいろな子どもがいるのだから、いろいろな教員がいる必
要がある。性別、年齢、厳しい先生もいれば、なだめる先生もい
た方がいい。皆が同じではいけない。学校の中心となる中間
層が少なく、ベテランと若手をつなぎ課題を共有するなど、全

体に配慮する余裕がないことも問題だ。また、入管法の改正
で、外国人の方が日本に入ってきた時には、当然その子どもた
ちも学校にくることになり、日本語教育に対応できる教員が必
要になる。今でも地域によってはそういう指導が必要な子ども
がたくさんいる。母語も大切にしつつ日本語教育をする教員が
一層必要になり、教育にもかなり影響を及ぼすことになるだろう。
　文科省はスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーな
ど心理や福祉のスタッフ、部活動の指導に当たるスタッフのよう
な形で補おうとしているが、スタッフはあくまでもスタッフ。例えば、
教員が１人学校に増えると、クラスをもつ以外の先生が増え、か
なり大きな時間の余裕が生まれる。教員の定数を増やすという
ことは、どの政党も保護者も校長も希望している。業務の削減も
もちろん重要だが、教職員の定数を段階的に増やしてほしい。
　

４. 今後の運動の展望
　貴組織の中長期的な運動方針において、特に重要と考える点や
課題等についてお聞かせください。

　「子どもの権利条約」が国連で採択されて30年、日本が批
准して25年たつ。常に振り返りながら教育に当たってきたが、
子どもの権利は十分に認識されているとはいえない。子どもの
教育を受ける権利や意見表明の権利にきちんと対応できるよ
う、教職員は意識しなければならない。今は学力や経済的格
差だけではなく、ＬＧＢＴなども含め、ひとくくりにしようとしたら、
はみ出してしまう子どもがたくさんいる。さまざまな子どもに対し
て一律に接するのではなく、一人ひとりと向き合わないといけ
ない。子どもに向き合う時間こそ、日教組が最も大事にしている
ものだ。
　そのためには、働き方の抜本的な見直しが不可欠である。
学校現場の働き方改革は遅れているが、単に早く帰ることや
時間外賃金ではなく、教職員の時間が確保され、本来の教育
に力を注げるような支援が望まれる。子どもの貧困への対策は
とられつつある一方、学校現場への支援は足りていない。１月
に中教審（中央教育審議会）が学校における働き方改革につ
いて答申し、時間外労働の上限規制や業務削減などには言
及されたものの、給特法の廃止・抜本的見直しには踏み込ま
なかった。そういう点では、まだまだこれから現場も実感できるよ
うな、具体的な業務の削減や人員の増加につなげていかない
といけない。教育委員会からも減らせるものは減らすといった
対応をとってほしい。また、35人学級も小学校１、２年生までで
止まっているが、少人数学級をさらに推進することが必要だ。
教員が増え、受け持つ子どもの数が少なくなり、業務量も減ら
せる。国際的に教育予算をみると、ＯＥＣＤに加盟している国
の公的教育支出の対ＧＤＰ比率は平均５％程度だが、日本は
わずか３％で、最低レベルが続いている。幼児教育無償化や
給付型奨学金への対応が進められれば若干は上がるが、こう
いった教育予算がきちんと確保されることも重要だ。
　働き方改革と学校現場への支援が、教職員のやりがいや
子どもたちのゆたかな学びにもつながり、若い人にも魅力的な
仕事としてうつり、学校現場の活力にもなっていくと考えている。
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１. 経済
経済の好循環実現に向けて 個人消費の拡大が一層
重要に
　日本経済の現状を端的に表現するなら、景気情勢、
企業収益、雇用情勢のいずれもほぼ堅調に推移して
いる一方で、個人消費が伸び悩んでいる状況にあると
言えるだろう。個人消費はこのまま行くと、今後予定され
ている消費税率引上げや年金給付抑制、利子所得の
低迷などによって伸び悩みが長引くおそれがある。
　こうした懸念を払拭し、経済の好循環を実現していく
ためには、個人消費の拡大につながる賃上げを積極的
にはかることが重要だ。中長期的にも、他国に類を見な
い規模の人口激減などにより総需要も激減しかねない
中で、賃上げとその実現に向けた労使の責任が一層高
まるのではないだろうか。
マイナス金利政策の副作用にも留意しつつ 出口戦
略の検討を
　日本銀行は「マイナス金利」をはじめ、従来の枠組み
を超えた金融緩和策を次 と々打ち出し、実行している。
そのねらいは言うまでもなく、景気を刺激し、設備投資や
個人消費の拡大につなげていくことにあるわけだが、一
方で、利回りの低下による生活資金や資産形成への
影響など、副作用も懸念される状況にある。
　今後の金融政策を考えるにあたっては、これらの副
作用にも十分留意しつつ、政策効果の検証をしっかり
と行ったうえで、金利水準の適正化に向け、早期の出
口戦略を検討すべきではないだろうか。
生産性を高め 日本を「高付加価値を創造できる国」に
　アベノミクスが成果を挙げているかどうかは、あくまでも
「めざすべき社会像」に照らして判断されるべきだ。私た
ちは、生産性を高めることで、誰もが働きの価値に見
合った賃金を得られ、高い付加価値を生み出せる社会
をめざすべきだと考えている。また、格差を固定化させず
「分厚い中間層の復活」に向けて政策の総動員をはか
るべきだと主張している。
　ところが今日の日本社会は、サービス産業を中心に生
産性が低く、また、中間層が減少し低所得層が増加する
という格差・貧困問題に直面している。このままでは国
民の購買力が低下し、経済活力が一層損なわれかね

ない。特に若年層の低所得化は、個人消費への影響
はもとより、少子化への影響など、日本の経済・社会に
とって大きな懸念材料となっている。このように「めざす
べき社会像」に照らすと、打つべき手はもっとあるのでは
ないだろうか。

２. 産業構造の転換
ＡＩ・ビッグデータの活用で生命保険商品・サービスの
可能性が広がった
　ＡＩ等の技術革新は、商品・サービスの開発、保険加
入時の査定や保険金の支払い、事務業務全般、資産
運用など、多岐にわたる業務に影響を及ぼしている。商
品・サービスの面では、ウェアラブル端末からのデータや
健康診断のデータを活用して保険料の割引を行う商品
が出てきており、また、これまでは特定の病気に罹ると生
命保険への加入は困難だったが、昨今は、予測モデル
を活用した医療ビッグデータの解析などにより加入でき
るケースも出てきている。
　このように、ＡＩやビッグデータの活用によって、生命保
険商品がお客さまの健康を増進したり、より多くのお客さ
まのお役に立つことなどが、今後一層期待されていると
考えている。
ＡＩによるサポートで営業・お客さまサービス活動の質
向上につなげたい
　ＡＩ等の技術革新は、営業職員の活動にも大きな影
響を与えることが想定される。営業職員へのサポートとし
てＡＩの活用を進めている会社では、ＡＩがお客さまに関
するさまざまなデータを分析し営業職員の活動に活かす
ことで、すべての営業職員がお客さまに最適な商品を
提案できるようになることをめざしている。また、ＡＩの活用
で営業職員の業務負荷を軽減することによって、本来
の営業・お客さまサービス活動により注力・専念できる
体制整備を進めている。
　生命保険商品には、営業職員がお客さまとの「対
話」を通じて、加入後のメンテナンスも含め、お客さまに
最適な商品をコンサルティングすることが重要という特
性がある。その対話に十分な時間を取るためにも、ＡＩに
よるサポートは極めて有効と考えられる。
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事務業務を担う「一般職」の働き方に大きな影響が出
ている
　内勤職員については、特に「一般職」や職種転換を
経た「旧一般職」の職務や働き方に大きな影響が出てい
る。具体的には、ＡＩ・ＲＰＡの活用による事務業務の効率
化などの動きを背景に、事務・マネジメント業務のさらなる
高度化が求められるとともに、営業のサポート業務やお客
さまを直接訪問する業務にシフトする動きが顕著となって
いる。こうした動きを受け、生保労連としても当該層のキャリ
アや働き方を本年度の研究テーマの一つに掲げ、能力
開発・キャリア形成、処遇、上司・管理職の役割、本人の
意識・モチベーションなどの観点から課題を整理しつつ、ど
うすれば当該層が働きがいや納得感をもってより前向き
に役割発揮していけるのか、鋭意研究・検討を行ってい
るところだ。
　このように技術の発達は、お客さまのくらしや私たちの
雇用・働き方に大きな影響を与えるだけに、しっかりとそ
れらを見極め、適切に対応していくことが一層重要にな
ると考えている。

３. 多様な人材
生保産業で働く者の8割弱は女性。女性活躍を担う産
業としての責任は重い
　生保産業では多くの女性が働いている。大きくは営
業職員と内勤職員に分かれ、それぞれの持ち場で鋭
意役割発揮に努めている。とりわけ営業職員の仕事
は、戦後、女性の働く場が限定的であった頃から、その
提供に大きく貢献してきた。
　一方で、多くの女性が働く産業として、その活躍・役
割発揮に向けた労使の責任も重いと考えている。女性
活躍と言うと、ともすると、役員や管理職をめざす一部
の女性だけに焦点が当たり、会社の施策も当該層に限
定したものになりかねない。女性活躍の推進にあたって
は、当事者である女性の声を十分に踏まえ、役員・管理
職登用に偏ることなく、すべての女性の能力向上・意
識改革を進めることが重要と考えている。
定年延長の動きもある中で シニア社員の活躍が大き
な課題に
　生保産業においては、営業職員は既に定年年齢が
65歳ないし70歳となっており、内勤職員も定年延長に
向けた動きが相次いでいる。いずれのケースも、シニア
社員が働きがいをもって安心・安全に働ける環境の整
備が一層重要になっている。
　シニア社員の活躍に向けた視点としては、「対象職
務の拡大」「適正な処遇の実現」「多様なニーズに対
応した就労環境の整備」の大きく3点あると考えている。
ここでは細かく触れないが、重要なことは、シニア社員を
戦力としてしっかりと位置づけ、役割発揮を期待するこ
とだと思う。法対応の視点だけで雇用継続しても当該層
のモチベーションは下がりかねず、会社・シニア社員の
双方にとって良い結果にならないのではないだろうか。

ダイバーシティ＆インクルージョンを一層推進する
　多様な人材や価値観を認め合うことが創造性発揮
や生産性向上の契機となることは、もはや論を俟たない
だろう。その対象は、前述した女性やシニア社員にとどま
らず、パート・契約社員、ＬＧＢＴ、障がい者、外国人など
に及ぶ。すべての働く者が差別や偏見を受けることなく
安心と働きがいをもって仕事に従事できる環境づくり
や、助け合い・支え合う職場風土の醸成は、今後ますま
す重要になると考えている。

４. 今後の運動の展望
お客さまや社会の負託に応える生保産業・営業職員
体制をつくる
　社会・経済構造の変化が進み、生保産業をめぐる環
境も激変する中で、生保各社の経営戦略（チャネル戦
略、商品戦略、運用戦略、提携戦略、海外戦略など）は
多様化・個別化している。
　生保労連としては、各社がどんな経営戦略を採用し
ようともお客さまや社会の負託に応えていけるよう、加盟
組合とともに、経営に対するチェック・提言やＣＳＲ／ＣＳ
Ｖの推進、営業職員のコンサルティング力向上などの取
組みを一層強化していく必要があると考えている。中で
も組合員の7割強を占める営業職員は、お客さまにとっ
て最も身近な存在であることからも、教育・育成体制を
強化し、お客さまの満足度を高めていくことが一層求め
られていると認識している。
働き方改革を通じて 安心と働きがいのもてる労働条
件・職場環境をつくる
　「働き方改革」もますます重要になっている。とりわけ
長時間労働はさまざまなリスクを内包しており、抜本的な
改革が求められるが、働き方改革の目的は単なる時短
でもなければ人件費削減でもない。働く者の意欲・モチ
ベーションや能力を高め、職場・企業の活性化と生産
性の向上をはかり、お客さまや地域・社会に一層貢献し
ていくことにこそある。
　働き方改革は労働時間問題以外にも多くの課題があ
るが、生保労連としては、2018年8月に取りまとめた、働き方
改革への対応指針ともいうべき「総合労働政策」に沿っ
て、加盟組合の取組みを後押ししていきたいと考えている。
加盟組合・組合員から頼りにされる産業別労働組合を
めざす
　生保労連では現在、向こう10年を見据えた運動の中
期ビジョンの策定に向けて検討を進めている。論点は多
岐にわたるが、今後一層求められる視点の一つとして、
日本社会や産業をめぐる環境が先行き不透明感を増す
中、産業別労働組合としていかに先見性をもった課題
提起を行い、加盟組合・組合員を先導する役割・機能
を発揮していけるかという点が挙げられると考えている。
　今年は生保労連結成50年を迎える年でもあり、この
ような視点も含め、どうすれば産別として組合員や社会
の負託に応える運動を展開していけるかを真摯に議論
し、新たな展望を見出す年にできればと思っている。
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　情報産業労働組合連合会（情報労連）は、情報
通信・情報サービス業をはじめとして、通信建設、ケー
ブルテレビ、運輸、医療・福祉、警備――等、多様な
業種・業態で働く皆さん（250余組織・20万組合員）
が集う産業別労働組合（複合産別）であるが、本稿
では、対置する中心的な産業（情報通信・情報サー
ビス）について述べることとする。
　
１. 経済
世界的なデジタル革命による産業・社会の変化へ
の対応
　「アベノミクス」の成果というよりは、第４次産業革
命という世界的潮流の中で現状を見つめるべきでは
ないだろうか。近年、ＩＣＴ（インフォメーション＆コミュニ
ケーション・テクノロジー）は、指数関数的な進化を遂
げており、高速インターネットやスマートフォン等の普及
とともに、クラウドサービス、ＩｏＴ／ビッグデータ・ＡＩの
進展による産業や社会の変化は、私たちの暮らしや
仕事に大きな変化と影響を及ぼしている。
　『平成30年度版情報通信白書』によれば、「情報
通信業」の実質ＧＤＰは45.4兆円で、全産業の約１
割となっており、「FinTech」や「EdTech」をはじめと
して、あらゆる産業において国境や産業の垣根を超
えた競争が激化する状況にあり、産業発展を支える
社会的基盤を有する通信事業者（労働者）の果た
すべき役割（社会的責任）の高まりを痛感するところ
である。
　加えて、世界に類を見ない超少子高齢化・人口
減少社会の到来と労働力人口の減少期を迎えてい
る日本においては、生産性向上や多くの社会的課題
に対するＩｏＴ／ビッグデータ・ＡＩ等の積極的活用は
不可欠となっており、国民生活の安定・向上や、持
続可能な社会の実現に向けたツールとしての役割も
期待されているところである。
　このような中で、ＧＡＦＡ（グーグル・アップル・フェイ
スブック・アマゾン）等のデジタル・プラットフォーマー
が収集する多種・多様で膨大な情報の取り扱いや、

年々被害が拡大し手口が巧妙化しているサイバー攻
撃への対処がグローバルな課題として浮上している。
　仮想空間における人権や著作権の侵害、倫理的
問題のある技術開発――等、現行の法制度では律
しきれない多くの問題が派生しており、今後のグロー
バルレベルでの標準化や各国における法規制の動
向についても注視しなければならない。
　また、経済産業省が昨年９月に公表した『ＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）レポート』によれば、「既
存システムの複雑化・ブラックボックス化や最先端人
材をはじめとしたＩＴ人材不足（2025年で43万人の
不足）への課題が克服できない場合、2025年以降、
最大12兆円／年（現在の約３倍）の経済損失が生
じる」とのことであり、高度人材の育成・確保が国家
的課題であるとの認識に立ちたいと思う。
　以上申し上げたように、今日のデジタル革命による
産業・社会の劇的変化やグローバル化への対応は、
官民の連携や省庁の垣根を越えたオールＪＡＰＡＮ
での総合的戦略の速やかな実践が不可欠となる
が、情報労連としても情報通信業界としての、国民
生活の向上や産業発展に資する安定した通信の確
保、次世代の基幹通信ネットワークである第５世代移
動通信システム（５Ｇ）の整備・拡大、早急な最先端
ＩＴ人材の育成・確保――等への対処が求められて
いる。
　
２. 産業構造の転換
２－１. ＡＩの進展等による産業等の変化
　先述したように、インターネットやスマートフォンの普
及に加え、ＩｏＴ／ビッグデータ・ＡＩの進展は、イノベー
ションや既存ビジネスモデルの転換をもたらしており、
情報労連傘下の加盟組合に対置する多くの企業
が、個社の構造改革とともに、産業の垣根を越えた
異業種間連携や統合にチャレンジしている。
　このような中で、とりわけ情報通信・情報サービス
企業においては、ＧＡＦＡ等への「人材流失」や高度
ＩＴ・セキュリティ人材の確保が大きな経営課題となっ
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ており、新たな処遇制度（市場価値に応じた報酬）
の導入によるＡＩ・ＩｏＴ・クラウド等の先端技術者や、コ
ンサルティングの領域において卓越した専門性を有
する人材の獲得競争が過熱する状況となっている。
　加えて、クラウドソーシングの環境がより使いやす
く、より安価になったことから、インターネット上のマッチ
ングサイトや自身のページ等を通じて仕事（データ入
力やシステム開発）を受注・納品する働き方（クラウド
ワーカー）が急増し、報酬の遅延や不払い、さらには
不当な評価なども現出しており、クラウドワーカーを適
切に保護するための法整備等の必要性についても
認識するところである。
２－２. ＡＩの進展等による雇用への影響
　オックスフォード大学教授のカール・フレイとマイケ
ル・オズボーン両氏の論文『雇用の未来』（2013年
発表）にある「米国の労働人口の47％が10 ～ 20年
内に機械に代替されるリスクがある」という衝撃的な
推計は、ＡＩを含む機械が人間から労働を奪うという
「雇用の未来」に関する論議を世界各国で巻き起こ
した。
　日本においても野村総合研究所が、同趣旨のレ
ポートを公表しており、労働組合としてもその大きな方
向感について認識を共有するものであるが、大事な
ことは、これまでに人類が経験したことのないスピード
感と規模感で押し寄せる変化や、デジタル革命に
よって生み出される新たな雇用やビジネスモデルへ
の対処であり、このことは、労使共通の最重点課題と
して組合員・社員のスキル開発・スキル転換に取り
組む必要があるということである。
　多くの産業・企業が熾烈なグローバル競争を強い
られる中で、多様な人材の活用は競争力を高める大
きな要素であり、「ＡＩの進展等によりどのようなスキ
ルやタスク等が代替され、何が必要とされるのか」を
見極めつつ、労働者が今後も雇用され続けるために、
「産官学金労」の連携による社会的な仕組みの構
築等を含めた対応が必要との認識を持っている。
　
３. 多様な人材
さらなる職場環境の整備に向けて
　情報通信業においては、これまでも、育児休職制
度の充実をはじめ、65歳までの継続雇用制度におけ
る処遇面の充実や、障がい者の雇用拡大への対応
強化など、労働意欲のある多様な人材が適切な処
遇で働き続けられる職場環境を追求してきた。
　今後に向けては、①さらなる女性活躍に向けて
は、制度の使いやすさやキャリア形成などに関わる運
用面の課題、②高齢者の継続雇用制度において
は、70歳までの雇用延長を視野に入れた雇用政策

の検討、③障がい者雇用では、職場のバリアフリー化
やテレワークの推進や、障害者雇用促進法に基づく
雇用拡大や定着率の向上――等に取り組みたいと
考えている。
　外国人労働者については、研究開発職における
高度人材やグローバル事業を展開する企業を中心
に雇用している状況であるが、恒常的な人手不足が
顕在化している「通信建設業」等においては、外国
人労働者の受け入れについての具体的な検討が進
んでいる。
　情報労連として、外国人労働者の採用について
否定するものではないが、本年４月より外国人労働
者との雇用契約に導入される「在留資格」等の制度
については、技能実習制度における課題、および雇
用や賃金相場への影響等について論議が不十分
な中での法の施行であり、制度運用や外国人労働
者の労働・生活実態などについて、引き続き、注視し
ていきたい。
　
４. 今後の運動の展望
　冒頭でも触れたように、情報労連は、250余の組
合が集う産業別労働組合であるが、社会的存在とし
て３つの機能（経済・相互扶助・政治）を有する労
働組合の役割は、働く者・生活者の視点にたった政
策の立案と、その実現にある。
　情報労連は、めざす社会像として“「自立・自律」と
「協力・協働」によって実現する「暮らしやすい社
会」”を掲げ、３つの「政策（総合労働政策・社会保
障政策・情報福祉政策※）」と「行動」からなる『情
報労連21世紀デザイン』を提起している。
　その詳細については割愛するが、加盟組合（組合
員）はもとより社会からも「信頼」と「共感」を得る運
動展開をめざしたいと考えている。そのために、時代
の変化に即したＩＣＴＳ政策※をはじめとした各種政
策の立案と実現、スケールメリットを高めるための仲
間づくり（組織の拡大）、業務災害ゼロに向けた安全
労働の徹底―――等を重点課題として取り組みを
進めていくこととする。

※ 情報福祉政策、ＩＣＴＳ政策
情報労連では、ＩＣＴを個人や社会の“Ｗｅｌｌ-Ｂｅｉｎｇ”の
向上に役立てる意から、暮らしに密接なＩＣＴをめぐる政
策を「情報福祉政策」と定義している。
ＩＣＴＳ政策は、「情報福祉政策」の考え方を基本に「情
報通信政策」と「情報サービス政策」を一体のものと捉え
た政策（情報通信（ＩＣＴ）+サービス（Ｓ））として情報
労連が独自に提唱したもの。
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１. 経済
一番の課題は少子高齢化・人口減少
　デフレ脱却・経済再生に向け、大規模な金融緩和
政策・機動的な財政出動・民間投資を喚起する成長
戦略から、さらに一億総活躍社会の実現という、新三
本の矢が放たれたが、大手民鉄の決算状況の推移を
見ると、特にインバウンド需要が好調であることから、輸
送人員の増加に加え、ホテル・レジャー・流通業を中心
に増収と、これまでの経費節減効果による増益となっ
ており、経済財政施策そのものが直接、私鉄・バス・ハ
イタク経営に、大きく役立ったとは考えにくいのが実情
である。
　特に、鉄道事業の大規模設備投資は、輸送力増
強・安全対策など、計画的に進めてきたものであり、更
に近年では、交通バリアフリー法施行により、公共交
通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上も
図っている。主な取り組みの具体例として、鉄道事業
においては、エスカレーター・エレベーターの設置にはじ
まり、車内の車椅子スペースの設置や女性専用車両
の運行などがあげられる。バス事業においては、人にや
さしいバスの運行として、ノンステップバスの導入がある
（導入にあたっては国や自治体の購入補助がある）。
また、ハイタク事業においては、きめ細かなサービスとし
て、高齢者・障がい者等、お手伝いを希望される方々
のためのケア輸送サービスをはじめ、マタニティータク
シー（妊婦対応）・キッズタクシー（育児支援）といった
子育てタクシーなどがある。
　公共交通という産業の特性は、安全・安心であり、
移動のお手伝いにより、地域の活性化や町づくりに
貢献するというものである。しかし、都市部と地方とで
は差があるものの、少子高齢化という構造的な問題等
により、輸送人員の減少に歯止めがかからない状況で
ある。
　従って、将来に向けて少子高齢化・人口減少は産
業が抱える一番の課題である。
　

２. 産業構造の転換
自動運転の実用化の動向について
　鉄道の自動化・ＡＩの進展については、既に、ＪＲ東
日本が山手線E235系で、自動列車運転装置（ＡＴＯ）
等による実証実験を実施しており、経営方針である
「変革２０２７」でドライバレス運転を掲げて開発を進め
ている。現在開発を進めているＡＴＯは一般的なＡＴＯ
機能に加え列車の遅れや急遽の徐行運転など、運行
条件を反映し最適な運転を行う高性能なものである。
自動運転については、既に関東圏で「日暮里舎人ライ
ナー」「ゆりかもめ」、関西圏で「南港ポートタウン線」に
おいて導入されている。
　大手私鉄のＡＴＯの装置については、東京メトロの
丸ノ内線・千代田線・有楽町線・副都心線・南北線
などで導入されている。また、安全対策の観点から、
ＡＴＯに欠かせないのがホームドアとなっている。
　バスの自動運転（無人運転）については、課題が多
くある。具体的には事故などの緊急時の対応や介助
の必要な利用者への対応があげられる。自動車交通
体系全体の自動運転化が進むまで約20年かかると言
われていることから、バスの完全自動化にも同様の期
間が見込まれているが、バスの運転士不足という問題
を抱えている現在、バスの改造費用が数百万円程度
と安価であることを考慮すれば、比較的交通量の少な
い郊外、空港内や大学・公園内など、他の自家用自動
車が入らないところの実用化は、早いと思われる。自動
化が期待されているのは、中山間地域の交通空白地
域の交通手段の確保としてあげられる。この様な地域
は、高齢化と過疎化が急速に進んでおり、タクシーの
存在もなく、そのため公共交通機関から、居住地まで
の移動手段の確保が課題となっており、「道の駅」など
を利用した自動運転の実証実験が進められている。
　また、国土交通省・内閣府では、高齢者等のモビリ
ティ確保の観点から、ニュータウンにおける公共交通
ネットワークへの自動運転サービスの社会実装に向け、
東京都多摩市、兵庫県三木市などで、自動運転車両
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を用いた実証実験なども行われている。
　タクシーの自動運転についても、既に大手町―六
本木間で実証実験が行われており、2020年の自動
運転タクシーの実用化を目指している。
　各業種の動向は以上であるが、労働組合として雇
用の確保と安全を最優先に対応しなければならない。
　
３. 多様な人材
65歳までの雇用はほぼ確保、女性の就労環境整備が急務
　私たちの産業における課題は、少子高齢化・人口
減少が進展する中で、都市一極集中と地方の過疎化
に歯止めがかからず、厳しい経営状況が続いているこ
とである。更に、バリアフリー対策や環境対策などへの
対策によるコスト増など、公的支援なくして路線を維持
することが困難な状況になっている。
　また、要員不足と人材の育成は、喫緊の課題となっ
ている。交通運輸産業特有の長時間労働、不規則勤
務は若い人たちに敬遠されている。こうしたことから、
要員不足が残業を増やし、長時間労働に拍車をか
け、それが更に離職につながる悪循環となっている。ま
た、技術系職場では、ユニット交換化や外注化により
要員が減り、安全を支える技術の継承に支障をきたす
など人材育成が課題となっている。
　従来、男性の職場とされてきた交通運輸産業にお
いては、女性が就労するための環境の整備が遅れて
いる。女性の職種は、近年、鉄道乗務員も増えてきた
が、日勤や短時間勤務を希望する人が多いことから、
事務系や駅係員などにとどまっている。しかし、要員の
確保には女性の社会進出が求められており、そのた
めの環境整備を急がなくてはならない。
　私鉄総連では、2013年秋闘（労働協約改定闘争）
で統一要求として、①男女雇用機会均等法に鑑み、
女性の雇用促進、職域の拡大および母性が尊重され
る職場環境・労働条件整備を行うこと、②働きがいの
ある労働環境と生活との両立が図られるよう多様な働
き方について協議すること、の２項目を掲げ、労使協
議機関を設置して女性が働きやすい環境整備に向け
て労使で取り組んできた。また、国土交通省が2013年
に設置した「自動車運送事業等の人材の確保及び
育成に向けた検討会」の答申には、女性の積極的採
用や新卒採用など多様な人材の確保が提言された。
しかし、現在のところ女性の就労は増えていない。労
働組合として女性が働きやすい職場環境や長時間
労働の是正に取り組むことは当然であるが、それだけ
では女性の就労は増えない。女性の家庭での役割の
見直しや、子育て支援の充実など社会全体の考え方を
見直し、就労環境の改善を図っていくことが必要である。
　一方、高齢者の雇用については、1997年秋闘の

統一要求で、年金の繰り延べに伴う雇用延長のため
の労使協議機関の設置を要求し、1999年秋闘では
①60歳以降の雇用期間を、厚生年金満額支給年齢
とリンクし、満65歳までとする、②雇用継続を希望する
者全員を雇用することを要求した。2005年秋闘で高
齢者雇用安定法の完全実施を要求。2011年秋闘で
は、60歳以降の働き方に関する労使協議機関を設置
し、2013年４月以降、厚生年金の報酬比例部分の支
給年齢引き上げに応じて、定年を段階的に引き上げる
ことを基本とすることを要求するなど、繰り返し要求し
てきたことで、65歳までの雇用はほぼ確保できている
と言える。また、バス・タクシーでは、厳しい要員不足を
背景に65歳以降の嘱託雇用などが、今後も増えること
が予想される。一方、運転業務は脳・心臓器疾患によ
る労働災害も多い業種であることから、健康チェックや
管理が重点課題となっている。
　昨今議論されている外国人労働者の就労につい
ては、現状は定住者など在留資格を有し、免許を取得
した人が、バスやタクシーの運転者として雇用されてい
る。技能実習生については、自動車整備業で認めら
れているが、自動車運送業の整備部門や関連整備
会社で技能実習性を受け入れるには規模が小さく現
実的ではない。また、運転業務への技能実習の適用
拡大については、事故やトラブル発生時のコミュニケー
ション、特に乗客への説明や、会社・警察などへの報
告などに懸念があり、少なくとも現行の大型二種免許
や、普通二種免許を取得するための語学力が必要で
あり、困難と言わざるを得ない。
　
４. 今後の運動と展望
　私鉄総連が目指す運動は、結成以来受け継がれて
きた、職場を基本とした組合員が主人公の取り組みで
ある。その中で、主要闘争など組織が一丸となり、丁寧
な議論で確実に取り組みを強化していくものである。
無関心な組合員を作らないことが、無責任な職場を作
らないことに繋がる。まさに労働組合運動は、職場が
原点である。そのためには、組合役員がもっと職場に
足を運ばなければ、組織は強化されないということだろ
う。また、産業が抱える課題は、これまで触れてきたよう
に、長時間労働・要員不足ではあるが、ＡＩが全てを補
うには時間もかかる。そして、少子高齢化・人口減少
は、今後さらに産業にとって深刻な問題となるだろう。
労使間で解決できる問題でないために、将来に向け
た交通政策が必要である。利用者の移動の手段とし
て、交通体系がどうあるべきなのか、地域にあった街づ
くりと共に、公共交通を描いてゆかなければならない。
地域が元気になり、働く者も元気に、安心して暮らせる
社会、魅力ある公共交通を目指して行きたい。
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明日の組合政治活動のために（その三十・最終回）

早稲田大学社会科学総合学術院　教授　篠田　徹

　さて、突然だがこの連載も今回が最後となる。内容

的に特段ここで中止する理由はないが、もともと時限

的に始めたものでいつかは区切りをつけねばならな

いので、編集部が切りのいい回数で一旦お開きにし

てはという申し出に、それも一案と思い同意した。

　ここで休憩をいれ、改めて労働に関わる事柄全般

に間口を広げた「労働時評」といった内容で皆様と

再会したい。

　そこで最終回に当たって、筆者の労働政治研究

の原点である「連合」について、試論を述べておこ

う。

　大げさな物言いだが、思うに筆者の研究は勿論、

人生も連合とともにあった。

　連合が出来たすぐ後に、筆者は丁度今の勤務先

に来た。ただそれまでいた北九州大学では先輩教

員の下で労働政治の何たるかを叩き込まれた。また

地元の労組関係者を始め、多くの労組との交流を

通じ、労働運動の手ほどきを受けたのもこの時期で

ある。年の頃は２０代の最後の3年間。見るもの聞くも

のすべて新鮮で、吸収したものは五臓六腑に染み渡

る感じだった。

　当時結婚をし、子供ができ、その急な人生の祭りご

とに踊り出る一方、教壇に立ち、大学で働くことに意

気込んでいた。さらに単著を出す幸運に恵まれ、『世

紀末の労働運動』などと破天荒な書名で無鉄砲な

論を展開した。同時にこの時突如父を亡くし、生まれ

た子供は身体に重い困難を抱えた。

　それから30年。連合のことを考えるたびに、筆者は

いつもこの時の自分が思い出されて、少なくとも他人

事とは思えなくなる。

　突然だが、読者の皆さんはイーグルスの「デスペ

ラード」という曲をご存知だろうか。一時某ビール会社

のコマーシャルとともに有名になったので聞けば、「あ

ああれね」と頷く向きも多かろう。

　では歌詞はご存知だろうか。字面は、孤高のギャン

ブラーにいつまでも高めばかり追わず、自分の手持

ちの札の魅力に素直になれば自ずと道は開けるとい

うもので、「誰かに愛してもらえ」という最後のリフレイ

ンが泣かせるが、これは人生にもまた組織にも言える

ことだろう。

　回りくどい物言いはこの辺で止めにして、本論に入

ろう。連合は企業社会のイノベーターになるべきだ。

連合は企業社会の申し子である。ところがいつの頃

からか連合は、組織の内外から企業社会からの自律

を迫られるようになり、自身もそのつもりになった節が

ある。かく言う筆者も社会運動的労働組合主義なる

言葉をかざしてその流れに棹差したことがある。

　労働運動には社会運動の要素があるし、またなく

てはならないとは今も思う。ただそれを連合に期待す

るかどうか、正確にいえばどう期待するかはまた別の
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話だと思うようになった。

　それは連合がその期待に応えなかったからではな

く、連合には社会運動としてのあり方やそれとの関

係において、自身の持ち場や居場所を生かしたそれ

固有のものがあって然るべきだと考えるからだ。

　連合はその出自から言って、間違いなく戦後の高

度成長以降に発展した企業別組合の運動や活動

の延長にある。それは別の言い方をすれば、連合を

形成しているものの中には、戦後日本の企業社会

のありようと切っても切り離せないものがある。いや

もっと積極的にいえば、連合の母体の枢要な部分を

担ってきた大企業を中心とする企業別組合は企業

社会を経営者や政府と共に一緒に作ってきた。

　ここで企業社会の解釈や良し悪しの判断はしな

い。それよりも企業別組合とその伝統を引き継いだ

連合は、企業社会のイノベーター（革新者）であったと

いうことである。

　イノベーション理論の創始者であるシュンペーター

は、イノベーションを既存の諸要素の「新結合」と考え

ている。

　企業別組合は従業員を企業の正統な構成員に

し、それを代表する組合を企業のパートナーにするこ

とで、日本の経営方法を変えた。日本的経営の要素

の中に企業別組合が入るのは当然である。

　また企業別組合の連合体である産別は、この企

業別組合の「新結合｣を産業大に広げ、更に与野党

や政府、そして地域社会とも関係を持った。

　この産別が集まってできた連合は、この新結合を発

展させ社会や地域のパートナーとなることをめざした。

　だがこの新結合を各方面で模索した30年は必ず

しも順風満帆ではなく、試行錯誤のそれでもあった。

　もちろんそこには成果がなかった訳ではない。おそ

らく連合の最大の成果は、批判や非難、最悪の場合

には無視というネガティブな表現でも、日本国民に企

業経営における労働組合の発言を否定させなかっ

たことではあるまいか。

　それは評価以前の存在価値の問題であると嘆く

読者もいらっしゃろう。けれども世界中の多くの国々

の間で、経営者や政府、あるいは労働者自身が働く

者の発言機構としての労組の存在を否定する勢い

は確実に増しつつある。

　もちろん連合はこの最低限の実績に甘んじる余裕

はない。

　おそらく連合が怠慢の誹りを受けるとすれば、日本

的経営が内外から一定の評価を受けた後、更なる

企業社会の進化を促すのに力が足らなかったことで

あろう。つまり連合とその基盤である企業別組合が力

を発揮できるはずの企業社会のイノベーターとして役

割を十分果たさなかったことである。

　安倍政権に一貫して「働き方改革」のイニシアチ

ブを取られたことは、その何よりの証左である。けれど

も働き方改革も、それを担う従業員集団がいなけれ

ば、所詮会社の門前で止まる。

　今ここで企業別組合の活動メニューやそれをバッ

クアップする連合の政策提案をする紙幅はない。

　けれどもそれらがいずれは、日本の企業社会をより

多様な人びとが包摂されるものにし、そのことで日本

の企業がそこで働くすべての人びとに働きがいを与

え、この開かれた活力ある企業社会を国民全員の幸

福を増進し、日本の社会全体を持続可能で希望のも

てる場所にしていくことに繋がらねばならないことは

確かである。

　もちろんこれが労働運動のすべての仕事ではな

い。ほかにもやるべきことはある。大事なことは労働

運動の中での役割分担を考え、それらがうまく繋が

り支えながら全体を盛り上げていく。企業社会のイノ

ベーションは連合が担う大事な役割分担である。
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平成の民主的決定
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　1月下旬、人気アイドルグループ「嵐」は、２年後を目処に

活動休止するとの会見を行った。このニュースは、菅官房長

官が「突然のニュースで驚いている」と翌日の記者会見で

話すなど、芸能問題の領域を越えて、社会に大きなインパク

トを与えた。嵐の会見でとくに印象的だったのが、活動休止

の決定は、メンバー５人全員の合意による結論であることを

強調した点にあった。嵐が所属するジャニーズ事務所では、

2016年にも有名アイドルグループＳＭＡＰの「泥沼」の解散

劇が盛んに報じられ、ＳＭＡＰの解散と嵐の活動休止への

見方が対照的に映った視聴者も少なくなかったようにも思

われる。また活動休止を申し出たリーダーの大野氏の、アイド

ルという「仕事」から一度離れたいと話す姿からは、普段の

「夢を売るアイドル」とは異なる「労働としてのアイドル」とい

う新たな像も垣間見えた。こうした背景もあって、嵐の活動

休止に関する会見以降、芸能問題とは異なる視点、すなわ

ちグループにおける意思決定の視点からこの話題を考察す

る論考が見られた。そこで今回は、嵐の活動休止をテーマと

して、集団（組織）における意思決定や新たな労働観の実

相について検討していきたい。

多数決ではない納得する民主的決定
　内山宙（弁護士）「『嵐は民主主義』で決まった活動休
止」（『WEB�RONZA』2019年2月15日）では、個人

を尊重しつつ、メンバー全員が納得に至るプロセスによって

嵐の活動休止が決まった点を強調する。とりわけ、今回のよ

うに活動休止を必ずしも望まないメンバーの多数派が、少

数派である大野氏の意見を排除するのではなく、異なる意

見を有する集団の中で方向性や今後の在り方に関する妥

協と議論を続け、最終的に共通の結論にたどり着いた点に

ついて、「多数決」以外の民主的決定の方法があることを

想起させると指摘する。また矢野利裕（文芸評論家）「嵐、
たどりついた民主的合意　『ＳＭＡＰ以後』の姿示す」
（『朝日新聞』2019年1月30日）も、2016年に解散した

ＳＭＡＰと対比しながら、今回の決定に至るプロセスを好意

的に評価している。当時、ＳＭＡＰメンバーによる生放送での

釈明の様子は、国民的な人気グループといえども、所属事

務所の管理下にあることを我々に強く認識させるものであっ

た。また、こうした事務所主導の世論形成は、とくにネット時

代においては不可能であることが明白となった。集団（ジャ

ニーズ事務所）と所属員（嵐）の関係の変化が、今回のよう

な「合意による決定」を可能にしたのだと解釈する。

嵐の休止からみる新しい働き方
　また他にも、嵐の活動休止を、日本社会の構造の写し鑑

として捉える論考もある。たとえば、金子浩明（グロービス
経営大学院教員）「嵐の活動休止で考える『中年の発達
課題』とSMAPとの違い」（『GLOBIS知見録』2019
年2月11日）は、ライフサイクル理論を援用しながら、いわゆ

る中年世代に差し掛かったアイドルたちが直面する「停滞」

との向き合い方について議論する。そうした中で、嵐は、次

世代の育成やメンバーの新たなアイデンティティの確立に向

けた次のステージとして「活動休止」を選択したのであり、そ

うした決定様式は決してネガティブでなく、むしろ現代的な

意義があることを指摘する。また山口博（モチベーションフ
ァクター代表取締役）「嵐の活動休止を無責任と考える
人は『社畜』度が高い理由」（『DIAMOND�ONLINE』
2019年2月5日）は、記者会見の中で飛び出した「突然

の活動休止は無責任ではないか」といった捉え方に対して

反論する。今回の活動休止は、海外企業では一般的なサ

バティカル（長期的な休暇）制度と相似形であり、社員の成

長を促す仕組みとして、これを機に、広く日本社会に導入さ

れるべきだと主張する。常見陽平（千葉商科大学国際教養
学部専任講師）「幸せに働くために…嵐の活動休止から
学ぶ『転身』の流儀」（『Sankei�Biz』2019年1月31
日）も、大野氏の意向に賛意を示した上で、多くの人 も々、自

身の今の仕事が嫌になったり飽きたりする前に「転身」する

勇気を持つべきだと主張する。

ポスト平成の意思決定とは
　今回は、嵐の活動休止をめぐる論考の整理を通じて、現

代的な意思決定のあり方について検討した。今回の嵐の

決定は、単なる芸能ニュースを越えて、「納得する民主的決

定の方法」「やりがいと労働のバランス」といった現代に山

積みの課題に対する処方箋を示唆している。一方で、永田

町に目を転じれば、時に「働き方改革」と逆行するかのよう

な種々の制度が検討されたり、しばしば数に任せた意思決

定が横行したりしている。私たち一人ひとりが会社や地域な

どの社会というグループを構成する「メンバー」であると考え

れば、嵐の活動休止に至るプロセスから、働き方や組織との

付き合い方について学ぶべき点は少なくないだろう。

秦正樹（はた・まさき　政治行動論・政治心理学）
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　１. はじめに

　1957年、伊藤雅俊がイトーヨーカドーを設立した。

前身企業は、1920年に伊藤雅俊の叔父の吉川俊

雄が開業し、兄の伊藤護が途中から参加した羊華堂

洋品店であった。伊藤雅俊は1924年に東京で生ま

れ、横浜市立商業専門学校を卒業後に出征し、戦

後は三菱鉱業（現三菱マテリアル）で働きはじめたが

退社して羊華堂洋品店へ合流した。ところが、1956

年に伊藤護が逝去したため、事業を継承してヨーカ

堂にした。その後、伊藤ヨーカ堂、イトーヨーカ堂への

改称を経て、イトーヨーカドーとなった。

　伊藤雅俊は、母親のゆきや護が商いに心血を注

ぐ働きぶりを凝視してきたため、地味で慎重な営業

を心がけた。多店舗になっても家族経営の名残りを

とどめるイトーヨーカドーは、決して性急な拡大路線を

とらず禁欲的であった。伊藤雅俊は、大きすぎない

会社がよい、と広言するほどで、当初は長期安定低

成長をねらうように、急拡大を急ぐチェーンストア企

業群の陰にいた。しかし、1960年代に入って、伊藤

雅俊がアメリカでのチェーンストア視察から帰国する

と、赤羽、北浦和、小岩、立石、蒲田、大山、三鷹、溝

の口、田無へ出店を重ねて着実に多店舗化を進め

た。

　1970年に創設された全繊同盟流通部会はチェー

ンストア5労組が集結して発足したが、全繊オルグは

その間も名だたるチェーンストアを標的に労組の結成

に全力を傾けており、矛先はイトーヨーカドーの労働者

にも向けられていた。

　シリーズ第10話は、日本最有力の労組となったセ

ブン＆アイグループ労働組合連合会の中心であるイ

トーヨーカドー労組の結成を取り上げ、初期活動を推

進し、委員長に長期就任したキーパーソンの塙昭彦

に注目する。

　２. イトーヨーカドー労組の結成

　全繊同盟は、1969年からイトーヨーカドーに接近し、

労組の結成を誘導するために、労働者のみならず経

営陣への接近を試みた。後にセブン＆アイグループ

会長に昇りつめる、当時の人事部長鈴木敏文との

接触にも成功している。ところが、前職トーハンでは労

組書記長をつとめていた鈴木敏文は、労組を知悉

するだけに当初は労組に懐疑的であった。労組の結

成に反対の立場というより、むしろイトーヨーカドーに

労組を必要とする強力な理由があるのかどうかを自

問自答していたのである。

　一方、伊藤雅俊は、勤務していた三菱鉱業で先

鋭的な活動の弊害を体験していただけに労組に否

定的であり、同時に商人の観点によれば労組は理

解しがたいものであった。すなわち、店主と従業員が
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一体となり顧客と接する大事な関係の外に突如とし

て出現する、経営者と労働者の関係が意味不明で

あった。もちろん、自ら労組に身を投じた経験はない。

だが、両者の労組に対する大きな認識の差異が露

わになると、かえって冷徹な鈴木敏文は、イトーヨーカ

ドーの将来にとって労組が必要になる局面がくること

を予感した。

　経営陣の内部で労組を巡る賛否が交錯する中

で、伊藤雅俊の抵抗感がやや和らいだのは、全繊同

盟会長滝田実とのトップ会談であった。「まさか労働

組合ができるとは、もうイトーヨーカドーもおしまいだな」

と重い足取りで全繊会館を訪れた悲観論者の伊藤

雅俊であったが、「労使は鏡のようなもの」「企業が繁

栄するには労使の切磋琢磨が避けて通れない」な

ど、滝田実の持論を聞き、再考することとなった。

　実は、伊藤雅俊の労組への懐疑は、後年になっ

ても改まることはなかった。だが、この時点では、鈴木

敏文が労務一切の前面に立つということも視野に入

れ、滝田実の言動や実績を完全に否定するほどの

労組忌避の感情は抑え込んだ。

　経営陣が労組について検討しているとの噂が流

れると、機運の変化を感じ取った労働者たちは労組

結成に動き始めた。後に強力なリーダーシップでイトー

ヨーカドー労組を牽引する塙昭彦は、当初はこの動き

の中に巻き込まれる側であった。塙昭彦は、東京出

身の1942年生まれで、青山学院大学へ進学し、応

援団長をつとめていた。卒業後は、直ちにイトーヨーカ

ドーへ入社したわけではなく、国内でアメリカ系ジュー

ス会社、老舗フルーツ店、タイに渡って建設現場監督

といった複数多彩な仕事を経て、1967年8月に中途

採用された。

　イトーヨーカドーが初めて生鮮販売を開始した時期

で、果物を扱った経験を買われて生鮮担当となった

塙昭彦は、職人たちの独特の働きぶりや大雑把な賃

金や昇給に悩まされた。働きぶりに見合わない少額

の昇給に怒って辞表を書いた退職騒ぎも起こしてい

る。だが、個別交渉で解決をみると、果物、野菜、水

物、卵の仕入れを担当するマーチャンダイザーに昇格

し、一層の活躍を期待されていた。

　ところが、1970年に社命により参加したチェーンス

トアコンサルタントの渥美俊一が率いるペガサスクラ

ブのアメリカの流通企業視察研修から帰国すると、

職業人生が一変する。労組の結成の準備を急ぐ岩

国修一が塙昭彦を待ち構えていたのである。

　岩国修一は、判断力に秀でたリーダーである。

1935年京都に生まれ、高校卒業後は家業であった

染色会社の後を継がず上京して繊維商社の蝶理に

入社した。中央大学の夜間部へ通学しながら、学生

服の営業などを続けていたが、1965年に成長性の

見込まれるイトーヨーカドーへ転じた。当時のチェーンス

トア各社は来るべき成長を支える人材を熱望したが、

内部育成ではとうてい間に合わず、新卒採用だけで

なく大規模な中途採用を続けた。その多くは繊維産業

からの転職組であり、岩国修一もその一人であった。

　入社後にもさっそく判断力が発揮された。敏感に

労組の結成の動きを察知すると、これまで経験したこ

とのない労働に強い関心を持ち始めた。自身の給料

も蝶理時代の3分の2に減ったことや、年末ではなく

新年に賞与が支給されることが気になっていた。

　岩国修一は、労組の結成に乗り出す判断を下し

て覚悟を決めると全繊会館へ通いはじめ、労組づく

りや結成後の活動に関する実践的な学習を続けて

いたが、各職場から若手リーダー格を引き入れる段

階に至ると、塙昭彦に白羽の矢を立てた。

　こうして帰国直後の塙昭彦をつかまえて喫茶店に

誘って労組の結成を切り出した。不可欠な人材だと

判断していたから、結成メンバー候補一覧には塙昭

彦の部分だけが空欄になっていた。だが、腑に落ちな

い塙昭彦は当初は猛烈に協力を拒否した。

　主な理由は、伊藤雅俊の組合嫌いが社内に労組
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結成を阻む雰囲気があったことである。仕事以外の

集まりははばかられ、社内でも5人以上が集まれば噂

が立つ。また、イトーヨーカドーの家族商店のような実

態も邪魔していた。例えば、新規開店前日で深夜ま

で準備に追われていると、伊藤雅俊の妻や母親が

来店して、ねぎらいの精魂込めた握り飯が大量に持

ち込まれる。労組が突如として立ちはだかり労使関

係が差し込まれる事態は、こうした社風には似つかわ

しくないと思われた。

　ところが、労組結成の有志に尊敬する先輩が名

を連ねていたことで、一転して労組の結成には必然

性があると察知し、労組の結成に同意して設立メン

バーになることを決めた。塙昭彦が加わって結成準

備委員会の編成が完了すると、準備委員が終業後

に集まり、労組の勉強に3ケ月近くを費やした。準備

活動は、普段は21時近くから終電時間まで区切りを

つけていたものの、時には翌朝の始発時間にも及ん

だ。塙昭彦は強靭な体力を見せつけるように、連日

早朝まで続けた会合が終わってから、意気揚々で神

田市場へ直行する。

　準備期間中には、全繊同盟がイトーヨーカドー労組

結成後の加盟が規定路線であるかのような態度を

見せたことで、塙昭彦が激昂する一幕もあった。健全

な労使関係を作り上げることは大切だが、チェーンス

トア労働者が上部組合の考え方と異なる場合はどう

なるのか、全繊同盟と一緒にやれるのか、との危惧

を放置しない塙昭彦は、激しいだけでなく誠実であっ

た。だが、会社側の交渉相手となる手ごわい鈴木敏

文と徹底的に渡り合うのには、激しさと誠実さが必

要であったのかもしれない。全繊オルグもそれを見抜

き、実際に予想通りになった。

　またこの期間には、労組の準備を進める有志たち

の前に、別の労組結成を目論むグループが出現する

事件が発生している。1970年、労組結成の準備に

動いていた有志たちはいよいよ労組結成発起人委

員会を開催し、労組の結成を公然化させて組合員

の加入届けを集める活動に入った。ところが、随所で

新入の大卒社員たちの反発を受ける局面を迎えた。

塙昭彦も労組加入の説明活動の最中に、進行を止

めるかのような質問に遭遇し、別の労組結成グルー

プの台頭を実感した。

　ただし、この大卒を中心とした抵抗勢力の背景に

学生運動経験や左翼系労組の影響があるわけでは

なく、純粋に自主的な労組結成を目論んでいること

が判明すると、塙昭彦や岩国修一が乗り出して協力

の要請に当たった。その結果、両グループの統一が

合意され解決した。大卒グループの先頭で動いてい

たのは、後に第3代委員長やゼンセン同盟流通部会

長に就任する太田喜明であった。

　こうして団結を深めた有志たちは、組合員の勧誘

活動を続け、90％以上の加入に届いたところで最後

の準備に入り、1970年10月22日に東京都港区麻布

の国保会館で結成大会を開き、イトーヨーカ堂労働

組合（委員長岩國修一、書記長内藤佳宜、約2200

人、1972年にイトーヨーカドー労働組合へ改称）が誕

生した。結成大会には、社長の伊藤雅俊、全繊同盟

会長の滝田実も同席した。

　滝田実は、伊藤雅俊の挨拶を聞きながら、健全な

労使関係の見通しを持てたことを確信し安堵した。

会長職の立場上、結成大会には数えきれないほど

臨席したが、イトーヨーカドー労組の結成大会は労使

関係の合意が見事に成立した事例として鮮明な記

憶が残っている、と回想している。

執筆者の本田一成氏による『オルグ！オルグ！オル
グ！　労働組合はいかにしてつくられたか』（2018
年、新評論刊、384頁）が2018年度日本労働ペ
ンクラブ賞を受賞しました。割引注文書は、office.
orgorgorg@gmail.com まで。
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　（公社）国際経済労働研究所の第４回運動会（労働調査運動交流会）で企画した、「社会関与を考える」
では、社会関与の高い組織にヒアリングを行い、その思いや背景、具体的な取り組みを多くの労組に知って
いただく機会となりました。その内容をまとめたポスターをご紹介します！アサヒビール労働組合、味の素労働
組合、阿波銀行従業員組合、キリンビール労働組合、ＴＯＴＯ ＵＮＩＯＮ、パナソニック ホームズ労働組合の順
で掲載しました（研究所ＨＰからもご覧いただけます）。

『社会関与を考える』『社会関与を考える』

※内容は、2018年6月時点のものです。

ｖ

パナソニックク ホームズ労働組合

１．取り組みの位置づけ

社会活動を日常化。日々の情報発信も工夫
～“社会関与”の取り組み事例～

■「社会」はずっと昔から、組合活動の柱！
新中期ビジョンは、「個人」「会社」「社会」
「組合」の４本柱で、ありたい姿を描いている。

４．組合からの情報発信

２．社会関与の高い背景

友愛・環境保全を目的に、気
軽で身近な「ちょボラ」をは
じめ、各種ボランティアへの
参加機会と情報提供を実施！
各支部の活動も積極的に支援。

ヒアリングをもとに、（公社）国際経済労働研究所 作成

■社会活動やボランティアの“日常化”
取り組みは日常的に実施され、活動や機関誌等
を通じて、常に目に入る。多くの組合員にとっ
て、とても身近な活動。

■地域密着事業
住宅事業は地域密着。組合も会社も、「地域が
なくては事業は成り立たない」という意識。

■暮らしを提案するという意識
営業だけでなく、建築現場も、家を売るだけで
はなく“暮らしそのものを提案する”という意
識で働いている！

他社からも言われるほど、優しくて真面目な社員
が多い。これも、社会関与が高い背景の一つ。

この４領域を７つの
アクションに落とし
込み、推進。「社
会」は主に助け合う
活動として位置付け

１）“集める”
①書き損じハガキ、②使用済切手、外国コイン、
③使用済プリペイドカード、④善意の募金箱 等

２）“行動する”
①Let’s献血、②富士山植林ボランティア、
③パナソニック エコリレー ジャパン参画 等

３）“支援する”
①被災地支援、各種カンパ、自動車購入情報紹介制度

（ＣＩＣ）を通じた環境活動 等

３．具体的なエピソード

■機関誌で““プッシュ型”の情報発信
機関誌「Hot Line」は毎月１回発行。毎年、２月
号はボランティア特集号！大々的に取り上げる。
毎月掲載する支部や分会の活動紹介の中でも、地
域活動を数多く紹介。

パナソニック ホームズ労働組合
中央執行委員長 原野 達也様
(C) 2018 International Economy and Work Research Institute

優しい社員優 社員員員が多い？！

■身近で多様なボランティア活動

５．その他

①書き損じハガキ、②使用済切手、外国コイン、

４．組合からの情報発信

取り組みは日常的に実施され、活動や機関誌等
を通じて、常に目に入る。多くの組合員にとっ

４．組合からの情報発信

取り組みは日常的に実施され、活動や機関誌等
を通じて、常に目に入る。多くの組合員にとっ

多彩なボラン
ティア活動

社会活動も積極的に取り上
げて露出をＵＰ⤴
同時に、機関誌や議案書の
レイアウトも改善。より読
みやすくし、多くの組合員
の目に触れるように工夫。

ボランティアは、誰でも、いつでもできる活動で、
日常化されています。実際、献血などにも、多くの
組合員が参加します。
「自分だけ」ではなく、他の人のためにも、と思える
組合員が多いと思います。

■富士山植林ボランティア

年２回、５月と８月に実施。
５月は営業職も参加できる
よう、火・水曜で設定。三
島からバスで移動。参加者
は毎回、30～40名（全組合
員は3800名）。家族での参
加も多い。

組合員からの約9000
の意見を整理して中
期運動ビジョンを作
成。「社会」は組合
結成当時から脈々と
受け継がれてきた大
きな柱。領域の１つ
になるのは当たり前。
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欧米社会政治事情欧米社会政治事情欧米社会政治事情欧米社会政治事情 30

第6回：  英語で読める欧米社会政治関連書籍

　さて社会政治文献を紹介するこのコーナーも今回

でお開きとなった。そこで最後は「今月の英語で読め

る社会政治本」で締めくくろう。 

　選んだ本は、Raghuram Rajanの『The Third Pillar: 

How markets and the state leave the community 

behind』（Penguin Press、2019）である。

　筆者は元インド貯蓄銀行の総裁、中央銀行のトッ

プの力量を世界で高く評価され、IMFに迎えられ

る。最近はシカゴ大学のビジネススクールの教授とし

て活躍する一方、この間『Fault Lines』や『Saving 

Capitalism from the Capitalists』など、資本主義

の行き過ぎに警鐘を鳴らす著作を世に問い、その見

解や主張は世界のトップエコノミストの間で常に注目

されている。

　今回の著作は、これまでの彼の議論の一つの集

約点ともいえる。それはカール・ポランニーへの回帰で

ある。

　つまり市場とは本来虚構であるにもかかわらず、

19世紀以来あたかもそれ自体で存在するかのように

振舞い、社会から遊離して一人歩きした結果、多くの

人びとはそれに振り回され、自己防衛のために国家

の力で市場をねじ伏せようとする。ポランニーはこれ

が２０世紀前半に起きたファシズムの発生原理である

と問い、再び市場を社会に埋め直すことこそ、第二

次大戦という巨大な犠牲を払った人類が学ぶべき

歴史の教訓であるとした。

　これが第二次大戦後、オーストリアからの亡命先で

あるアメリカで執筆し出版した『大転換』の主張であ

る。

　彼のこの議論は、その後特に新自由主義とグロー

バリズムの伸張の中でしばらく人びとの注意から遠

今月の社会政治本

のくが、リーマンショック後、資本主義の失敗が叫ば

れる中で、日本を含め世界中で再び脚光を浴びてい

る。

　ただ当時はまだ市場主義と資本主義、特にグロー

バリズムの文脈でそれらと国家の関係に議論が集中

したが、本書はそれを、ポピュリズムが大きく力を持っ

てきた現代の状況を背景に歴史的にも地理的にも

包括的に論じた点に新しさがある。

　索引を見ると著者は本書でポランニーと『大転換』

の主張に一度だけ言及しているが、例えば、「経済

学者は自分達の研究を国家と市場の関係として理

解し、社会問題は他の研究分野に任せている（中略）

（だが：篠田）すべての経済学は実際には社会経

済学であり、すべての市場は人間関係と価値と規範

の網の目の中に埋め込まれている」という本書の扉

にある様に、『大転換』の主張をその言い方を含めて

踏襲している。

　この「人間関係と価値と規範の網の目」こそコミュ

ニティ、すなわち共同体である。本書の著者はその再

生と、市場、国家、そしてコミュニティの鼎立、つまりバ

ランスこそがこれからの世界にとって緊要と説く。「第

三の柱」とはこのことを指す。

　ここで興味深いのは、本書は現代のポピュリズムが

かつてのファシズム同様、市場の行き過ぎに対する

社会の自己防衛であると示唆している点である。

　さらに言えば、本書はポピュリズムを右のナショナリ

ズムだけでなく、昨今の左翼の復権も含めている。

　日本ではまだ余り報じられていないが、アメリカの

若者の資本主義離れと社会主義への接近は、今や

ジョークやレッテル張りの域を越えた現実である。その

中で労働組合への親近感も増している。ニューヨーク

を初め大都市で社会主義はライフスタイルでもある。

（最終回）
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本連載の掲載内容

① 「今月の進歩派社会政治」：英語で読める欧米進歩派雑誌の社会政治関連記事

② 「今月の社会政治論文」：英語で読める欧米学術雑誌の社会政治関連論文

③ 「今月の社会政治本」：英語で読める欧米社会政治関連書籍

④ 「今月の社会政治レポート」：英語で読める欧米シンクタンク報告

⑤ 「今月の社会政治記事」：英語で読める欧米新聞の社会政治関連記事

⑥ 「今月の北米」：米国、カナダのローカル紙に見る素顔の北米社会

　こうした動きを右のナショナリズムや、一部の白人

至上主義や移民排斥の動きと一緒に論じられるか

は議論の分かれるところだが、ポピュリズムを民主主

義の敵と論難するだけでは不充分で、そこにはそれ

なりの存在理由と基盤が備わりつつあることを認識

していることは重要だと思う。

　それはさておき、この「第三の柱」という議論は、ポ

ランニーだけに止まらない。石油ショック以降日本を

含む先進各国で見られた政労使協調の中の労使の

全国団体の市場統制力や中南米の独裁国家にお

ける労使の団体統治への注目を皮切りに、1980年

代以降世界の政治学を席巻したコーポラティズムの

議論もこれに重なる。

　このコーポラティズム論は、その後コミュニティと並

ぶ第四の統治機構ともいうべきアソシエーション（団

体）全般をめぐる議論に発展した。本書の議論はこ

れとも共鳴する。

　確かにコミュニティとアソシエーションを一緒にする

ことはできない。本書の著者も認めるように、コミュニ

ティは伝統や規制などしばしば選択の自由を制限す

る一方、アソシエーションは入退出の自由が大前提

である。

　だが本書が描く近代のコミュニティ、とりわけ地域

のそれには多くのアソシエーションが存在し、その社

会を支えている。

　また筆者が推奨するのは、伝統と規制で縛る古い

コミュニティではなく、多様な人びとがそこで協力する

開かれた地域コミュニティであって、彼はそれを包摂

的ローカリズムと呼ぶ。

　その意味で、本書のコミュニティにはアソシエーショ

ン的な要素も含まれている。

　実はこうした開かれた地域コミュニティにおける地

域活性化論は、近年欧米でしばしば見られる事例

や議論である。

　国家間や国政レベルの分断状況は深刻の度を増

している観もある。だがその一方で本書を始め、地域

で始まっている分断を乗り越える問題解決のための

コラボへの注目もまた現代世界の中で忘れてはなら

ない動向である。

　最後にこの間多くの英語文献の紹介にお付き合

い頂き、深く感謝申し上げる。戦後日本は世界の動

向に飢え、学者や専門家のみならず多くの老若男女

が横文字を読み漁った。

　だが情報洪水ともいえるこの頃は、皮肉にも他国

への純真な関心が薄まっている。それは他者への共

感力の低下と喪失の現れであることを肝に銘じたい。
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年  月

生　産
指　数

（鉱工業）

生産者
製品在庫
率指数

（鉱工業）

稼働率
指　数
製造（工業）

機　械
受　注
船舶・電力（除く民需）

工　作
機　械
受　注
総　額

建築着工
総　 計

（床面積）

企業倒産
負債総額（千万以上）

貿 易 統 計

輸 出 輸 入 差 引

2015＝100 2015＝100 2015＝100 億　円 100万円 1000㎡ 件　数 百 万 円
2015 97 .4 115 .0  94 .8 101,838 1,480,592 104,038 9,543 75,613,929 78,405,536 -2,791,607
2016 97 .6 114 .2  97 .6 103,098 1,250,003 105,540 8,446 70,035,770 66,041,974 3,993,796
2017 − − − − 1,780,339 106,593 8,405 78,286,457 75,379,231 2,907,226

2017.11 104.2 101.5 103.4 8,992 158,496 11,591 677 6,921,010 6,813,897 107,113
12 105.8 101.3 105.1 8,060 165,902 10,151 696 7,303,877 6,947,698 356,179

2018.1 100.8 109.7 99.8 8,723 154,391 9,468 635 6,086,276 7,034,545 −948,268
2 103.5 104.1 102.4 8,910 155,194 10,083 617 6,463,307 6,463,409 −102
3 105.7 106.1 103.6 8,566 182,860 9,990 789 7,382,565 6,589,334 793,322
4 105.4 102.8 105.1 9,431 163,063 11,733 650 6,822,349 6,201,554 620,795
5 104.8 105.3 103.8 9,079 149,244 10,912 767 6,323,560 6,906,909 −583,349
6 103.4 104.1 100.7 8,276 159,293 11,350 690 7,053,219 6,334,831 718,388
7 103 105.8 100.3 9,186 151,135 11,869 702 6,747,928 6,982,885 −234,957
8 103.3 102.7 102.7 9,815 140,391 10,906 694 6,692,008 7,140,761 −448,753
9 102.9 105.2 101.2 8,022 153,454 11,160 621 6,719,423 6,592,893 126,530

10 105.9 104.7 105.2 8,632 139,619 11,609 730 7,243,875 7,697,758 −453,883
11 104.8 102.4 106.3 8,631 131,605 11,194 718 6,927,097 7,666,200 −739,103

前月比（％） −1.0 −2.2 1.0 0.0 −5.7 −3.6 −1.6 −4.4 −0.4 62.8

前年同月比（％） 0.6 0.9 2.8 −4.0 −17.0 −3.4 6.1 0.1 12.5 −790.0

資料出所 経 済 産 業 省
内閣府

機械受注統計調査
日本工作
機械工業会

国土交通省
建築着工統計調査

東京商工
リサーチ

財　務　省
貿 易 統 計

年  月

労働力人口 職業紹介 税込現金
給与総額

実質賃金
指　　数

総実労
働時間

（全産業）

消費者物価指数
C.P.I

全国勤労者世帯家計
収支（168都市町村）雇　用

労働者
完　全
失業者

月　間
有　効
求人数

有効求人
倍　率（全産業）（全産業） 東京都

区　部
全国167
都市町村 実収入 実支出

万  人 万  人 千  人 倍 円 2010＝100 時 間 2015＝100 円 円
2015 5,640 222 2,334 1.20 313,801 94.6 144.5 100.0 100.0 525,669 413,778
2016 5,729 208 2,570 1.39 315,590 100.7 143.7 99.8 99.9 526,973 407,867
2017 5,460 190 2,726 1.54 316,966 100.5 143.4 100.0 100.4 533,802 412,462

2017.11 5,865 178 2,787 1.63 277,885 87.6 145.6 100.6 100.9 433,186 383,057
12 5,863 174 2,725 1.69 551,896 173.5 144.2 100.9 101.2 940,875 509,897

2018.1 5,880 159 2,780 1.59 272,902 85.6 133.8  100.8 101.3 442,129 399,428
2 5,875 166 2,839 1.68 265,434 83.3 139.0 100.5 101.3 505,989 373,107
3 5,872 173 2,893 1.62 284,367 89.5 142.7 100.5 101.0 453,676 415,354
4 5,916 180 2,786 1.49 276,663 87.3 146.2 100.5 100.9 495,370 425,096
5 5,931 158 2,753 1.47 275,508 86.7 140.0 100.5 101.0 439,089 312,354
6 5,940 168 2,729 1.52 447,206 141.0 147.7 100.5 100.9 808,716 445,753
7 5,953 172 2,722 1.58 376,619 118.7 145.3 100.6 101.0 605,746 430,452
8 5,953 170 2,749 1.62 276,123 86.4 140.1 101.3 101.6 510,437 407,741
9 5,966 162 2,731 1.64 269,656 84.1 139.1 101.4 101.7 447,459 384,665

10 5,996 163 2,838 1.66 285,196 84.2 144.0 101.7 102.0 515,729 402,643
11 5,983 168 2,825 1.69 285,196 88.5 147.4 101.4 101.8 455,644 303,516

前月比（％） −0.2 3.1 −0.5 1.8 0.0 5.1 2.4 −0.3 −0.2 −11.7 −24.6 

前年同月比（％） 2.0 −5.6 1.4 3.7 2.6 1 .0  1 .2  0.8 0.9 5.2 −20.8 

資料出所
総　務　省
労働力調査

厚　生　労　働　省
総　務　省

総　務　省
家 計 調 査職業安定業務統計 毎月勤労統計調査

p：速報値（preliminary）     r：訂正値（revised）

　※生産指数、生産者製品在庫率指数、稼働率指数について、年間指数は発表されていないため掲載していない。
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Project News
研究プロジェクト概要と各回のテーマ・報告者

主査：八木　隆一郎（専務理事・統括研究員）

主査：八木　隆一郎（専務理事・統括研究員）

　ライフパタン研究会を中心に、人は、変化が大きい成人に至るまでの過程だけでなく、生涯にわたって発達するという
生涯発達心理学に着想を得、人生の構造を明らかにするべく研究を継続している。その中心をなす概念として、「人の
生涯にわたる発達のモデルは単一のコースではない」との仮説を立て、得られた結果から多変量解析により、人生のあ
り方のパタン−ライフパタン−の抽出を目指している。これまでに、試みに年齢を軸にした場合のライフパタン抽出を行っ
ており、そのアルゴリズムは発見・開発されている。また、仕事生活と家庭生活と趣味や地域などの第３生活領域、ストレ
ス、メンタリング、ゆとり、生き方受容、生き方志向など各領域の基本設問が完成し、各領域への積極的関与と応答性を
含む、より踏み込んだ関わり（「家族する」「会社する」「地域・社会する」）について概念整理・設問設計を行い、分析
仕様の検討も進んでいる。2014年度にはこの研究の知見を用いた第44回共同調査ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３を発信した。

　「働きがい」はＯＮ・Ｉ・ＯＮ２調査のテーマの１つであり、これまで研究所は調査結果を用いて労働組合活動の重要な
柱の１つである「働きがいのある職場」づくりに向けた提言活動などの支援を行ってきたが、より充実した支援を行うため
には最新の学術的な働きがい研究を継続的に積み重ねていくことがあわせて重要である。これまでにワーク・モティベー
ションに関わる意識データベースを構築し、企業業績との関係についての研究およびその成果の公表等を進めてきた。
今後は企業制度・施策の実態を把握するための調査を実施するとともに、意識データベースとのリンクによって、企業制
度・施策が組合員の意識に与える影響を明らかにしていく。研究結果は、第49回共同調査企業制度・施策に関する
組織調査として発信する。あわせて、正社員と非正規従業員の働きがいに関する分析や、流通業従業員を対象とした
働きがいの分析を行い、得られた知見や成果を発信していく予定である。

＜2015年度＞　※第1回～第5回は省略した。
第６回　2015年９月10日
生育歴項目検討 
井田　瑞江　氏（関東学院大学社会学部　准教授）
大野　祥子　氏（白百合女子大学）

第７回　2015年10月24日
生育歴項目検討２ 
大野　祥子　氏（白百合女子大学）
神藤　貴昭　氏（立命館大学文学部　教授）

第８回　2015年11月13日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３で扱う領域全体の概念図の検討
川崎　友嗣　氏（関西大学社会学部　教授）
古川　秀夫　氏（龍谷大学国際学部　教授）

第９回　2015年12月15日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３で扱う領域全体の概念図の検討２
大野　祥子　氏（白百合女子大学）
三川　俊樹　氏（追手門学院大学心理学部　教授）

第10回　2016年２月２日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書の検討１
神藤　貴昭　氏
山下　京　氏

〈2016年度〉
第１回　2016年５月20日
「人事制度・施策が企業内賃金格差に与える影響」
菊谷　達弥　氏（京都大学経済学部　准教授）
「第49回共同調査 速報報告内容の共有」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第２回　2016年９月７日
「年代別分析結果の報告」
田中　宏明　氏（国際経済労働研究所）
「制度施策に関する分析方法」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第３回　2017年１月10日
「第49回共同調査 分析結果報告」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

〈2017年度〉
第1回　2017年１1月11日
「第49回共同調査DBを使用した分析結果報告」
①等級制度に関する分析結果報告
齋藤　隆志　氏（明治学院大学 経済学部　准教授）
②女性活躍推進に関する分析結果報告
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

＜2016年度＞
第１回　５月26日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３調査票の見直し
川崎　友嗣　氏（関西大学社会学部　教授）
神藤　貴昭　氏（立命館大学文学部　教授）

第２回　６月10日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析後再検討
山下　京　氏（近畿大学経営学科　准教授）
大野　祥子　氏（白百合女子大学）

第３回　10月７日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析とストーリー
大浦　宏邦　氏（帝京大学文学部　教授）
神藤　貴昭　氏（立命館大学文学部　教授）

第４回　11月11日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析とストーリーについて２
川崎　友嗣　氏（関西大学　社会学部　教授）

第５回　２月16日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析とストーリーについて３
山下　京　氏（近畿大学　経営学部　准教授）
大野　祥子　氏（白百合女子大学）

第2回　2018年１月19日
「第49回共同調査　第Ⅱ期報告書の共有」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

〈2018年度〉
第１回　2018年９月27日 
①流通業の店舗別ＷＭと業績
向井　有理子　氏（国際経済労働研究所　研究員）
②某地銀における従業員のＷＭとＣＳ、店舗業績の関係
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第２回　2019年1月25日
①「薬剤師の経営管理について 
　―組織/職業コミットメントと役割コンフリクトへの着目―」 
本間　利通　氏（大阪経済大学）
②「集団間でなぜ葛藤が生まれるのか？ 
　―地位差に着目した社会心理学的検討―」 
杉浦　仁美　氏（近畿大学）

第３回　2019年3月6日
「企業統治と雇用システム」 
齋藤　隆志　氏（明治学院大学）

日　程

日　程
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Information

主査：本山　美彦（所長）

　「人工知能」（ＡＩ）と「ビッグデータ」技術の爆発的な進展は、「サイバー空間」の性格を根本的に変え、いまやＡ
Ｉ社会の到来は不可避であるといえる。一方、ＡＩに対し、対抗できる理論はまだ発表されておらず、働く者の立場か
ら、この議論を行うことが必要である。「生きた労働」がＡＩによって排除されることから生まれる深刻な社会不安を、
少しでも「生きる幸せ」に向ける方策を見出していくことを志向している。2018年4月に第１回研究会を行い、約２年
の開催を予定している。
　労働界からは、連合のほか、産業別組織を中心に11組織の参加を得た。また、本研究プロジェクトでは、ＡＩの技
術論のみならず、国際的・政治的な観点も踏まえ議論を進めていく予定であり、社会学や経済学の研究者・専門
家もメンバーに加わっている。

主査：菊池　光造（前所長）

　現代の労働組合は、既存メンバーのみの閉ざされた利益追求組織としてはありえず、労働組合運動は「社会
運動」として展開されるべきである。その際、“企業の社会的責任(CSR)”に対置する、“労働組合の社会的責任
(USR)”という概念を確立する必要がある。
　プロジェクトの目的は、個々の組合が「労使コミュニケーション」において経営に対してより強い発言力を持ち、質・
量ともにより高いレベルでの成果を獲得することにある。具体的事例に学びつつ、USRの視点に立った「労使コミュ
ニケーション」のあり方を示すことを目指す。

第1回　2014年1月15日
　「ワークライフバランス（労働時間）をめぐる労使コミュニケーション」
三吉　勉氏（パナソニックAVCネットワークス労働組合　副中央執行委員長）

第２回　5月12日
「雇用の確保と雇用延長をめぐる労使コミュニケーション」
田之上　辰己氏（旭化成労働組合　中央書記長）

第3回　10月1日
「派遣社員の直用化と正社員雇用の拡大をめざした実務職の新設
　　　　　　～労働条件のダブルスタンダードに真っ向勝負で挑む～」
井上　信治氏（島津労働組合　副組合長）

第４回　2015年1月15日
「涙の団交」…その後の活動について
赤塚 一氏（資生堂労働組合　中央執行委員長）
宮澤　賢氏（同　中央書記長）

第５回　6月1日
「オムロングループ労連のグローバル連帯活動」
（海外法人での良好な労使関係構築、労使紛争の未然防止に向けた
現地労使とのコミュニケーション＝グローバルネットワーク会議の開催）
山田 義則氏（オムロン労働組合　中央執行委員長）

第６回　2015年12月２日
「ダイキン工業の賃金処遇制度の概要
―労使協議と組合の提言活動―」
椋橋　孝裕氏（ダイキン工業労働組合　中央執行委員）

第７回　2016年4月18日
「人事評価制度改定をめぐる労使コミュニケーションについて」
増井　久仁治氏（全東レ労働組合連合会　事務局長）
村井　純一氏（同　執行委員）

第８回　2016年10月13日
「オムロングループ労連のダイバーシティ推進の取り組みについて
～誰もが生き生きと活躍できる“職場づくり”のための
　働き方改革・J-WINの実践～」
山田　義則氏（オムロン労働組合　中央執行委員長）

「『女性の活躍』をめぐる労使コミュニケーション」
赤塚　一氏（資生堂労働組合　中央執行委員長）

※第８回をもって、本研究プロジェクトは終了した。

日　程

編集後記
　今月号の特集は、本誌で初めての企画であり、春闘中でありまた
選挙前という多忙な時期にもかかわらず多くの組織からご協力いた
だきました。多くの産別組織が誌面に結集して、今後を展望すること
ができるものになったと思います。私事ではございますが、この度、４月
より出産のため長期休暇を頂戴いたします。これまで支えてくださっ
た皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。復帰した際には、改めてよろ
しくお願いいたします。（Ｓ）

第１回　2018年4月10日
「基調講演：AI社会に生きる」
本山　美彦氏（京都大学名誉教授／国際経済労働研究所　所長）

第2回　2018年7月27日
「最新のＡＩ―インダストリアル IoTの最前線―」
入江　満　氏（大阪産業大学工学部　教授）

第３回　2018年10月26日
「デジタル変革と雇用システム～どう捉え、どう対応するか～」
山田　久　氏（日本総合研究所　理事）

第4回　2019年1月23日
「ICT基盤役務のオフショアリングとアジア」
平川　均　氏（国士舘大学経済学部・大学院 グローバルアジア研究科　教授）

日　程

総会記念講演および運動会のお知らせ

　当研究所では、毎年6月の総会に合わせて、様々なテーマで記
念講演会を実施しています。研究所の正会員に限らず一般からの
参加もでき、毎回多数の参加を得ています。また、夕刻からは「労働
調査運動交流会」（通称：運動会）を開催します。皆さまのご参加を
お待ちしています。詳細は研究所ウェブサイトをご覧ください。

日程：2019年6月28日（金）
会場：エルおおさか（大阪市中央区）

★総会記念講演
「労働現場でのジェンダー格差は是正されるのか、固定化されるのか？
～ 女性活躍推進、働き方改革の取り組みから考える ～（仮）」
講師：埼玉大学 人文社会科学研究科 准教授　　金井　郁氏

時間：15時00分～ 16時45分　　　会費：無料
★運動会（労働調査運動）
時間：17時15分～ 19時15分
会費：正会員組織の方4,000円／人

正会員組織以外の方5,000円／人

組合関与ＢＥＳＴ１０　最新結果

　（公社）国際経済労働研究所では、共同調査プロジェクト「ON・
I・ON２」調査で回収されたデータに基づき算出された、組合関与
と組合評価の高い組織のベスト10を２年に１度、共同調査データ
更新のタイミングで発表しています。2018年更新版を研究所ウェブ
ページに掲載しましたので、ぜひご覧ください（http://www.iewri.
or.jp/cms/archives/2018/12/best102018.html）。
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