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第8回：�参院選における「新しい風」は
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　7月21日に投開票が行われた第25回参議院議員選挙で
は、大方の予想通り、自民・公明で過半数を確保する結果
であった。今回の参院選は、争点が不明確であったことや、
事前の情勢調査でも自公による過半数は堅いと報道された
ことなどから投票率は50%を下回り（48.8%）、盛り上がりに
欠けた感は否めなかった。しかしながら、野党にとっては「新
しい風」を感じさせる勢力の台頭も見られた。とくに、山本太
郎氏率いる「れいわ新選組」からは、今回の参院選から導
入された特定枠を利用して、難病ALS患者のふなごやすひ
こ氏と脳性麻痺による重度の身体障碍者である木村英子
氏が当選した。また、NHKから国民を守る党（通称N国党）
の代表である立花孝志氏の比例枠当選も世間を驚かせ
た。加えて、既成政党においても、安倍首相は従前からの主
張である「憲法改正」を選挙戦でも取り上げ、国民民主党
の玉木代表は選挙後のインターネット番組において、憲法改
正の議論に積極的に参加していく意向を表明した。このよう
に、参院選の盛り上がりには欠けたものの、今後の日本政治
を左右する契機となりうる選挙であったといえよう。そこで今
回は、この参院選に関する諸論考の整理を通じて、今後の
日本政治にいかなる影響を与えうるかについて検討してい
きたい。 

「れいわ」「N国」旋風がもつ意味
　この選挙では、やはり新党の伸長に注目が集まった。この
点について亀井洋志（ジャーナリスト）「れいわ躍進、左派
ポピュリズムの日本版　N国も無視できず」（『AERA.
dot』�2019年7月31日）は、上述したれいわ新選組の
政策的・政治的戦略を、近年、欧米で台頭しつつある「左
派ポピュリズム」と関連させて紹介する。同論稿の中で紹介
される法政大学の山口二郎氏へのインタビューでは、れい
わの伸長について、既成政党が見過ごしてきた非正規雇
用者などの本当に困った人たちの不満を掬い上げ、議席を
得ることに成功したと分析されている。また真鍋厚（著述家）
「れいわ新選組の底力を、ポピュリズム批判だけでは見
誤る『真の理由』」（『現代ビジネス』2019年7月28
日）も、れいわ新選組の躍進について、「わたしたちが抱え

ている恐怖や不安」といった無意識な感覚が「新しい共同
性」を求めており、得票の原動力になったと指摘している。
こうした左派ポピュリズム的な見方と対照的な存在として指
摘されるのが「N国党」の躍進である。同様に、真鍋厚（著
述家）「N国党躍進を茶化す人が見落と『庶民の鬱屈』」

（『東洋経済オンライン』2019年8月3日）は、その躍進
を「面白半分で票が集まったと考えるのは大間違い」と指
摘する。N国党には90万近い票が集まっており、これだけの
大量の票を「ふざけた有権者の結果」と片付けることはでき
ない。またN国党の戦略について、YouTubeなどを使った
動員戦略などに注目が集まりがちであるが、実際には、各地
方選挙で草の根で足場を固めていた。さらに同党はNHKを
「一部の特権層」と定義しそれを打破する政党として、やは
り、既存の社会に不満を持つ層の意思をうまく掬い上げた
と捉えるべきであると説明する。 
　
既成政党は「負けた」のか？
　今回の参院選では、既成政党群においても変化がみら
れた。上久保誠人（立命館大学政策科学部教授）「『政
権交代可能な民主主義』復活は参院選で善戦した立憲
民主が鍵を握る」（『DIAMOND�ONLINE』2019年
7月22日）では、今回の参院選を「本格的な安倍政権へ
の業績評価」の選挙として位置づけ、立憲民主党が躍進
したことに注目する。その上で、野党共闘路線を進める立
憲民主党は、このままではかつての「万年野党」になりかね
ず、立憲民主党が自律的な政党として進めるかが新たな二
大政党制の鍵であると述べる。吉川圭一（Global Issues 
Institute CEO）「亥年現象は憲法改正を不可能にした
か？」（『世界経済評論IMPACT』2019年7月29日）
は、一人区において野党共闘候補が多数勝利したが、その
実は次点の自民党候補とは5%程度しか差のない辛勝であ
り、投票率によっては選挙結果も変わりえていた可能性が
あると指摘する。 

2020年以降の日本政治を見据えて
　以上では、今回の参議院の様相に関する論考を整理し
てきた。一般に、参院選は二次的選挙と呼ばれ、政権選択
選挙である衆院総選挙よりも世論の関心は低くなりがちで
あるし、実際に投票率も低いものであった。とはいえ、以上の
論稿からもわかるように、立憲民主党・れいわ新選組・N国
党の躍進など、世論における自民党の評価は、2010年代
前期～中期から変わりつつある。ただし、議席獲得のための
野党共闘路線は、長期的に見れば、やはり「諸刃の剣」で
ある。今後の日本政治を考える上でも、「左派ポピュリズム」
を含む新たな野党戦略の芽をきちんと育てていくことが重
要となるだろう。

秦　正樹（はた・まさき　政治行動論・政治心理学）



2019 SEPTEMBER9
地　球　儀

国際経済労働研究

− 3 −

拡大する景気後退――ドイツ・欧州の動向

　日本経済新聞の去る８月20日朝刊に以下の記事が出て
いた。
　―ドイツ連邦銀行（中央銀行）が８月19日に公表した月報に
よれば、ドイツ経済は今年７～９月期に２四半期連続のマイナス
成長となったことが明らかとなり、景気後退に陥る恐れがあるこ
とを警告した。これについてワイトマン総裁は現状について景気
の“停滞”を指摘、国内経済は引き続き堅調だが、世界的な貿
易紛争や英国のＥＵ離脱が輸出と生産を落ち込ませていると
分析している。ドイツの４～６月の実質成長率（速報値）が前期
比マイナス0.1％で、３期ぶりのマイナス成長となり、月報では「ドイ
ツの景気は19年夏もさえない見通し」といわれ、再び「軽度の
後退」に見舞われる可能性があり、２四半期連続のマイナス成
長となれば、定義上、景気後退とされる。ドイツ連銀が明らかに
したのは、欧州経済の牽引役だったドイツ経済の落ち込みが偶
発的なものではなく、弱い状態が当面続きうるという深刻な現実
である。輸出・生産の低迷が続けば、現在は堅調な国内の消
費や投資にも悪影響が広がることは避けられない。欧州経済
全体の重荷にもなる。欧州中央銀行（ＥＣＢ）はドイツを中心とし
た欧州経済全体を下支えするため、９月に追加の金融緩和に
踏み切る構えだ。マイナス金利の深掘りや18年末で打ち切った
ばかりの量的緩和政策の再開が検討されているが、すでに金
利は下がりきっており、効果は限定的との見方もある。
　ドイツ国内外では、独政府による財政出動への期待がにわ
かに高まっている。欧州全体ではなく個別の国の景気の落ち
込みに対応するには金融政策よりも財政政策がふさわしいとの
指摘がECB内にある。財政均衡を重視してきたメルケル政権
が方針転換に踏み切るかが最大の焦点だ―。
　以上の情報は言うまでもなく、共に、前号のこの欄で紹介し
た中国経済の景気後退を合わせてアジア経済の減退、欧州
経済の減退という関連を総合すると、世界経済の減退が差し
迫っており、いずれも単なる景気対策に止まらず大幅な財政出
動が不可避となっていることは言うまでもないであろう。
　本格的な世界の景気後退が迫っており、それが一時的な景
気調整の範囲に収まりきらない構造を持つことが推察される。
それは言うまでもなく、今日に至る景気の展開が、AIを中心とす
る新技術開発と導入による新しい景気の波の中での循環性を
持つ構造的な景気変動の結果だからである。もとより、それは未
だ続く技術革新の過程における景気変動であり、従来と異なっ
た構造的な深さと幅を持つものであり、今後の経済構造の転換
を内在するものだけに、従来型の景気対策で済むものではな
い。長期スパンの新技術開発とその適用を巡る新たな経済変
動として捉えなければならないであろうし、その深さと幅について
新たな視点から対応すべきものと言えよう。

　（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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　本誌は、春闘の成果と今後の課題を毎年定例的に特集している。特集は本号および前号（８月号）の２号にわ

たり、本号はその後編である。

　2019春闘における連合の方針は、「底上げ・底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場にたった働き

方」の実現を図ることであり、「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」や「人的投資の促進」

「ディーセント・ワークの実現」「包摂的な社会の構築」「経済の自律的成長」を目指す闘争と位置づけられた。

　前編（８月号）では、日本女子大学名誉教授　高木郁朗氏による論文「2019年春闘をふりかえる」で、2019春

闘の総括と今後の春闘のあり方について執筆いただいた。「大手追従・大手準拠」にかわる春闘戦略のあり方と

言われている「底上げ・底支え」の「底」について検討し、「多段階ミニマム基準」の形成という戦略を提案した。

特に、地域においてミニマムを形成していくための地域春闘など新しい春闘の形が必要であると論述している。こ

のほか、産別インタビュー（ＵＡゼンセン、電機連合、ＪＡＭ、基幹労連）も収録している。

　本号では、特集１で、日本労働組合総連合会（連合）総合労働局長　冨田珠代氏に、「2019春季生活闘争の

評価と課題」と題し、連合の最終集計結果を踏まえてご執筆いただいた。①闘争の意義の浸透度、②非正規労

働者も含めた「賃上げ」の流れの継続と「大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動」の前進、③「すべて

の労働者の立場にたった働き方」の見直しの前進、④「賃金水準」追求の取り組み、⑤社会的波及効果を高めて

いく取り組みの５点から総括されている。

　特集２は、埼玉大学人文社会科学研究科教授 禹宗 氏に「2019春闘から見えてきたもの―「生産性に見合

う賃金を」―」としてご執筆いただいた。本稿は、賃金に着目しながら、2019春闘の成果を概観し、その上で連合

が重視してきた「生産性三原則」（「雇用の維持・拡大」「労使の協力と協議」「成果の公正な分配」）が形骸化

してきたのではないかという問題提起を行っている。国際比較を通して、「成果の公正分配」の弱まりとこれによる

「人への投資」の低下が、日本の競争力を弱化させている可能性があると指摘する。さらに、直近20年の春闘の

軌跡を辿り、使用者側の攻勢に対して組合側は守勢に立たされ、効果的な対応ができなかったと分析する。最終

的な提言として、「定昇分・賃金カーブ維持分」という項目を連合の統一的な賃金要求から外すこと、生産性三原

則を堂々と掲げ、その実現を全うすることの２点を挙げている。

　特集３以降は、産別組織へのインタビューである。今回ご協力いただいた組織は（略称、組織規模順）、ＵＡゼ

ンセン、電機連合、ＪＡＭ、基幹労連、生保労連、情報労連、フード連合、サービス連合である。本号では、生保労

連、情報労連、フード連合、サービス連合を掲載している。なお、自動車総連については大会（９月開催）後の掲載

を予定している。

　本特集にあたって、ご協力いただいた皆様に、感謝申し上げます。

特　　 集

2019春闘　成果と今後の課題（後編）
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　今次闘争の評価と課題は、次の５点にまとめら
れる。
　１点目は、闘争の意義の浸透度についてである。
　2019闘争では、春季生活闘争を通じて社会全
体の生産性を向上させ、「人的投資の促進」「デ
ィーセント・ワークの実現」「包摂的な社会の構築」
「経済の自律的成長」をめざすとした。昨年とほ
ぼ同数の6,839組合が「賃上げ」と長時間労働是
正や均衡均等待遇の実現など「働き方の見直し」
を同時に推し進めた一方で、職場労使、産業労
使、あるいは地域フォーラムなどにおいて「取引の
適正化」をはじめとする「サプライチェーン全体で生
み出した付加価値の適正分配」実現に向けた話
し合いや取り組みが行われており、今次闘争の意
義は一定程度浸透したと受け止める。

　２点目は、非正規労働者も含めた「賃上げ」の
流れの継続と「大手追従・大手準拠などの構造
を転換する運動」の前進についてである。
　表１の通り、平均賃金方式の賃上げ獲得率は
昨年と同等となった。1,000人以上の規模の組合
が賃上げ額・率ともに昨年を上回って「賃上げ」
の流れを力強くけん引する中、100人未満の中小

組合も、初回集計から一貫して昨年同時期を上回
り、かつ賃上げ分1,661円・0.73％は額・率ともに
全企業規模中最も高い結果となるなど、その健闘
ぶりが顕著であった。このことは、「中小共闘方針」
を闘争のど真ん中に据えるとともに、中小組合の社
会横断的水準確保に向けた取り組みを追求した
成果であり、「大手追従・大手準拠からの構造を
転換する運動」が確実に定着・前進した結果と受
け止める。
　また、非正規労働者の賃金引き上げについて
も、表２の通り時給については額・率ともに昨年を
上回っており、職場の生産性向上には雇用形態
にかかわらず同じ職場で働くすべての労働者の処
遇改善が必要との労使の認識がさらに深まったも
のと受け止める。
　なお、雇用形態を問わず賃上げの流れを後押し
する背景には深刻な人手不足による企業・職場
の危機感と、人材の確保・定着に向けた「人への
投資」の必要性について共通の認識に立ったこと
があるとも受け止める。
　このような成果がみられる一方で、春季生活闘
争の意義は理解しつつも、厳しい経営環境などを
背景に、賃上げを要求した中小組合が減少し、ま

Ⅰ.�2019春季生活闘争の評価と課題

　連合は、第80回中央委員会（6月６日）で確認された「2019春季生活闘争　中間まとめ」を基本

に、7月5日に公表した2019春季生活闘争の最終集計結果とその後の組織討議を踏まえた「2019

春季生活闘争まとめ」を8月23日に確認した。

　以下、2019春季生活闘争の特徴点を概観し、その評価と次年度以降の課題意識を述べたい。
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た、全体でも6割強の組合が労使交渉において賃
金改善を獲得できなかった。賃上げができる環境
を整備していくためにも、本年10月の消費税増税
による原材料価格の上昇分や働き方改革実行計

画への対応によるコスト増などを取引価格へ適正
に転嫁できるよう、働き方も含めた「サプライチェー
ン全体で生み出した付加価値の適正分配」の実
効性を高めていくことが重要である。

5,405 組合 63 円 5,575 組合
2,806,555 ⼈ 0.00 ポイント 2,900,654 ⼈

3,980 組合 ▲ 75 円 4,073 組合
370,642 ⼈ ▲ 0.05 ポイント 376,475 ⼈

2,454 組合 69 円 2,511 組合
101,063 ⼈ 0.01 ポイント 103,417 ⼈

1,526 組合 ▲ 134 円 1,562 組合
269,579 ⼈ ▲ 0.06 ポイント 273,058 ⼈

1,425 組合 88 円 1,502 組合
2,435,913 ⼈ 0.01 ポイント 2,524,179 ⼈

954 組合 ▲ 124 円 1,002 組合
505,617 ⼈ ▲ 0.05 ポイント 529,784 ⼈

471 組合 143 円 500 組合
1,930,296 ⼈ 0.03 ポイント 1,994,395 ⼈

※ 2019年と2018年で集計対象組合が異なるため、「定昇相当込み賃上げ計」の昨年対⽐は整合しない。

2,431 組合 6,262 円 1,560 円 ▲ 45 円 2,619 組合 6,409 円 1,605 円
1,951,184 ⼈ 2.14 ％ 0.56 ％ 0.02 ポイント 1,855,628 ⼈ 2.20 ％ 0.54 ％

1,548 組合 5,451 円 1,511 円 ▲ 23 円 1,639 組合 5,579 円 1,534 円
185,203 ⼈ 2.19 ％ 0.63 ％ 0.00 ポイント 194,876 ⼈ 2.25 ％ 0.63 ％

733 組合 5,271 円 1,661 円 81 円 776 組合 5,268 円 1,580 円
37,182 ⼈ 2.22 ％ 0.73 ％ 0.05 ポイント 39,197 ⼈ 2.23 ％ 0.68 ％

815 組合 5,496 円 1,474 円 ▲ 49 円 863 組合 5,657 円 1,523 円
148,021 ⼈ 2.19 ％ 0.61 ％ 0.00 ポイント 155,679 ⼈ 2.25 ％ 0.61 ％

883 組合 6,349 円 1,565 円 ▲ 49 円 980 組合 6,516 円 1,614 円
1,765,981 ⼈ 2.13 ％ 0.55 ％ 0.03 ポイント 1,660,752 ⼈ 2.20 ％ 0.52 ％

570 組合 5,681 円 1,347 円 ▲ 128 円 636 組合 5,822 円 1,475 円
305,851 ⼈ 2.11 ％ 0.52 ％ ▲ 0.03 ポイント 342,244 ⼈ 2.13 ％ 0.55 ％

313 組合 6,495 円 1,610 円 ▲ 40 円 344 組合 6,716 円 1,650 円
1,460,130 ⼈ 2.14 ％ 0.56 ％ 0.04 ポイント 1,318,508 ⼈ 2.22 ％ 0.52 ％

集計組合数 定昇相当込み賃上げ計
集計組合員数 額 率 集計組合員数 額 率

①平均賃金方式　（集計組合員数による加重平均）

平均賃⾦⽅式

2019回答（2019年7⽉5⽇公表)
昨年対⽐

2018回答（2018年7⽉6⽇公表)
集計組合数 定昇相当込み賃上げ計

2.07 ％

300⼈未満 計 4,765 円 1.94 ％ 4,840 円 1.99

5,997 円 2.07 ％ 5,934 円

％

〜99⼈ 4,288 円 1.87 ％ 4,219 円 1.86 ％

100〜299⼈ 4,949 円 1.97 ％ 5,083 円 2.03 ％

300⼈以上 計 6,199 円 2.09 ％ 6,111 円 2.08 ％

《参考１》
賃上げ分が明確に分
かる組合の集計
（加重平均）

2019回答（2019年7⽉5⽇公表) 賃上げ分
昨年対⽐

2018回答（2018年7⽉6⽇公表)
集計組合数 定昇相当込み

賃上げ計

5,493 円 2.03 ％

1,000⼈〜 6,430 円 2.12 ％

300〜999⼈ 5,369 円 1.98 ％

集計組合数 定昇相当込み
賃上げ計集計組合員数 賃上げ分 集計組合員数 賃上げ分

6,287 円 2.09 ％

300〜999⼈

1,000⼈〜

300⼈未満 計

〜99⼈

100〜299⼈

300⼈以上 計

表１　平均賃金方式の賃金引き上げ状況

表２　非正規労働者の賃金引き上げ状況

単純平均 333 組合 24.23 円 1,004.36 円 2.64 円 358 組合 21.59 円 972.10 円
加重平均 683,838 ⼈ 25.91 円 994.64 円 1.21 円 756,318 ⼈ 24.70 円 970.62 円

2019回答（2019年7⽉5⽇公表)
昨年対⽐

2018回答（2018年7⽉6⽇公表)

時給 集計組合数
賃上げ額 平均時給

（参考値）

集計組合数
賃上げ額 平均時給

（参考値）集計組合員数 集計組合員数
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　３点目は、「すべての労働者の立場にたった働
き方」の見直しの前進についてである。
　表３の通り、長時間労働の是正、職場における
均等待遇実現、男女間の賃金格差是正など、職
場の基盤強化に資する労働諸条件に関する各種
取り組みは、多岐にわたる項目で大きく前進した。

　４点目は、「賃金水準」追求の取り組みについ
てである。
　2019春季生活闘争では、現下の最大の課題で
ある中小組合や非正規労働者の賃金を「働きの
価値に見合った水準」へと引き上げていくために、
賃金の「上げ幅」のみならず「賃金水準」を追求す
る闘争を強化してきた。構成組織の要求方針とし
て初めて目標水準を明記した事例や、300人未満
の中小組合を中心に自組合の賃金を社会横断的
水準あるいは構成組織が設定する水準などと比較

し、その水準に到達するための要求を組み立てる
など、「賃金水準」追求の認識は高まったものと評
価できる。
　一方、組合によっては、「賃金水準」追求の必
要性は理解するものの、自組合の賃金水準を把
握・分析する体制が取れなかった、あるいは厳しい
経営環境などを背景に経営への理解活動の時間
が取れなかったなどの事例も散見され、課題も明ら
かとなった。「賃金水準」追求の取り組みをより前
進させていくためには、中小組合の交渉力強化と
経営者の理解が不可欠であり、中小組合へのサポ
ート体制のあり方について、連合・構成組織・地方
連合会の三者で検討を深める必要がある。
　加えて、「賃金水準」追求の実効性を高めるた
めにも、引き続き「個人別賃金の実態把握」「賃金
制度の確立」に向けた取り組みが必要である。

(1)

● 1,761 件 802 件 1,509 件 778 件

● 696 件 204 件 327 件 186 件

● 941 件 374 件 654 件 183 件

(2)

雇
用

安
定

● 870 件 355 件 783 件 183 件

●

a) 840 件 273 件 624 件 246 件

b) 743 件 304 件 486 件 97 件

c) 433 件 86 件 265 件 20 件

(3)

● 587 件 108 件 541 件 93 件

(4)

● 408 件 163 件 234 件 83 件

● 447 件 382 件 413 件 361 件

(5)

● 339 件 236 件 － 件 － 件

2019.7.5公表 2018.7.6公表

男女間格差の状況についての点検やポジティブ・アクションによる改善の
取り組み

要求事項

長時間労働の是正

要求・取組 回答・妥結 要求・取組

事業場外みなし労働者、管理監督者も含めたすべての労働者の労働時間管
理・適正把握の取り組み

非正規労働者の雇用安定や処遇改善の取り組み

インターバル規制の導入に向けた取り組み

年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み

福利厚生全般及び安全管理に関する取り組み（点検、分析・検討、是正等
の取り組み）

正社員への転換ルールの整備と運用状況点検

処
遇
改
善

同一労働同一賃金の実現に向けた労働条件の点検もしくは改善

一時金支給の取り組み

回答・妥結

女性活躍推進法にもとづく事業主行動計画策定に向けた取り組みや着実な
進捗の有無を確認する取り組み

育児・介護休業の取得を正社員と同様の制度とする取り組み

職場実態の把握と事業主が講ずべき措置も含めたハラスメント対策につい
ての労使協議

あらゆるハラスメント対策と差別禁止に関する取り組み

男女間賃金格差の実態と要因把握・点検、改善へ向けた取り組み

女性活躍推進法、男女雇用機会均等法等の定着・点検

男女間の賃金格差是正に向けた取り組み

表３　労働条件に関する2019春季生活闘争および通年の各種取り組み
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　５点目は、社会的波及効果を高めていく取り組
みについてである。
　部門別共闘連絡会議での情報交換内容を統
一して現状把握を進めるとともに、記者会見の要
所において共闘連絡会議代表者との合同記者会
見を実施したことは、部門ごとの交渉環境の醸成
と社会的波及効果の強化につながったものと受
け止める。

　地方連合会は、要求段階においては「地域ミニ
マム運動」の結果を基に、回答段階では「地場共
闘」参画組合の交渉結果に基づいて、地場相場
の形成と波及に努めたが、一方で「地域ミニマム
運動」「地場共闘」への参画組合を広げることは
できなかった。今後に向けて、それぞれの運動につ
いて構成組織のさらなる理解と地方連合会との連
携を強化していく必要がある。

　今次闘争では、日本の経済・社会構造や産業
構造などが大きな変革期を迎えることを踏まえ、中・
長期的な視点を持って、2020以降の闘争のあり
方についても検討を進めてきた。2020以降の闘争
の再構築に向けて検討課題としてきた以下の項目
については、2020闘争方針への具体的な織り込
みをはかるべく、今後も検討を深めていく。

◦「賃金水準」闘争を強化していくための体制
整備（「地域ミニマム運動」など情報収集と開
示の強化）と春季生活闘争のメカニズムを社
会に広がりを持った運動としていくための共
闘体制および諸行動のあり方

◦中小組合の底上げ・格差是正の実効性を高
めるためのサポート体制のあり方

◦賃金水準検討プロジェクト・チーム1答申をベ
ースとした社会横断的な賃金水準のあり方

Ⅱ.�今後の主な検討課題

Ⅲ.�おわりに

◦セーフティネットとしての最低賃金のあり方
　2020闘争における具体的要求基準について
は、改めて「賃上げの重要性とその役割」につい
て確認した上で、賃上げの広がりの状況や経済・
社会の動向と先行き、今後の産業構造の変化、雇
用情勢などを総合勘案し、決定していく。あわせて、
「賃金水準」追求の取り組み状況を把握するた
めの定量的あるいは定性的な把握・分析を行うこ
とができる評価軸について、その具体策について
も検討を進める。
　「すべての労働者の立場にたった働き方」の実
現に向けては、適用猶予となっている「時間外労
働時間の上限規制」の中小企業への適用、「同
一労働同一賃金」の法整備への対応や定年再
雇用後の処遇や職場の安全など、職場の基盤強
化に向けた取り組みについて検討していく。

　2019年10月に連合は結成30周年を迎える。人
口動態や産業構造の変化に加え、消費税率の引
き上げや2020東京オリンピック・パラリンピックの開
催、不透明感ただよう国際情勢などを背景に、変
わり続けていく日本の社会・経済構造の中にあっ
ても果敢に課題へ対応していくため、新たな「連合
ビジョン『働くことを軸とする安心社会―まもる・つ

なぐ・創り出す』」を策定した。
　労使関係基盤を背景とする賃金・労働諸条件
の向上と社会横断化を運動の基軸に据え、地域
活性化に向けた社会対話の促進と中小組合への
支援など、これからの時代にふさわしい、社会・経
済の新たな活力を創り出す運動を進めていく。

1 「社会全体と共有できる社会横断的な賃金指標」はいかにあるべきかについて、16 構成組織の参画のもと、諮問事項
について議論を重ね、「規模間格差是正に向けた賃金水準指標」「雇用形態間格差是正に向けた賃金のあり方」など
について答申を取りまとめたもの。（連合第 25 回中央執行委員会確認／ 2019.8.23）
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　「春季生活闘争」——。生活を向上させるため
に、労働組合が主体となって取り組む、労使間の
交渉のことである。生活の向上には、賃上げのほ
か、労働時間の短縮やワーク・ライフ・バランス、女
性の活躍、非正規の労働条件改善など多くが求
められる。ここではそのうち賃上げに焦点を合わせ
る。生活を営むのに賃金が必要であるという理由
だけではない。労使間の交渉は、結果として社会
的に有用な資源の再配分をもたらす。賃上げは、
その再配分が、どのような考え方の下でどのように
行われているかを端的に示してくれる。賃上げを
みることで我々は、生活という問題に関する各主
体の思想や展望を容易にとらえることができるので
ある。
　賃上げという点からすれば、2019年春闘は、例
年通りに粛々と進んだとみられる。7月5日に公表
された連合の「（最終）回答集計結果」によると、
6月末現在、平均賃金方式で回答を引き出した
5,405組合の加重平均は、5,997円・2.07％（昨
年同時期比63円増、同率）となった。このうち、賃
上げ分が明確にわかる2,431組合において、定
期昇給（以下、単に定昇と称す）分と賃上げ分を
分けてみると、前者が4,702円・1.58%、後者が
1,560円・0.56％であった。この何年間の流れを引
き継ぎ、2％を超える回答を得ているものの、賃上
げ分＝ベースアップ（平均賃金方式と個別賃金方
式とで違いがあるが、以下、便宜のため、単にベア
と称す）はいまだに高くないことがわかる。
　集計結果で留意すべきは、次の2点である。一

つは、100人未満の組合におけるベアが1,661
円・0.73％で、額・率ともに全規模区分を通して最
も高かったことである。もう一つは、非正規労働者
の賃上げ額が時給25.91円（同1.21円増）、月給
4,038円（同108円減）で、その適用労働者数は
約72万人となり、前年より7万人余り減ったことで
ある。
　この結果をふまえれば、6月6日に出された以下
のような中間まとめ（筆者の執筆中に連合の最終
まとめはまだ提出されていない）は、基本的に妥当
と思われる。まず、成果としては、「賃上げの流れ
が力強く継続するとともに、中小組合において賃
金水準追求に向けた認識がより高まった」ことなど
を取り上げ、おおむね肯定的に評価した。次に、今
後の検討事項としては、「春季生活闘争のメカニ
ズムを社会に広がりを持った運動としていくための
共闘体制および諸行動のあり方」などを取り上げ
た。総じて、組合のある中小に春闘が波及している
ものの、社会的には依然として力強さが足りない
と評価しているものといえよう。この評価に加減す
るところはあまりない。
　ところで、2019年春闘は、「国民生活の維持・
向上をはかるため、労働組合が社会・経済の構
造的な問題解決をはかる『けん引役』を果たす闘
争」と位置づけられた。そして、「働く者・国民生活
の底上げをはかるために果敢に闘う」ことが目指さ
れた。そのために、「生産性三原則にもとづく労使
の様々な取り組みの成果をいまだ届いていない
組織内外に広く波及させていく」ことが必要とされ

1.�春闘の成果と課題
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た（「2019春季生活闘争方針」）。ここでの生産
性三原則が、「雇用の維持・拡大」「労使の協力
と協議」「成果の公正分配」を意味するのは言う
までもない。この何年間、連合は生産性三原則を
重視する見解を表明してきたが、2019年春闘に
おいてもその波及こそ重要と披歴したのである。
　本稿では、基本的にこの見解を支持する。ただ
し、生産性三原則を重視するからには、とことんそ
れを求め、かつ実践すべきという立場に立つ。以

下、この視点から、国際比較と歴史的な検討をふ
まえ、2019年春闘を相対化するとともに、今後の
課題について論点を提起することとする。この際、
考察のフォーカスは次の2点に当てられる。一つ
は、生産性三原則なかんずく成果の公正分配は、
「広く波及」させる以前に、どの程度実現してきた
のかということである。もう一つは、広く波及させる
ためには、どのような取り組みが求められているの
かということである。

2.�賃上げのパフォーマンス:�日韓比較をふまえて

　春闘の成果を相対化するために、2000年以
降の日本における1人当たり名目GDP増加率の
推移と各種名目賃金上昇率の推移を示すと、
図表1のとおりとなる。最低賃金上昇率は1人当た
りGDP増加率を上回るものの、30人以上と5人
以上ともにその給与総額上昇率は、特に2010年
代に入ってからは、1人当たりGDP増加率を大幅
に下回っていることがわかる。現に、2000年から
いままでの平均値をみると、1人当たり名目GDP
増加率が0.3%、30人以上事業所給与総額上昇

率が−0.3%、5人以上事業所給与総額上昇率が
−0.4%、そして最低賃金上昇率が1.6%である。名
目GDP増加率と給与総額上昇率とのギャップは
0.6～0.7%程度で、GDP増加率平均の2倍くらい
の大きさである。
　一方、当該期間中、従業員数1,000人以上の
労働組合がある企業の春季賃上げ妥結率（加重
平均）は1.9%である。この時期中の定昇分とベア
をそれぞれ分けることは容易ではないが、定昇分
がおおむね1.5～2％だとすると、ベアは少なくとも

図表1　日本における1人当たり名目GDP増加率および各種名目賃金上昇率の推移

出所：GDPは内閣府「国民経済計算」、賃金は厚生労働省「毎月勤労統計調査」。基本的に暦年、常用労働者。
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−0.1%以上となる。なお、これに一時金の増加率
を足せば、賃金総額の増加率はより大きいものと
なる。上記の30人以上−0.3%に比べると相当高
いといえる。これは、有労組大企業の春闘が有効
であったことを意味すると同時に、その結果、他と
の規模間格差が広がったことを示す。
　では、ほかの国ではどうなっていたのだろうか。
隣の韓国における1人当たり名目GDP増加率の
推移と各種名目賃金上昇率の推移を示したの
が、図表２である。2000年からいままでの平均値
をみると、1人当たり名目GDP増加率が5.6%、10
人以上事業所給与総額上昇率が5.1%、5人以
上事業所給与総額増加率が5.0%、そして最低賃
金増加率が8.8%である。韓国においても1人当た
り名目GDP増加率が給与総額上昇率より高く、
そのギャップは0.5～0.6%に達していることがわか
る。しかし、GDP増加率平均5.6%に照らせば、こ
のギャップは大きいとはいえない。
　なお、常用労働者100人以上の事業所にお
ける協約賃金の引上げ率は、当該期間平均で
4.7%である。ただし、このなかに超過給与や特別
賞与など変動性給与は入っていない。その比重を
正確にとらえることは困難だが、変動性給与の比

重が給与総額の4分の1だとして、その分（1.6%）
を足すと、給与総額の増加率は6.3％くらいとなる。
これは、名目GDP増加率5.6%を超える上昇率で
ある。有労組大企業の賃上げ闘争の有効性は日
本より高いといえよう。ただし、日本同様、規模間
格差は広がる。
　近年、経済の成長にもかかわらず、労働者の所
得がそれほど増加しないのは、世界的に観察され
る現象ではある。しかし、日本の場合は、その程度
が顕著である。たとえば、主に製造業に従事する
労働者の時間当たり所得を比較してみると、2015
年を100とした際、日本は2000年96.3から2018
年103.4へと、18年間にわずか7.1%ポイント増えた
に過ぎない。一方、同じ時期、米国は36.3%ポイン
ト、イギリスは42.2%ポイント、ドイツは34.6%ポイント、
フランスは35.9%ポイント増えた。韓国にいたって
は70.4%ポイントも増加している（OECD Database
（http://stats.oecd.org/）「Hourly Earnings」
2019年7月現在）。この間、生産性三原則に基づく
成果の公正分配が、日本において本当に行われ
ていたかどうか、問われているといえよう。

図表2　韓国における1人当たり名目GDP増加率および各種名目賃金上昇率の推移

出所：GDPは韓国銀行「国民経済計算」、賃金は雇用労働部「事業体労働力調査報告」。基本的に暦年、常用労働者。
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　日本において賃金が上がらず、むしろ傾向的に
低下までしたのには、いくつか要因があった。第一
に、全労働者に占める非正規の割合の増加であ
る。低賃金の非正規が増えるほど、全体の平均
賃金は下がることになる。第二に、正規の平均賃
金も停滞し、場合によっては低下したことである。
これには、規模別賃金格差の拡大が作用した。
1990年代半ば以降、賃金が傾向的に上昇したの
は1000人以上の企業だけで、100人未満企業に
いたっては、むしろ賃金の下げ幅が大きかったの
である。第三に、大企業の正規といえども賃金の
上昇が容易でなかったことである。1990年代後半
以降、短期業績と報酬を連動させる成果主義管
理が強化され、なお「職務、成果および役割に基
づく賃金」が多くの企業で導入されるにつれ、これ
まで比較的安定した処遇を受けてきた大企業正
規労働者の状況も変わり、正規の内での賃金格
差が拡大したのである。

　では、これらの要因を推し進めた動力は何だっ
たのだろうか。グローバル化の進展、技術の革新、
産業構造の転換などいくつか取り上げられよう。し
かし、ここでは従来日本の労使関係を律してきた
生産性三原則が形骸化したことが重要と考える。
「雇用」の軽視が非正規を量産し、「労使協力」
の軽視が労働者発言の弱化に繋がり、なお「公
正分配」の軽視がサプライチェーンのなかでの穏
当な分配を阻害し、かつ元請のなかでさえ労働分
配率を低下させたとみるのである。
　図表3をみよう。これは、景気回復局面における
経常利益と賃金の推移を示したものである。すな
わち、各景気サイクルの谷を原点（図では100と
100との交差点）とし、以降の景気回復プロセスに
おいて、経常利益（横軸）と現金給与総額（縦軸）
がどのように変化したのかを追跡したのである。
　これによると、1986年IV期以降や1994年I期
以降の景気回復局面では、企業収益が改善され

3.�生産性三原則の形骸化

図表3 景気回復局面における経常利益（人員1人当たり）と賃金（1人当たり現金給与総額）の推移

出所：厚生労働省『平成24年版労働経済の分析』73頁。
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ると賃金も増加し、成長の成果が労働者にも分配
されていたことがわかる。反面、1998年IV期以降
や2002年I期以降の場合は、利益が増加してい
るにもかかわらず賃金は減少している。経済危機
後の2009年II期以降の景気回復局面において
も、前の2002年I期に比べれば賃金減少の程度
は小さいものの、景気が良くなったにもかかわらず
その賃金水準は依然として景気サイクルが底であ
った時のものを下回っていることがわかる。生産性
三原則、なかでも「成果の公正分配」は、90年代
後半以降、形骸化したといわざるを得ない。　
　しかし、これはあくまでも平均でみたものにすぎ
ず、労組の健在なところでは生産性三原則がしっ
かり守られていた、という反論があるかもしれない。
その正否を図表3のようには検討できないので、
上記の図表1に戻り、近年の景気回復局面にお
ける1人当たり名目GDP増加率の推移と、従業員
数1000人以上の労働組合がある企業の春季賃
上げ妥結率をみると、2012～2017年平均で前者
が1.9%、後者が2.1%である。冒頭でみたとおり、

最近の定昇分の上昇率は約1.6%である。これを
引くと、ベアは0.5%ということになる。1人当たり名
目GDP増加率1.9%に対して、ベア0.5%。これに
一時金の上昇分を足したとしても、平均賃金の上
昇率は1％にいたらないとみられる。果たしてこれを
もって、有労組大企業では「成果の公正分配」が
行われているといえるだろうか。
　現に、「成果の公正分配」の弱まりとこれによる
「人への投資」の低下は、日本の競争力を弱化さ
せている可能性がある。図表4は、主要国における
2000年から10年間の人的投資および研究開発
等への投資額の変化を示したものである。これに
よると、たとえば人的投資の場合、米国・ドイツ・英
国のすべてにおいて50％以上増えているのに対
し、日本だけはむしろ60％以上も減っている。人的
投資をせずに生産性向上とは無理な話である。
実際、2017年現在、日本の1時間当たりの労働生
産性は47.5ドルで、OECD加盟36カ国のうち20
位にすぎない（日本生産性本部「労働生産性の
国際比較　2018年度版」）。

図表4　人的投資と研究開発等に関する主要国の投資額の変化（2000年→2010年）

出所：経済産業省『通商白書2017』228-229頁。
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　では、生産性三原則は、どのような過程を経て
形骸化してきたのだろうか。ここでは企業レベルの
ミクロなプロセスには立ち入らない。春闘をめぐる
マクロなプロセスに焦点を合わせる。連合の「春
季生活闘争方針」と使用者団体の「労働問題研
究委員会報告」（日経連、2002年まで）および「経
営労働政策委員会報告」（日本経団連、2003
年から）に依拠し、近年の経験を振り返ってみよう

（以下、方針あるいは報告で引用する「****年」
は、方針/報告の刊行された年ではなく、当該春
闘の行われた年である）。
　当たり前のことではあるが、労使の賃金政策を
理解するためには、ベアと定昇を区別することが
重要である。本来「ベース」という用語は、単位企
業の全従業員の平均賃金を指すものであった。し
たがって、「ベースアップ」とは、平均賃金水準が
上昇することをいう。一方、定昇は、毎年一定の時
期に当該企業の制度に基づいて行う昇給のこと
と一般的に定義される。この定昇は、通常基本給
を一律に上げる「機械的昇給」と、人事考課に基
づいて基本給を差別的に上げる「考課昇給」とで
構成される。いずれにせよ、毎年高い賃金の高年
齢者が退社し、その代わりに低い賃金の低年齢
者が入社するわけだから、もし企業の人的構成が
まったく同じであれば、定昇が行われても当該企
業の平均賃金水準は変わらないこととなる。なお、
企業レベルの生産性向上や国民経済レベルの1人
当たりGDP増加は、分配できる原資が増大したこ
とを示すが、もしベアなしで定昇だけ行われた場
合は、企業の人的構成が大きく変わらない限り、増
えた原資が労働者側に十分分配されなかったこと
を意味する。
　これをふまえ、この20年間の春闘の軌跡を辿っ
てみよう。1990年代後半以降、使用者側がまず
矛先を向けたのは、ベアの阻止であった。これに
より、人件費が増えることを防ごうとしたのである。
1997年、ベアについて会員企業の「慎重な対応」
が必要と問題提起をした使用者団体は、2002年
にはベアの「保留」を勧告し、2003年にはついに
ベアは「論外」と宣言した。使用者団体が、ベア

を労使交渉上考えることができる選択肢の一つと
して再度認めたのは、安倍政権が登場して後の
2014年である。つまり、10年以上の長い期間にわ
たって、使用者団体は一貫した姿勢でベアを否定
したのである。
　このような使用者側の方針は、平均賃金低下
による人件費削減を意図するものであった。そして
それは、すでにみたように、かなりの成果を収めた。
しかし、ベアの否定は、国民全体の平均的な生活
水準が、今年に比べ来年よりよくなることを否定す
るものとなる。このように生活の向上が望めなくな
ると、ミクロ的には働くことに対するモチベーション
が低下し、マクロ的には消費性向が抑えられ内需
の拡大が困難となる。2012年末、再登場した安倍
政権が、長い間人件費削減に力を注いできた経
済界に対し、賃上げを求めるようになったのも、賃
金が下落するなかではデフレからの脱却と内需の
喚起が望めないと判断したからに他ならない。
　では、定昇についてはどうだったのだろうか。
定昇に対しては、使用者団体は、「廃止」ではなく
「修正」を要求した。すなわち、考課昇給は一定
程度容認する代わりに、機械的昇給はこれを極
力抑制する方向に進めたのである。2002年、ベア
の保留にとどまらず、定昇の凍結/修正など「今ま
でになかった施策」を断行する必要性があるとし
た使用者側は以後、定昇を認める場合も、「能力・
役割・業績を中心とした制度への抜本的な改革」

（2006年）が急務といい続けてきた。ところが、安
倍政権の登場は、これにも一定の変化をもたらし
た。2014年、使用者団体は、定昇は他の国では
見られない慣行であり、これは高く評価しなければ
ならないと、スタンスを転回させたのである。これに
は、どうせ賃金を上げるなら、ベアではなく定昇とい
うかたちでの引上げが、使用者側に有利であると
いう認識が働いていた。
　では、このような使用者側の攻勢に対し、労働
組合側はどのように対応したのだろうか。一言でい
えば、1990年代後半以降長い期間、労働組合側
は基本的に守勢に立たされ、効果的な対応がな
かなかできなかったということができる。

4.�近年の春闘の経験
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　2002年、連合は春闘が始まって以来初めて、
ベアの統一要求自体を断念した。組合員全体さら
には労働者全体が前年に比べてよりよい生活を
享受できる状態を、連合が先頭に立って作ってい
ける自信を失っていたといって差し支えない。以
後、景気循環上は好況が訪れたにもかかわらず、
連合は統一的なベア要求を提出できずにいた。
　これに転換をもたらしたのが、2008年に勃発し
た世界経済危機であった。それをきっかけに連合
は、2009年春闘において8年ぶりにベア要求を再
開した。経済危機による生活の危機が、連合の頑
張りを促したのである。連合は、賃金カーブ維持分
を確保した上で、物価上昇分に見合うベアによっ
て労働者の実質生活を維持・確保すると、闘争
方針を設定した。しかし、デフレの時期に物価上昇
を根拠として賃上げを要求するのは多少無理が
あった。それに、連合レベルではベアを要求したも

のの、不況の中で雇用を優先する気運が高まり、
ベア要求を断念する単位労組が続出した。
　この経験をふまえ、連合は2011年春闘から全
労働者の処遇改善のための配分（1％相当分）を
要求し、労働条件の復元と格差是正に向けた闘
争に取り組んだ。そして、安倍政権が登場して後
の2014年春闘では、「定昇分・賃金カーブ維持
分」として2％を要求するほか、「物価上昇分＋生
産性向上分」として1％以上、「格差是正分＋配
分の歪み是正分」として1％以上をそれぞれ要求
した。以後、定昇分とベアを合わせて4％程度を要
求する方式が現在まで続いている。要するに、本
格的にベアを要求するようになったこと、そしてベ
アの根拠として、生産性向上分の労働者への還
元と、いままで広がってきた格差の是正を取り上げ
ている点に、最近の連合賃金政策の特徴があると
いえる。

　こうしてベアを要求し、なおそれを獲得し続けて
きたのは、最近春闘が収めた大きな成果の一つと
いわなければならない。が同時に、ベアが0.5%台
に止まり、1人当たり名目GDP増加率2.0%前後
に比べれば、相当見劣りすることも否めない事実
である。では、これからどのようにすべきか。ここで
は二つを提言したい。
　一つは、「定昇分・賃金カーブ維持分」という項
目を、連合の統一的な賃金要求から外すことであ
る。定昇あるいは賃金カーブ維持は、組合員の日
常生活において極めて重要なものである。それを
わからないわけではない。いまだ賃金制度の整っ
ていない事業所も少なくないなか、定昇分・賃金
カーブ維持分という項目が賃金制度の整備に有
利に働くことを否定するわけでもない。しかし、「賃
金を上げよう」という戦いを組むにあたって、定昇
分・賃金カーブ維持分を第一番目の要求とするの
は、いかにも防御的である。現にそれは、すでにみ
たように、人件費削減という使用者側の攻勢に押
され、組合側が守勢に回ったときの要求であった。
これをいつまでも続ける理由はない。
　もう一つは、生産性三原則を堂々と掲げ、その

実現を全うすることである。国民経済的には生産
性向上分は、1人当たりの実質GDPの増加分に
該当する。したがって、少なくとも「1人当たり名目
GDP増加率＋物価上昇率」の賃上げは、必ず獲
得することを目標としなければならない。そのくらい
は賃金として還元して始めて「成果の公正分配」
といえることを彼我に示し、その達成こそが新たな
生産性向上のサイクルを回す出発点となること
を、組合の力と知恵によって立証すべきなのであ
る。なお、格差の是正は、重要ではあるものの、春
闘の目指すべき目標としては、成果の公正分配の
次といえよう。
　日本は、建設的な労使関係を築き上げること
で、本稿の前段で論じた韓国だけでなく、広くアジ
ア諸国に対して範を示してきた。そして、それが一
つの範となり得たのは、まさしく生産性三原則が生
きたものとして、労使間に「Win-Win」をもたらした
からであった。これが形骸化すると、建設的な労使
関係は元も子もなくなる。春闘が、建設的な労使
関係を復元する場となることを願ってやまない。

5.�春闘への提言：「生産性に見合う賃金を」
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１. 2019春闘の位置づけ、大きな方針
―  2019春闘のポイントや、全体的な位置づけについてお聞かせく

ださい。

　生保労連の春闘は例年、各組合が組合員の期待と
ニーズに応えるべく主体的に課題を選択して取り組む
「統一取組み課題」と、全組合が取り組む「統一共闘
課題」の2つを設定している。前者は5つの柱（経営の
健全性向上の取組み、営業職員体制の発展･強化の
取組み、賃金関係の取組み、ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組み、多様な人材が活躍できる環境
整備に向けた取組み）で構成している。5つの柱は継続
性も重要であるため、昨春闘から変更していない。
　賃金改善要求の検討にあたっては、例年以上に業
界情勢を精緻に分析した。その結果、生保産業全体と
しては、内部留保の積み上げが進むとともに、契約者へ
の配当も充実がはかられてきているなど、従業員への還
元、すなわち「人への投資」を行う環境が整ってきてい
ると判断した。また、「人への投資」に関する検討を深
め、その多様なあり方・考え方や具体例を提示すること
を通じて、各組合への支援をはかった。このように、従来
以上にロジック面をしっかり構築して臨んだことは2019
春闘の特徴の一つといえる。
　社会的要請にもなっている「サプライチェーン全体で
生み出した付加価値の適正分配」については、生保産
業の場合、商品開発から販売までのサプライチェーンを
生保会社1社で完結しているケースが多い。販売の多く
は組合員である営業職員が担っていることからも、営業
職員への適正配分は最重要課題と捉えている。

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　組合員の多くを占める営業職員の賃金は出来高給
の比重が大きいことから、営業職員からは、お客さまの
ニーズに沿った商品や、お客さまに説明しやすいツール
の開発など、営業支援策の充実を求める声が多い。生
保労連では、各組合がこれまで獲得してきた多岐にわ
たる支援策を「営業支援策取組み指針」として取りまと
め、毎年充実に努めているが、これはまさに各組合の英

知の結集というべきものである。2019春闘においても各
組合は、この指針を参考に創意工夫ある取組みを展開
し、幅広い成果（実質的な収入の向上）を獲得すること
ができた。
　その中で、ここ数年の特徴的な成果の一つとして、営
業職員用携帯端末使用料の無償化が挙げられる。営
業職員は税法上の事業所得者である関係から、これま
で端末使用料を自己負担してきたが、お客さま対応に
必要不可欠なものとして経営と協議した結果、ほぼ全
社で無料となった。使用料は各社区々であるものの、こ
れは実質的にベアに相当するものだ。
　内勤職員については、前述した情勢分析を踏まえ、
3年ぶりに「年間総収入の向上」要求に転換した。
「年間総収入の向上」に向けては、月例給与と臨時給
与（一時金）のいずれでも取り組める形としたが、とりわ
け月例給与については、可能な限り「向上」に取り組む
要求基準とした。2018春闘において、月例給与の改善
要求に関する考え方を、①狭義ベア（全層一律の引き
上げ）、②広義ベア（特定層への重点配分）、③生活関
連手当の引き上げの3つに整理したが、2019春闘でも
引き続き定着をはかった。その主なねらいは、それまでの
臨時給与中心の取組みから月例給与にも当たり前のよ
うに取り組める流れをつくることや、ベアを幅広く捉えるこ
とによって、各組合の背中を押すことにあった。
　残念ながら狭義ベアを獲得した組合はなかったもの
の、多くの組合で、広義ベアや臨時給与引き上げなど
「年間総収入の向上」につながる回答を引き出すこと
ができ、また、パート・契約社員についても、数組合で臨
時給与の支給や引き上げを獲得することができた。

３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　生保労連は、長時間労働の社会問題化などを受け、
2017年度から労働時間への取組みを強化している。
2017年12月に生命保険協会との間で「働き方改革に
向けた生保産業労使共同宣言」が採択されたことは、
取組みを強化していくうえで非常に大きな意義をもった
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と考えている。全組合が取り組む「統一共闘課題」とし
ては、2017年度に「労働時間の実態把握の強化」、
2018年度に「実態把握に基づく労使の課題意識の共
有」を設定して取り組むなど、まずは足場を固めつつ、
2019年度はそれらをベースに「労使による改善策の協
議・実行」を設定する方向で検討している。具体的には、
「勤務関連ルールの遵守・徹底」「業務見直しの推進」
「意識改革の推進」の3つを一体として取り組み、生産
性の向上にもつなげることをめざしている。このように、
2017 ～ 2019年度の3年間で、長時間労働の是正に
向けた大きな流れをつくりたいと考えている。
　本年4月には、会社の人事担当者なども招いて「ワー
ク・ライフ・バランス研究会」を開催し、先進的な取組み
をしている組合の事例発表などを通じて課題意識の共
有をはかった。また7月には、労働時間短縮の前提・必
須条件ともいえる「業務の見直し」をテーマとした研究
会の開催も予定している。
　このような取組みにより、道半ばではあるが、営業職
員・内勤職員ともに勤務実態はデータ上も着実な改善
を見せており、一連の取組みが功を奏したものと考えて
いる。
　「同一労働同一賃金」についても、2020年4月からの
法施行を睨み、本腰を入れて対応すべきステージに
入っている。昨秋には、生保各社におけるパート・契約
社員の職務内容、臨時給与、手当、休暇制度などを
チェック・点検するための調査を実施し、調査結果をも
とに情報交換を行った。こうした取組みにより、今春闘
においては、前述した臨時給与の他、手当や休暇制度
の新設・拡充がはかられるなど、パート・契約社員の処
遇改善が着実に前進したものと認識している。
　働き方改革に関する課題は、これら以外にも多岐に
わたるが、生保労連が昨年8月に働き方改革への対応
指針として取りまとめた「総合労働政策2018」は、働き
方改革で議論されているテーマをほぼ網羅している。取
りまとめにあたっては、各組合が働き方改革について検
討する際、生保労連や連合、政府などの考え方や方針
を参照しやすいよう、使い勝手にも配慮した。
　「働き方の変化」という点では、ＩＴ技術革新が組合
員の雇用・働き方に与える影響は今後ますます大きくな
ることが想定され、すでに「一般職」や、職種転換を経た
「旧一般職」（現・地域型総合職など）の業務や働き方
に大きな影響が出ている。具体的には、ＡＩ・ＲＰＡの活
用などにより事務業務の削減・効率化が進められる中
で、事務・マネジメント業務のさらなる高度化や、新たな
職種・職務（営業のサポート業務やお客さまサービス訪
問業務など）での役割発揮が一層求められている。そこ
で生保労連では、2018年度に「一般職」「旧一般職」
のキャリア・働き方に関する研究を行い、その内容を取り
まとめるとともに、本年6月には、当該層がより前向きに

役割発揮していくための方策を共有することを目的とし
た労使フォーラムを開催し、生保産業の労使や他産業
の方も含めて共通認識を深めたところである。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020春闘の取り組みへの課題

についてお聞かせください。

　社会・経済環境が大きく変化する中で、組合員一人
ひとりが安心と働きがいをもって仕事に従事できる環境
を整備していくことが一層求められている。とりわけ営業
職員は生命保険販売の基軸であり、生保産業の行方
を大きく左右する存在であることからも、そのあり方につ
いては、将来を見据えた検討が重要となっている。そこ
で生保労連は、5年ぶりに「営業職員プロジェクト」を設
置し、今後2年間かけて、営業職員に一層求められる役
割と機能、採用・育成・教育問題をはじめとした営業職
員体制が抱える課題、取組みの方向性について検討
する予定としている。
　賃金改善をはじめとした処遇改善については、社会
的要請も踏まえ、これまで以上に力を入れて取り組んで
いきたい。働き方改革についても組合員からの期待や
関心は大きく、しっかり取り組まなければ労働組合とし
ての存在意義を問われかねない。生保労連としては、
最低限対応しなければならない法対応はもとより、それ
を上回る労働条件の獲得と先行事例の波及を通じて、
産業全体の底上げをはかっていきたい。また、春闘をは
じめとする労使協議・交渉の機会を、組合が経営に要
求する場としてのみ捉えるのではなく、経営に建設的な
提言を行い、双方にとってWin-Winの関係を築く場と
して再構築していきたいと考えている。
　本年は、生保労連にとって結成50年を迎える節目の
年でもある。現在、向こう10年を見据えた中期方針として
「チャレンジビジョン2030」の策定を進めているが、その
中で、先行き不透明な時代だからこそ産業別労働組合
としての先見性ある取組みが重要であるとの認識を示
す予定だ。組合員に今後起こり得ることをいち早く察知
し、警鐘を鳴らす存在として、道標の役割を一層果たし
ていきたい。

生保労連（全国生命保険労働組合連合会）：生保産業で働
く労働者で組織された、生保産業唯一の産業別労働組合。
結成は1969年で、本年結成50周年を迎える。25万組合員の
うち、営業職組合員が7割超、女性組合員も8割超を占める。
「組合員や社会から共感・信頼を得られる運動」を運動の基
調としている。

日下部　大樹（くさかべ・だいき）氏
　2006年第一生命保険相互会社（現・第一生命保険株式
会社）入社。2011年第一生命労働組合中央執行委員、
2016年生保労連中央副書記長を経て、2018年より現職。

（インタビュー日　2019年7月3日）



情報産業労働組合連合会
（情報労連） 書記長　柴田　謙司 氏

・６年連続の賃金改善の流れを継承し、賃金、一時金とも概ね前年を上回る回答
・労働時間適正化や有期契約等労働者の処遇改善に向けては、さらなる取り組み強化が必要

特集４ インタビュー
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１. 2019春闘の位置づけ、大きな方針
―  2019春闘のポイントや、全体的な位置づけについてお聞かせく

ださい。

　連合の方針を受け止め、賃上げの継続による「底上

げ・底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場に

たった働き方の実現」を最重点に、すべての働く仲間の

「総合労働環境の改善」を目指す闘争と位置づけた。

「サプライチェーン全体の付加価値の適正分配」および

「公正取引の推進」「適正な価格転換」を図り、すべて

の労働者が安心して働き続けられる環境整備が必要と

の認識に基づいている。

　「底上げ・底支え」「格差是正」に向けては中小企業

や有期契約等労働者への波及を図るため、情報労連

に集う仲間のミニマム・セーフティネットとしての労連最賃

の取り組みとの連携を強化し、相乗効果を発揮すること

とした。

　また、課題であった県協加盟組合の強化については

支援体制を充実させるべく、昨年秋段階から労使交渉

の環境整備について継続的に支援を行った。これまで

交渉が困難であった組織を含め、1つ以上の要求を行

うことを意識した取り組みも進めた。

　

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　組織全体ですべての働く仲間の「底上げ・底支え」

に向けて、「連合回答ゾーン」への決着を目指した。取り

組み強化にあたっては、「月例賃金の引き上げ」の意義

を再確認した。賃金増加分のうち消費に回る割合は、

一時金（賞与等）では5割弱であるに対し、所定内給与

は9割というデータからも示されるように、「経済の自律的

成長」に向けては月例賃金にこだわった賃上げの取り

組みが力強い後押しになると考えられる。

＜賃金改善＞
　正社員については、方針を踏まえ5月14日時点で、本

部加盟では215社、県協加盟では48社に月例賃金改

善を要求し、本部加盟では198社、県協加盟では26社

が有額回答（定昇確保を含む）を引き出した。NTT労

組、KDDI労組、通建連合といった本部加盟組織では

連合方針に届く2％、定期昇給相当分を含め4％の有額

回答を引き出せた。概ね前年を上回る回答を引き出し

ており、一部では前年を大幅に上回る回答を引き出した

ところもあり、取り組みの成果があらわれるとともに、6年

連続となる賃金改善の流れが継承できたと認識してい

る。一方、県協加盟組合においてはその大半が中小企

業であり各社とも経営状況が厳しく、先行きが見通せな

い中、企業の実情に沿った回答傾向だった。それでも、

人手不足・人材確保の観点から月例賃金改善の必要

性を主張し、ブロック・県協に対する支援が成果につな

がったと言える。

　有期契約等労働者については、「雇用形態にかかわ

らず、役割・責任に応じた適切な処遇改善の確保に向

ける」との方針をふまえ、本部加盟組織を中心に129社

に対して賃金改善の要求書を提出した。月例賃金改善

については、27社で改善が図られ、そのうち4社で時給

制の賃金改善を引き出せた。また、具体的な月例賃金

改善ではないものの年間収入の改善として回答を引き

出している組織もあり、91社で何らかの改善が図られた

が、まだまだ全体的な広がりには至らなかった。有期契

約等労働者の処遇改善に向けては継続的な取り組み

強化が必要である。

＜一時金＞
　正社員の一時金については、「年間収入の確保・向

上を図る観点から、前年を確保した上でさらなる上積み

を目指す」との方針に基づき、188社に対して要求し、
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本部加盟組織を中心に124社から前年の妥結内容を

上回る回答を引き出した。

　有期契約等労働者の一時金については、要求数は

前年同期比で46社増の117社となっており、うち60社か

ら有額回答を引き出している。ただし、これらは本部加

盟組織を中心とした要求となっていることから、一時金

の制度化を含めて各組織の実態に応じたさらなる取り

組みの強化が必要と考える。

　

３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　労働時間適正化の取り組みとして、改正労働基準

法等の内容を上回る具体的な要求を加盟組合に要請

し、昨年実績を上回る組織が労働時間の適正化に対

する要求を行った。労使で膝を突き合わせて協議する

ことで、改善が図られてきている。要求してすぐに決着で

きるものではなく、これまでの下地を積み重ねてきた成果

と言える。その結果、所定労働時間の短縮や特別条項

における延長時間の見直し、年次有給休暇の時季指

定義務化に伴うルール整備、計画年休の協約化など、

前進的な回答を引き出せた組織もあったが、まだ一部に

とどまっており、さらなる取り組み強化が求められる。

　春季生活闘争とは切り離して、36協定の締結交渉

によって、限度時間をはじめとする時間外労働の縮減

に向けた労使協議を展開している組織もある。労働条

件の適正化に向けては、通年的な取り組みが必要だ。

　「同一労働同一賃金」への対応を意識した有期契

約等労働者の処遇改善については、全国単組におい

て福利厚生の利用促進や時間単位年休取得および

特別休暇（慶弔）について、正社員と均等化が図られ

ているものの、全体的な広がりには至っていない。毎年

秋季に、当該労使を対象に、その時々の労働課題を主

題にした「パートナーシップセミナー」を開催している。昨

年は2019春闘に備えて、弁護士や社労士を講師に

「同一労働同一賃金」や法改正について労使で考え

方の共有を図った。2020年4月から「パートタイム・有期

雇用労働法」の改正が施行されることから、法改正の

趣旨を踏まえた有期契約等労働者の処遇改善と仲間

づくりは、労働組合の社会的役割である。情報労連とし

ては、今次春闘のみならず、通年的な取り組みとして対

応強化を図ることが重要と考える。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020春闘の取り組みへの課題

についてお聞かせください。

　2020春闘でも、春闘の波及効果の最大化を図る観

点から、可能な限り「連合回答ゾーン」を意識した取り

組みが基本になる。大手労組にはこれがはまると思う

が、中小企業を中心とする県協加盟組合については活

動の前進や一定の成果につながった組織がある一方、

要求が提出できていない組織もある。組合活動の理解・

浸透をはじめとする労使の交渉環境整備に通年的に

取り組んでいかなければならない。組合をつくるだけで

はなく、組合として機能させるためノウハウを注入し支援

していくことが不可欠だ。

　賃金改善要求については、連合から要請された賃

金の「上げ幅」だけではなく、「賃金水準」にもこだわる

取り組みへの対応強化が必要だろう。情報労連としても

「個別賃金」による要求化に向け、どういう手法でできる

のか、どう活用するのかといった検討に入りたい。電気

通信業や情報サービス業、通信建設業界、中小加盟

組合など、業界全体の地盤沈下がないよう、働きがいの

ある産業を目指して相場形成を図る必要があり、賃金

実態調査の集約数を高めていく必要がある。

　情報労連としては、高度IT人材と言われる人たちの

処遇や働き方に関しても一緒に考えていく必要がある。

原資の配分のあり方についてどう考えて今後の春闘に

活かしていくのかは課題だ。また、クラウドワーカーの増加

にともなって、産業別組合として一定のガイドラインづくり

は必要だと考えている。お互いに摩耗してしまう産業で

あってはならない。労働環境を統一的に整備した中で、

切磋琢磨できるようになれば、おのずと情報産業に関

わる一人ひとりの働きがいも高まってくるはずだ。

情報労連（情報産業労働組合連合会）：情報通信業・情報
サービス業・通信建設業とその関連企業を主軸に、印刷業・
運輸業・酒造メーカー等々、多種多様な業種約255組合、約
20万人が結集する複合産別。「社会的に価値ある労働運動
の実践」を座標軸に、平和・環境・社会貢献活動も積極的に
推進。

柴田　謙司（しばた・けんじ）氏
　1992年、ＮＴＴ入社。1996年全電通本社支部執行委員を
スタートに、ＮＴＴ労組東日本本部執行委員、ＮＴＴ労組中央
本部執行委員を歴任。2008年ＮＴＴ労組東日本本部事務局
長、2012年ＮＴＴ労組中央本部執行委員を経て、2013年Ｎ
ＴＴ労組コミュニケーションズ本部執行委員長。2015年より
2019年8月まで現職。

（インタビュー日　2019年６月５日）



日本食品関連産業労働組合総連合会
（フード連合） 事務局長　佐藤　宏哉 氏

・収拾額は2014春闘以降で最も低い水準にとどまったものの、６年連続２％以上の賃上げを実現
・「人材の確保・流出防止」に向けた労働条件改善に取り組むとともに、真の格差是正をめざして８割以上を
 占める中小労組の支援を強化

特集５ インタビュー
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１. 2019春闘の位置づけ、大きな方針
―  2019春闘のポイントや、全体的な位置づけについてお聞かせく

ださい。

　フード連合が2019春季生活闘争を通じて実現した
かったことは何か――。食品関連産業で働く労働者の
労働条件は、他産業と比較して依然として低位の状態
であり、「賃金引き上げ」と「働き方見直し」によって、
「食品関連産業で働く労働者の相対的地位の向上」
を目指すことだ。「賃金引き上げ」と「働き方見直し」を
同時に推し進めることを全面に出したのが今年の特徴
といえる。中小企業や非正規労働者を多く抱えるフード
連合として、産業間や企業規模間、雇用形態間などの
格差是正に向けた「人への投資」に取り組むこととした。
　また、賃上げの原資確保には公正な取引関係の構
築が不可欠であり、「食」の価値を適正・公正な価格で
評価する社会の実現が必要である。フード連合が掲げ
る産業政策である「食における付加価値連鎖（フードバ
リューチェーン）の構築」を並行して推し進めることとし
た。
　働き方改革関連法が成立し、長時間労働の是正、
正規労働者・非正規労働者を問わず仕事に準じた適
正な処遇を実現していくことは、個別企業における喫緊
の課題である。食品産業では、異常な人材不足が超顕
在化している状態で、個別企業において「人材の確保・
流出防止」に向けた労働条件改善が不可欠の環境と
いえる。改めて、職場の声を聞いて課題解決していこう
という点を特に強調した。加えて、フード連合は中小労組
が８割以上を占め、賃金要求に至っていない、あるいは
賃金要求するも回答を得ていない労組が多いという、き
わめて厳しい業界でもある。真の格差是正を実現すべ
く、2019春季生活闘争ではこれまで以上に中小労組
の支援を強化した。

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　すべての組合は、まず賃金実態を把握し、その賃金
水準の絶対値に応じて、フード連合賃金ビジョンにおけ
る年齢別ミニマム基準の確保を前提に、目標水準への
到達を目指すこととした。具体的な水準としては、春闘
相場の形成と波及を目指し、定期昇給（賃金カーブ維
持分）を確保した上で、６千円程度の各要求基準に取
り組んだ。
　賃金について、正規労働者では要求組合数が231
組合（昨年最終集計231組合）と昨年と同数となる一
方、改善組合数は66組合（同135組合）と大きく下回る
結果だった。収拾集計結果についても総額5,668円

（加重平均、昨年最終集計比▲685円）となった。６年
連続となる２％以上の賃上げを実現したことは評価でき
るが、全体の収拾額は前年を大きく下回り、2014春季
生活闘争以降最も低い水準となった。
　規模別では、大手労組は非常に厳しかった。業績や
景気の先行き不安のほかに、６年目のベア春闘となり、
要求の切り口に根拠を見出しづらい、物価の基調が弱
く要求に迫力が出せないなどの状況が起きたと考えられ
る。一方で、300人未満は4,499円（同＋142円）と、昨
年を上回る妥結結果となった。中小組合は、人手不足
や地域別最低賃金の上昇等を背景とした賃上げの必
要の高まりと、これまでの賃上げの実現に向けた努力
が相まって成果が得られた。中小労組春闘推進会議を
設置し、本部・ブロック局とグループ大手労組、および
業種別部会が連携することで、「底上げ・底支え」「格
差是正」につながる支援を展開し、中小労組に対しては
「今年こそ」と声をかけたのが実を結んだ形だ。
　また、月給制非正規労働者の賃金引き上げについて
は要求組合数が31組合（昨年最終集計28組合）、改
善組合数は13組合（同８組合）、時給制非正規労働者
については要求組合数が34組合（同40組合）、改善組
合数は15組合（同６組合）と、それぞれ改善組合数が
昨年を上回る結果となった。
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４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020春闘の取り組みへの課題

についてお聞かせください。

　これまで着実に築き上げてきた賃上げの流れを2020
春季生活闘争以降も力強く継続させていく上で、「食
品関連作業で働く労働者の相対的地位の向上」という
目標を共有しつつ、加盟組合間でマクロの視点（国民
経済の成長性、実質賃金、賃金の社会性、食品産業・
企業業績の成果反映等を基本とした要求根拠）を踏ま
えた方針のあり方についてはもっと議論を尽くすべきだ。
　連合方針の推移を見守りつつ、賃金水準のみなら
ず、上げ幅を追求する闘争も継続していく必要がある。
また、大手、中小にかかわらず、多くが結集できる方針と
する観点から、絶対額による上げ幅の追求に加え、総
額を重視した方針とすることも検討していく。300人未満
の組合のうち、賃金水準を追求する闘争の前提となる
賃金実態が把握できているのは25％程度にとどまって
おり、中小労組で体制が整っていないのは明らかだ。
フード連合が実施する賃金実態調査に中小労組が取
り組めるよう、調査や集計の方法を見直すとともに、賃
金実態の把握に向けた取り組みをサポートする体制を
強化していく。
　同一労働同一賃金への対応を切り口とした「雇用
形態・働き方にかかわらない公正な処遇」については、
法改正事項への対応などで取り組みの進展が一部で
確認されたものの、全体に波及するには至っていない。
パートタイム・有期雇用労働法の趣旨や取り組み方法
について周知・啓発するとともに、方針や組織化の取り
組みとの連動について検討していく必要があるだろう。
　成果獲得に至る取り組み事例は、フード連合全体に
開示することで、各組合への波及や共闘体制の強化
につながり、ひいては「食品関連産業で働く労働者の
相対的地位の向上」につながることが期待される。もっ
と事例を集約し、情報発信、共有していくことは産別が
担う重要な役割であり、その機能をより強化していきた
い。

フード連合（日本食品関連労働組合総連合会）：2002年11月、
食品関連の組合が一緒になって発足した、食品関連産業で
働く労働者が結集する日本で最大の食品産業別組織。食品
関連産業で働く労働者の社会的地位の向上と総合的労働
条件の改善、さらに食品関連産業の発展をめざした運動を基
調としている。組織規模は10万5千名。

佐藤　宏哉（さとう・ひろや）氏
　1999年味の素株式会社入社。2009年から味の素労働組
合中央執行委員、中央執行副委員長、味の素グループ労働
組合副事務局長を経て、2017年より現職。

（インタビュー日　2019年７月３日）

３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　2019春闘では、「働き方見直し」について以下の取
り組みを行った。

１）労働時間管理の徹底と総実労働時間の短縮
　① 労働時間管理の適正化
　② 労働時間規制の取り組み（時間外労働の
　　 上限規制、勤務間インターバル規制）
　③ 所定労働時間の短縮
　④ 割増率の引き上げ
　⑤ 年次有給休暇取得率の向上
２）働き方と処遇に関する労使話し合いの場の設置
　① 従業員50人未満の事業場における安全衛
　　 生委員会の設置
　② 賃金制度の確立や賃金改定原資配分を論
　　 議する労使検討委員会の設置
３）ワークルールの取り組み
　① 改正労働基準法に関する取り組み
　② すべての労働者の雇用安定と公正な労働
　　 条件確保の取り組み
　③ 障がい者雇用に関する取り組み
　④ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡
　　 大に関する取り組み
　⑤ 治療と仕事の両立の推進に関する取り組み
　⑥ 育児と介護と仕事の両立に向けた環境整備
　⑦ 次世代育成支援対策推進法に基づく取り
　　 組みの推進

　「働き方見直し」に関する取り組みについては、それ
ぞれの会社や職場で優先順位をつけて進めている。
所定労働時間の短縮のほか、法改正事項である「労
働時間規制の取り組み」「年次有給休暇取得率の向
上」への対応について成果が報告されている。「賃金が
ダメなら」という取り組みが多く、「従業員50人未満の事
業場における安全衛生委員会の設置」「賃金制度の
確立や賃金改定原資を議論する労使委員会の設置」
に向け、通年での議論や労使検討会の設置などの事
例もある。「改正労働基準法に関する取り組み」や「す
べての労働者の雇用安定と公正な労働条件確保の取
り組み」などを中心に法改正事項への対応が進められ
たほか、「疾病治療と仕事の両立」「育児や介護と仕
事の両立」といった多様な働き方を可能にする環境整
備の取り組みが進められた。



サービス・ツーリズム産業労働組合連合会
（サービス連合） 事務局長　千葉　崇 氏

・賃金改善額は連合集計や前年の水準を上回った一方、年間一時金は逆に下回る
・長時間労働の是正に向けては、今年初めて「ブリージャー制度」を要求した組合もあるなど、

一定の成果
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１．2019春闘の位置づけ、大きな方針
―  2019春闘のポイントや、全体的な位置づけについてお聞かせく

ださい。

　2014春季生活闘争から継続してきた賃上げの取り
組みを定着させ、中期的な賃金目標「35歳年収550万
円」を着実に前進させる闘争と位置づけて取り組むこと
とし、すべての加盟組合が実質的な賃金改善に重きを
置き、一時金もあわせた年収水準の向上に取り組んだ。
　雇用の維持・確保を前提に、正規労働者同様、契
約社員やパートタイマー等の待遇改善についても月例
賃金の引き上げに向け積極的に取り組むこととした。併
せて、最低保障賃金の協定化、労働環境整備のため
総実労働時間短縮などに取り組んだ。
　賃金以外の観点も含めて、具体的な要求基準は以
下の通りである。
　①  正規労働者の実質的な賃金の改善をはじめとし

た年収改善への取り組み
　② 賃金改善や不合理な労働条件の是正
　③  産業全体の賃金の底上げを目指した最低保障

賃金の協定化
　④ 年間総実労働時間短縮
　⑤ 両立支援・男女平等社会の実現
　⑥ 60歳以降の雇用確保
　⑦ 長時間労働是正の取り組み
　また、サービス連合全体で一体感をもって春季生活
闘争に取り組むことも意識した。2018春闘に引き続き、
加盟組合から募集を行い、スローガン「みんなの力を結
集し要求実現！」を策定するとともにポスターを作成し、
加盟組合に配布した。
　
２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　要求方針は、すべての組合が賃金カーブを維持した
上で、0.5％以上の実質的な賃金水準の改善に取り組
み、月例賃金を引き上げることとした。賃上げの取り組み
を定着させ、中期的な賃金目標「35歳年収550万円」

の実現に向けて歩みを進める闘争を行った。
　交渉においては、人財確保の重要性は理解するもの
の、先行きの不透明感や人件費上昇が経営に与える
影響が大きいことや、過去５年間の賃上げもあり賃金は
相応な水準になっていることなどを理由として回答に慎
重になる企業側と、魅力ある産業の実現に向けた人財
の確保や定着、育成の観点から「人財への投資」に必
要な賃金水準の引き上げを主張する組合側との間に
隔たりがあり、難しい交渉が続いた。
　８割近くの組合が実質的な賃金改善に取り組み、賃
金改善要求の取り組みは定着しつつあることについて
は評価している。
　正規労働者の実質的な賃金改善については、46組
合が回答を引き出したが、昨年よりも15組合減少した（6
月19日時点、以下同じ）。賃金改善額は、平均6,472円
（2.28％）であり、前年同日の平均6,350円（2.17％）を上
回った。業種ごとの内訳は、ホテル・レジャー5,097円

（2.07％）、ツーリズム・航空貨物7,103円（2.36％）となっ
た。また、実質的な賃金改善分については、平均4,614
円（1.62％）であり、こちらも前年同日の平均3,084円

（1.08％）を1,500円余り上回った。
　年間一時金については、業種によっては業績が思う
ように伸びず、合意した32組合の平均は2.95カ月とな
り、前年同日の平均3.12カ月（33組合）を若干下回る水
準となった。今後も年収水準の維持・向上に向けて、す
べての加盟組合において底上げを図る取り組みが必
要と考える。また、一時金は短期的な企業業績に影響
を受けるのは否定できないことから、固定支給部分の拡
大など一定水準の底支えを意識し、年収水準の向上に
取り組むことも重要だろう。
　産業別最低保障賃金については、要求水準を下
回ったものの企業内最低保障賃金を協定化した組合
もあり、前進がみられた。加えて、協定の締結には至らな
かったが、最低保障賃金の必要性について労使で理
解を深めた組合もあった。一方で、ここ数年の最低賃金
の上昇により一部の都道府県では1,000円を超えてい
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る実態から、協定が難しくなるなど交渉の上で課題が生
じている。また、要求した組合数は全体の５割程度にと
どまっており、すべての組合において最低保障賃金の
要求を徹底することはできなかった。
　契約社員、パートタイマーの待遇改善については、
2014春闘以降、毎年成果を上げている。今年も取り組
んだ結果、賃金改善は54組合が要求し29組合が合意
した。一時金については52組合が要求し、９割以上にあ
たる48組合が手当てを引き出した。また、同一労働同一
賃金に関する要求を行った組合もあり、来年の施行を
見据え前倒しで協議を始める動きもみられた。
　
３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　長時間労働の是正については、年間総実労働時間
1800時間の実現に向けた第４期時短アクションプラン
に基づき、総実労働時間短縮ならびに労働時間管理
手法等の適正化に向けて取り組んだ。実態把握のた
めに年末にまとめた労働時間に関する調査結果では
2000時間を超えており、200時間の乖離が生じた。中で
も、顧客の受け入れに関わる業務に携わっている人で
時間外労働時間が長い傾向があった。空港などでは、
一昨年、昨年と続いている自然災害の発生に伴った緊
急対応も一因となっている。年間休日数の拡大や有給
休暇の取得促進に向けた計画の策定、勤務間インター
バル制度の導入などについて合意した組合があり、一定
の成果がみられた。また、今年初めて、出張の前後日に出
張先での休日・休暇を取得することを認める「ブリージャー
制度」を要求し、回答を引き出せた加盟組合もあった。
　両立支援・男女平等社会の実現に向けた取り組み
については、①小学校就学前までの育児に伴う短時
間勤務制度の確立、②子の看護休暇および介護休暇
制度の有給化、③各加盟組合が「男女平等推進計
画」で定めた具体的な取り組み項目に重点的に取り組
む――といった重点事項を定めて取り組んだ。その結
果、育児における有給休暇の取得可能な制度の構築
や短時間勤務制度の拡充など、改善が図られた組合も
あり、男女がともに育児に関わる環境整備に向けた取り
組みも進められた。一方、子の看護休暇や介護休暇の
有給化についてはすべての組合の要求実現には至っ
ていないことが課題として残った。ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けて、今後さらに取り組みを進める必要がある。
　組織拡大の取り組みについては、契約社員のユニオ
ンショップ協定化や範囲拡大に取り組んだ組合もあっ
た。労働法制の改正に伴い、これまで以上に過半数代
表の重要性が増す中、今後も継続した取り組みが求め
られる。

４. ま と め
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020春闘の取り組みへの課題

についてお聞かせください。

　サービス連合の2019春季生活闘争では、連合集計
と比較すると、賃金改善の平均は6,472円となり、連合
集計の6,043円（６月７日時点）を上回った一方、一時金
では年間平均は2.95カ月となり、連合平均の4.86カ月
（同上）を下回った。労働集約型であるサービス産業を
魅力あるものとし、発展を続けるためには、一人ひとりが
働きがいと生きがいを持ち安心して働き続けることができ
る環境整備が不可欠である。労働上の事故が起きない
ようにするためにも、人手の確保と育成は待ったなしの
状況だ。今後もこの産業を支える人財の重要性を訴求
し他産業の水準に追いつくためにも、年収水準の改善、
とりわけ月例賃金の引き上げを優先した闘争を展開し、
実質的な賃金改善を実現することが必要と考える。
　2020春季生活闘争についてもこれまでの取り組み
を継続し、すべての加盟組合で中期的な賃金目標「35
歳年収550万円」の実現に向け「指標」などを活用し、
年収水準の改善、とりわけ月例賃金の改善にこだわっ
た要求基準策定に取り組む。あわせて、労働条件の底
支え・底上げのため契約社員やパートタイマー等の待遇
改善や最低保障賃金の協定化、労働環境整備のため
総実労働時間短縮などの取り組みも継続する。また、
同一労働同一賃金の法整備に対応がなされているか
については、点検活動を実施する。
　魅力ある産業の実現に向けて、人財への投資につ
いては産業の底上げの観点からすべての加盟組合が
一丸となり継続的に取り組むことで、うねりをつくること
が重要であると考える。そのためにもまずは、無期雇用
への転換や高齢者雇用の動きにあわせた企業内の組
織拡大によって仲間づくりを進め、加盟組合の機動力
を高めていくことが必要だ。さらに、個々の労使関係を
しっかり維持しつつ、総合労使協議体制の確立に向け
て定期的に周知し、理解・浸透を図っていく。

サービス連合（サービス・ツーリズム産業労働組合連合会）：
ホテル・旅館・レジャー施設・旅行会社・国際航空貨物取扱
会社・添乗員派遣会社などで働く約4万7千人が集まるサービ
ス・ツーリズム産業を代表する産業別労働組合。2001年7月
に結成され、魅力ある産業への進化をはかるため、労働条件
の整備と向上や産業政策提言機能の充実、社会貢献活動
などに取り組んでいる。
千葉　崇（ちば　たかし）氏
　1978年生まれ、2002年株式会社ジェイティービー入社。
2009年ＪＴＢ首都圏労働組合執行委員、2010年同執行書
記次長、2011年ＪＴＢ首都圏地域労働組合執行委員などを
経て、2013年サービス連合副事務局長（政策局長）、2017年
より2019年７月まで現職。

（インタビュー日　2019年7月3日）
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１. はじめに

　シリーズ第12話は、最終話となる。連載を締めくく

るにあたって、あえてこれまでのケースとは大きく異

なるチェーンストア労組を取り上げる。紹介してきた

チェーンストア労組は、当時、商業労連、チェーン労

協、全繊同盟のいずれかに所属しており、現在では

すべてそれらを含め合同を果たしたUAゼンセンに加

盟している。

　これらに対して、今回取り上げるヤオハン労働組

合は、全国一般に加盟し、当然、現UAゼンセンと袂

を分かっている（全国一般は連合加盟を巡って分裂

し、連合系は2006年に自治労と組織統合した自治

労全国一般評議会に加盟）。UAゼンセン以外も含

めて商業労働者として広くとらえれば、全国一般と

生協労連に加盟する労組の組合員が存在する。そ

れらの多くをカバーすることはしないが、全国一般加

盟のチェーンストア労組にも目を配っておきたい。キー

パーソンは、ヤオハン労組の元委員長、片柳義隆に

登場してもらう。

　ヤオハンは、慶応期に開いた青果店を発祥とした

一族経営で、明治期には乾物店となるなど変遷して

いるが、事実上、1947年設立の八百半商店が起源

である。その後、八百半商店社長片柳弥一の長男

市朗と次男定夫の片柳兄弟がそれぞれ栃木県内

で別会社のヤオハンの経営を開始した。本稿が取り

上げるのは前者であり、1960年にはセルフ販売の

栃木銀座店を開店してスーパーマーケットを志向し、

後にSSM（スーパー・スーパー・マーケット）の店舗を

展開した。2018年時点で9店舗、従業員約400人と

なっている。

　

２．ヤオハン労組の結成

　ヤオハン労働組合は、記録上は1964年4月14日

に結成されたことになっている。だが、前年1963年

に3人で労組を結成した事実がある。その発端は、

1963年10月に発生した解雇事件であった。本部包

装部門に配属されていた臨時社員の赤堀統一郎

は、会社側と衝突して突然解雇された後、地元の全

国一般栃木地方本部へ相談し、支援を得て労組の

結成を強行し全国一般加盟のヤオハン支部となっ

た。だが、当初の組合員は赤堀統一郎と支援者2人

の計3人だけであり、特段の労組活動もないまま会

社側から無視され、臨時社員ということもあって労働

者たちにも認知されていなかった。初代委員長には

支援者の1人が就任した。

　この停滞状態をよしとしない全国一般栃木支部

の助言や指導を受ける形で、赤堀統一郎らは労組

の結成を正式に会社に通告し、実質的な労組活動

を開始して組合員の拡大を図った。一方で、赤堀統

一郎は1964年1月には、栃木県地方労働委員会へ

救済の申立てを行った。これで労働者たちの動きに

過敏になった会社側は、社内の商品抜き取りを調べ
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るとの名目で労働者に抜き打ちの所持品検査を強

行した。これに労働者たちは憤慨し不満を高めたこと

も、労組の結成の推進力になった。

　こうして改めて1964年4月に結束を固めて拡大し

た労組となったが、労組への賛同者24人による新た

なスタートという意味での結成で、赤堀統一郎が第2

代委員長となった。この時点でヤオハンは栃木駅前

店と銀座通り店の2店舗、従業員約90人と小規模で

あった。競合店は、当時新規開店し後に退店となっ

たイトーヨーカドー栃木店である。

　こうして拡大し再スタートを切ったヤオハン労組は、

まず団体交渉で赤堀統一郎の解雇撤回を迫るな

ど、会社側への圧力を強めた。この間も、地労委の

審問が継続されていたが、1964年5月に早くも地労

委から和解あっせん案が出され、労使が受諾して労

組側の全面勝利となった。赤堀統一郎の原職復帰

や過去分の賃金支払いなどが決定された。

　ヤオハン労組は、この後も、赤堀統一郎ら臨時社

員の正社員への切り替え採用を要求して交渉を続

けたが、会社側の対応は遅々としていた。1966年12

月には、1967年12月からの正社員採用で合意したも

のの、実現したのは1968年2月であった。

　

３．全国一般栃木地方本部

　ヤオハン労組が加盟した上部組合の全国一般栃

木地方本部について一瞥しておこう。全国一般栃木

地本の結成の経緯としては、まず、1951年から全国

各地に中小労連や各種の合同労組の結成が進み、

1955年からこれらの統一を進める動きが始まったこ

とがある。

　その主な主体は総評（日本労働組合総評議会）

の中小企業対策委員会であった。総評は前年1954

年の大会においてこの中小企業対策委員会の設置

と、中小企業対策オルグの全国配置を決定してい

た。なお、当時総評は全国に配置する前のオルグ全

員を鎌倉の建長寺に集めて教育していたことから、

古参の総評オルグは「建長寺組」と呼ばれていた。

　こうして1955年7月27日、東京、大阪、兵庫、静

岡、岐阜、島根、熊本などの代表者が集まり、東京の

芝浦会館で全国一般合同労働組合連絡協議会が

発足した。全国一般の前身組織である。これら各地

方の役員は中小企業労働者ではなく、総評の地方

オルグが兼務している場合がほとんどであった。その

意味では中小企業労働者の主体的労働運動という

より総評運動といえる。

　翌1956年に全国一般合同労働組合協議会、

1958年に全国一般合同労働組合連合と名称変更

を経たことからわかるように、当時は各地の合同労

組の集合体であった。だが、この方針を転換して、第

１に団体の単位を企業の外に置く、第2に労働三権

を組合本部に置く、第3に組合費を直接本部へ納入

する、との統一労働組合の原則を決定し、1960年に

総評・全国一般労働組合中央本部を結成した。

　栃木県内での中小労組運動の動向に目を移そ

う。1959年、栃木県労では、中小企業労連の結成

の呼びかけがはじまり、1960年に県内の印刷、製

造、玩具、木材加工、繊維、交通などの中小労組と

総評地方オルグが準備会を発足させた。一方で、財

政がきわめて脆弱であったため、県労が指示する中

小労連に参加せず、県労直加盟のまま継続的な世

話活動を期待する中小労組が多かった。だが、1960

年6月19日、宇都宮市の労働会館で中小労連（栃木

県中小企業労働組合連合、14労組、組合員数614

人）の結成が強行された。

　中小労連は、加盟労組が一括して県労と全国一

般に加盟し、未組織労働者の組織化を開始した。

中小労連独自のオルグを配置し、1961年に33労組

1322人、1962年に45労組2137人へと組織拡大を

はじめた。

　ところが、1962年に転機を迎える。発展中の中小

労連ではあったが、次々に組織内部の限界に直面し

た。第1に、財政問題による限界である。加盟労組は
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これまでの経緯から県労もしくは地区労の低額な組

合費納入経験しかなく、自前の財政基盤を確立して

専従者を配置する意欲に欠けた。第2に企業内労

働運動の慣行から脱皮できず、交渉後の労使関係

の危惧から賃金交渉が制約される事態が多発した。

第3は小規模労組として出発したため、労組があって

も狭い企業内労働運動で完結させて中小企業労

連への加入を見送る態度が強固であった

　これらの限界があったため、中小労連結成時から、

県内の企業の枠を取り払った合同労組への切り替

えを含む方針が提起され、それぞれの企業内組合を

解散した上で個人加盟方式の単一労組へ移行が

議論された。

　こうした準備期間を経て、1962年2月11日、宇都

宮市の中央会館において、全国一般栃木地本（46

支部、組合員数2085人、委員長斉藤正一、書記長

石綱和夫）が結成されたのである。このため、中央労

連の歴史は2年足らずで幕を降ろすと同時に、企業

内組合が解散して地本に個人加盟する合同労組と

なって新しいスタートを切った。ただし、総評地方オル

グが執行委員として加わり、全国一般栃木地本独

自の専従書記長を配置したとはいえ、県労に依存す

る体制は変わらなかった。

　以上、ごく簡単にヤオハン労組が加盟する前の全

国一般の動向を紹介したが、ヤオハン労組加入時の

1963年度の全国一般栃木地本の組織現勢は、47

労組、組合員数1712人であった。前年度、前々年度

の組合員数は2000人超であったから、急速な組織

減少が始まった時点にヤオハン労組が結成され加盟

したことになる。

　加入組合はヤオハン労組の他、日本電建、芳南

交通、愛鋼興行、夕畑目運送、松屋製粉、上沢醸造

など合計14労組の424人が加盟したのに対して、脱

退や解散は10労組の285人というように、10数人や

時に1ケタの組合員の小規模労組がほとんどであり、

加入と脱退が交錯していることが特徴的である。

　続く1964年度の全国一般栃木支部は、48労組

で組合員数は1520人とさらに減少した。加入した労

組は、東京ピアノ、丸保木工、鹿沼利材、陽南紙器、

東南観光、日成工業、石橋ダイカストなど12労組の

416人、脱退や解散した労組は、12労組の325人で

あった。

　1965年度の組織現勢は、47労組で1390人であ

る。財政確立はきわめて脆弱であった。中小労連時

代は1960年の1か月の組合費は20円、1961年が30

円、全国一般が結成された1962年2月から30円、同

4月から50円、1963年から70円、1964年から100円

というように定率方式への切り替えの議論が重ねら

れたが定額方式を脱し切れなかった（1975年に定

率方式へ切り替え）。また、1966年度は脱退が相次

ぎ43労組で1254人と減少を続けた。

　1967年度は全国一般栃木地本の役員の変動が

あり、委員長が斉藤正一から神山茂男へ交代した。

なお、この役員改選時には、赤木統一郎が執行委員

となり、はじめてヤオハン労組から全国一般栃木地

本へ役員が選任された。以後、赤堀統一郎とヤオハ

ン労組からの役員入りが続く。すなわち、1968年度

から1971年度は赤堀統一郎の執行委員の他に石

崎義雄が会計監査、1972年度から1974年度は赤

堀統一郎が執行委員、片柳義隆が会計監査、1975

年度から1984年度は赤堀統一郎が副委員長、狐

塚忠広が会計監査に就任した。赤堀統一郎は1985

年に副委員長を退任した。

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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　さて労働批評の２回目。今回は、米国に広がる事

実上の階級闘争ないし和解による不平等問題の解

決をめざす議論を紹介しよう。

　ところでこの間日本にせよ、世界にせよ、現実の不

平等が可視化されるにつれ、不平等の存在を否定

する議論はなくなった。そして不平等の度合いが極

端になる一方の米国でも、同様のようである。

　他方、この不平等の進行の推移とその理由につ

いても、やはり近年国内外では多くのことが明らかに

なってきており、これもまた米国についても言えること

であろう。

　おそらく現在の議論や努力の焦点は、この不平等

をいかに縮小するかの方策をめぐってにあると思わ

れるがどうだろう。

　この点、アメリカでは最近まで、そして今もなおその

処方箋をめぐって一つの大きな主張がある。それは

余りの単純化のそしりを恐れず言えば、時代の変化

に取り残されている人びとを、変化に付いていけるよ

う積極的に応援すべきだという主張だ。

　変化を不可避と考え、それに主体的な対応を促

す、こうしたサプライサイド・エコノミー的な考え方は、

1990年代以降世界を席巻するグローバリズムとAI

をはじめとする加速度的な技術革新と共に時代の

主潮となった新自由主義に特徴的な思考方法とみ

なすことができる。

　この思考の最も米国的な表れが、大学信仰とも呼

ぶべき学歴主義である。

　この米国の学歴主義は最近始まったことではな

い。

　おそらくこの学歴主義が進展する契機となったの

は、第二次大戦後大量の復員兵に大学入学の機会

を財政的に大幅提供したGI Billであったろう。この

お陰でそれまで大学と無縁であった労働者階級や

その子弟が、大量に大学の門をくぐり、その後の中産

階級形成の一翼を構成した。

　またニューディール以来、戦後1960年代まで続く

米国労働運動の発展とパックスアメリカーナと呼ばれ

る米国の圧倒的な経済的優位を背景とした労使関

係の安定も、子弟の大学行きによる労働者階級の中

産階級化に大きく貢献した。

　ただ高卒、大卒、大学院卒の給与水準の違いと

その差の拡大が強調され、大学進学熱が過熱し、と

りわけ有名校へのそれがヒートアップしたのは確かに

近年である。

　他方日本をはじめとする他の先進国との競争で産

業空洞化に続き、その後途上国とのコスト競争によ

るグローバル化の進展で事業所の海外移転が進む

と、製造業の衰退とそれに伴う困窮とコミュニティの

崩壊による高卒技能者の生活世界の危機が顕著と

なる。

第2回
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　もちろんその救済を訴える声がなかった訳ではな

いが、社会の大勢や多くのオピニオンリーダーは、こ

の流れをグローバル化と技術革新という「自然の摂

理」の不可避的な流れと捉え、「旧型」の製造業や

そこに従事する人びとを盛者必衰、弱肉強食世界の

「恐竜」視した。

　その結果、個人も社会も、そして政府もその運命か

らいかに逃れるかに関心を注ぎ、学歴の高度化と教

育水準の向上を唱え、教育への競争原理の導入と

大学進学競争の激化が進んだのは、20世紀末頃か

らだったろうか。

　しかしその結果どうなったか。大学熱もその一因で

あろう学費の高騰が多くの借金を初めから背負った

卒業生を大量に排出し、その救済が社会問題化し、

さらに現在では、大統領選挙の争点の一つとして、

学費減額ないし無料化とその借金の「徳政令」が議

論されるようになる。

　また教育への競争原理の導入は、そうした原理と

必ずしも相容れない公教育の空洞化をもたらし、これ

がまた不平等化に拍車をかけることが分かり、最近

はこの悪影響を蒙る教職員と地域が一体となった学

校ストが、リベラルのみならず保守的な地域でも起こ

り、問題への警鐘を社会に鳴らすようになっている。

　さらに高卒技能者の縮減と大卒並びに大学院卒

者の急増は、日常生活の円滑な運営に支障を来た

す職種のアンバランスを生んでおり、建設や様々なメ

ンテナンスなど生活直結型の技能者の慢性的不足

と今後予想される介護を含む社会サービスの担い

手不足は、不平等化を横から抉る別の社会不安を

呼んでいる。

　さらに直近では、有名大学への裏口入学をめぐる

セレブのスキャンダルも刑事事件として明るみに出、

表向きは米国にもようやく「大学バブル」の崩壊とま

ではいかずとも、萎みの予兆が感じられないでもな

い。

　そしてここへきて、冒頭指摘した事実上の階級闘

争、あるいは現行階級社会の持続可能性への疑問

を呈した議論が、リベラル陣営の方から提示されるよ

うになった。

　 最 初 に 紹 介 するの が、Daniel Markovitsの

“Meritocracy’s Miserable Winners”で あ る。掲

載誌は米国リベラル誌の最も老舗の一つ『The 

Atlantic』の本年９月号である。

　「学歴主義の悲惨な勝者」とでも訳せるこの論文

は、米国最高学府の一つで最近ではビル・クリントン

やブッシュ父をはじめとする多くの大統領や政財界

のリーダーを輩出するエール大学で、ロースクールの

教授を務める筆者の近著『The Meritocracy Trap

（学歴主義の罠）』からの抜粋である。

　この論文の冒頭には、こんな件の短い紹介文があ

る。

　

　富裕層とその他の人びとの落差を広げるシステム

は、またエリートの生活と人生をも止めどない過酷な

競争へ駆り立てる。ではどうするか。一つの解決策は

このシステムを止めることだろう。

　

　間もなく50歳になるマルコヴィッツ氏は、テキサスの

学都オースティンの公立高校卒業後、エール大学を

振り出しに、ロンドン大学、オックスフォード大学、ハー

バード大学を経て、今母校のロースクールの教壇に

立つ。まさに自他共に認める現代学歴主義の最高

の産物の一人である。

　マルコヴィッツ氏は20年前から経済的不平等につ

いて本を書き、その解決策として学歴主義の推進あ

るいは能力主義の導入を説いてきたし、エール大学

の総長をはじめ少なからずのエリート・リーダー達が同

様の趣旨を説いた。

　それはまた彼らが所属した象牙の塔の最高峰が、

血縁という名門の生まれによって支配されていること
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への自己批判であり、それを改革する意志の表明で

もあった。

　そして学歴主義はその後これらの名門大学を制

し、その結果は富裕層という新たな生まれによってこ

の超狭き門が支配されることになった。

　そのうんざりするような貧困と選別の拡大再生産

に関する因果関係の詳細なデータを示した後、マル

コヴィッツ氏は今や社会が保守派を含め、こうした階

級差別的エリート大学の現状に対する批判を強めて

いることを指摘するが、氏は本当の問題は学歴主義

そのものにあると主張する。

　そしてここからが氏の主張の興味深いところだが、

学歴主義を弱めることは、その便益を享受している

富裕層エリートを含め、あらゆる人びとをその災禍か

ら救うという。なぜならこのエリート達もそこでの勝者

の地位を守るため余りに多大な犠牲を払っているか

らだ。

　ここから彼は、現代エリート子弟とその両親の幼少

期から新たな家族形成とその繰り返しが定式化さ

れ、地位の保全とほとんど他に選択肢のないパター

ン化された様子を具体的な生活描写で説明する。

　またそうした過度にプレッシャーのかかった生活が

子弟達に与える心身の病的症状や、そこから逃れよ

うと更なる悪循環に進む生活習慣の泥沼を、氏の

環境ゆえに知りうる情報で活写する。

　これに続いて、マルコヴィツ氏は、超エリートだけで

なく、弁護士や金融業者などのエリート全般に広がる

長時間労働を含む、ワークライフバランスの極端な悪

化を指摘する。

　そしてこの耐え難い負荷と犠牲に、少なからぬエ

リートはこうした生活と人生への疑問を膨らませ、そう

した選択の拒否への意思をほのかながら灯し始めて

いるという。

　ここで氏は、こうしたエリートの艱難辛苦を富める者

への怨嗟から一笑に付すのではなく、システム自体

の機能不全と持続可能性の低下と捉え、この悲惨

な学歴主義からの離脱を試みるべきだと主張する。

　ただマルコヴィッツ氏も、エリートにその地位と生活

の放棄を求めるのは無理な相談であることは承知

している。そこでイソップ物語の北風と太陽ではない

が、エリートにその地位と生活以外に選択肢はないと

今ほど汲々とさせない安堵感を社会が持たせてはど

うかという。

　つまりこの世の中には、それなりに人生を謳歌でき

る多様な仕事があり、それに就くことができる教育機

会が用意されているという、いってみれば「心のセー

フティネット」（これは筆者の言葉だが）のような社会

状況だ。

　もっとも氏はこれをただのお題目ではなく、一つの

社会のありようと産業やサービス、そして仕事の成り

立ち、そしてこれらをもたらす諸政策の展開として考

えている。

　例えば、金融にせよ法律にせよ医療にせよ、社会

が二分され、顧客が両極端に寄っていけば、それだ

け問題が高度化あるいは深刻化し、求められるサー

ビスやスキルも極めて専門的かつ限定的になり、そ

れに対応するため仕事の内容も排他的になってく

る。

　他方深刻な問題や高度な課題を抱えなくても日々

生活できる安定した中間層が増えれば、広範なメン

テナンス的あるいは予防的な仕事が増え、それへの

対応もより多くの人のより容易な準備で済ますことが

できるようになる。

　最後にマルコヴィッツ氏のこの論考は、極端な不

平等が辿った20世紀の歴史的経験とそこから逃れ

た米国の経験に立ち戻る。つまり今日以降の独裁国

家の末路とニューディールでその道を回避した経験

だ。少し長いがその部分を引こう。
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篠田　徹（しのだ・とおる）氏

早稲田大学社会科学総合学術院教授
1959年生まれ。1987年、早稲田大学政治学研
究科博士後期課程中退。主著『世紀末の労働運動』

（岩波書店、1989）、『2025年日本の構想』（共
著）（岩波書店、2000）、『米国民主党―2008年
政権奪回への課題』（共著）（日本国際問題研究
所、2005）。

　学歴主義に伴う不平等を克服する主な障害は

技術的な問題ではなく政治的なそれである。今日の

状況は、不満と広範な悲嘆を誘い、絶望へと向かう。

『寡頭政』を著した政治学者のジェフリー・Ａ・ウィン

ターズは、古代から20世紀に至る人類史を概観し、

所得と富が一部のエリートに集中した社会の末路を

検証している。その殆どの場合、そうした不平等の除

去は、（ローマ帝国の様な）軍事的敗退か（フランスや

ロシアの様な）革命といった社会崩壊を伴っている。

　とはいえ希望はある。歴史は富の集中を秩序を

持って緩和した明瞭な事例も示している。1920 ～

30年代、アメリカは大恐慌に対して、20世紀の半

ばに中産階級の社会をもたらすことになったニュー

ディールの方策で答えた。

　ここで大事なことは、この過程でその第一義的な

推進力になったのは政府の再分配政策ではないと

いうことである。ニューディール体制が確立した広範

に共有された富は、大部分経済的階統制に抗して

経済的平等を促進した経済と労働市場がもたらし

た。それらは例えばGI Billの下で、教育機会の提

供を劇的に拡大し、中間的技能を有した中産階級を

生産分野の中心に据えた。

　こうした措置を現代的に講ずることは今でも可能

である。教育機会の再度の拡大と中産階級的労働

の重要性の再強調は相互に強め合う。エリートはよ

り少ない収入と低い地位と引き換えに、以前は容易

に堪能することができた余暇を取り戻すことができ

る。同時に中産階級はその収入と地位を回復し、自

分達がアメリカンライフの中心にあることを再確認でき

る。

　民主的な経済秩序を再建することは確かに難し

いであろう。けれども経済民主主義がすべての人び

とにもたらす便益はその努力に叶うものである。そし

て来るであろう暴力的な末路を考えれば、それを試

す以外に我々に残された道はない。

　

　マルコヴィッツ氏の結論に甘さを禁じえない人びと

は少なくなかろう。また筆者的には、ニューディールの

経済的、教育的平等と民主化をもたらした労働運動

の存在への言及がないのも、多少不満ではある。だ

がニューディールを範とした経済民主化による民主

的階級和解を唱えたことは、やはり米国の議論の現

在の一端を示している様で興味深い。

　次回はこれより更に社会変革へ踏み込んだ議論

を紹介してみたい。
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李玲珠 著

『韓国認知症政策のセオリー評価』
2019年6月発行
晃洋書房
定価本体  3500円（税別）

日本大学法学部公共政策学科　准教授　山村　りつ

　本書は、筆者自身の博士論文をベースに執筆された

ものであり、筆者の研究者としての強い探求心と同時

に高齢者福祉の実践者としての熱意と真摯な眼差し

を感じさせるものである。本書における研究目的は明確

で、韓国における認知症政策の評価を行うということで

あり、その構成も方法の提示から（評価の）実施という

シンプルなものとなっている。しかし、それだけに評価の

プロセスを徹底して精緻化し、綿密な計画に従って行

われた政策評価の結果には相応の迫力がある。

　また、本書は次の3つの点から評価することができる

だろう。すなわち、まず学術的論文として、さらに政策評

価の手法を示した教示本として、最後に韓国の認知

症高齢者への政策に関する評価報告としての3つで

ある。このことは、本書を評するうえでやや頭を悩ませる

点でもある。たとえば若い研究者が博士論文執筆の参

考として、あるいは政策評価を試みようとする者がその

手本として、そして韓国の認知症対策の現状を知ろう

として、それぞれの目的で本書を手にする者は、それぞ

れについて大きな示唆を得ることができることは十分に

期待できる。しかし、評者としては果たしてどの点から評

価するべきなのかが難しいところであった。

　本書を通じて目に留まるのは、研究や分析の手法・

枠組みについての丁寧な叙述である。それらを、所与

のものとして提示するところから始めるのではなく、丁寧

な先行研究・関連文献のレビューを通じて、なぜそのよ

うな手法を選択するのかが明確に示されている。これ

は、本書が博士論文を基にしていることに起因すると

考えられる。この前提部分の丁寧な叙述はその後の研

究全体の根拠にもつながるものであり、特に博士論文

では重要な部分であるといえるが、それが本書における

第2章以降の挑戦的な取り組みを、単に目新しさだけ

を狙ったものではない十分な理論的基盤をもつものに

している。この理論と枠組みへの忠実性は、第2章以

降の実際の評価プロセスの段階においても損なわれる

ことなく、結果的に導かれた評価に対する理解可能性

と納得性を高め、政策評価とはこうあるべきと思わせる

政策評価の教示本としてだけでなく、評価報告として、

その結論を無視できない重大な示唆を含むものとなっ

ているといえる。

　このように、高齢者福祉や認知症ケアにかかわる者

だけでなくさまざまな立場の者にとって示唆に富む本書

であるが、評者が本書を通じて最も重要な本書の意義

ととらえたのは、福祉政策の政策評価における（当事

者）ニーズの重要性と、これまでの福祉政策とその評

価がいかにそこから乖離したものであったかを示してい

る点である。本書にも述べられているように、政策には

必ず目的があり、政策の価値はその目的を達成できて

いるかという点に尽きる。福祉政策の場合、その目的は

人々の生活ニーズと連動している必要がある。この点

については、筆者はむしろ当然のこととして「ニーズを

政策の評価に用いる」という前提からスタートしている。

ただ、福祉政策においてはそれこそが重要な点であり、

またそこでニーズという複雑な概念を用いなければなら

ない点が福祉政策の評価の難しさでもある。

　本書は結果的に、この難しい課題にどう取り組めば

いいのかについての一つの模範回答を示すことにも

成功しているといえる。政策の策定前にニーズ調査が

行われることは現在では珍しくないが、それが実際に

政策に反映されているのかという点をどう評価するの

かが問題である。本書では、それをニーズ調査の結果
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とアウトカムやアウトプット、活動などの関係から評価して

いる。特に、第3章から第5章にかけて、これらの項目と

ニーズとの対応や関係を示した図表の数々は、非常に

明示的で説得力がある。これらが最初にも述べた本書

の「迫力」にもつながっているといえるだろう。

　このように、本書は学術的な論文としてだけでなく福

祉政策の評価方法を示したものとして、高く評価できる

ものであるだろう。もちろん、韓国の認知症政策の評価

として、当事者のニーズという新たな観点から導き出さ

れた本書の評価は、これまでとは異なる新たな評価を

提示するものとして大いに意義のあるものと考える。それ

でもあえて、最後にいくつかの指摘を行っておきたい。

　繰り返しになるが、本書は当事者のニーズを政策評

価に反映させたという点に大きな意義がある。そして実

際に、アウトカムや活動などの個別具体的な項目におい

て、ニーズとのずれがある事を明示したことは重要な意

味がある。しかしながら一方で、政策の評価において当

事者のニーズだけが評価の基準ではないだろうという

のが評者の印象である。当事者のニーズを最優先する

というのは福祉政策における理想ではあるが、実際に

はその理想通りにはいかないさまざまな条件がある。そ

の点でいえば、当事者のニーズと同時にその他の要件

（たとえば費用対効果など）との関係が考慮されなけれ

ば、実際に評価を行い、それに基づいて改善策を提示

しても、「それは理想だけど現実には無理だよね」で終

わりかねない。その意味でいえば、今回明らかになった

ニーズと政策のずれがなぜ起きたのか（どんな外部要

因が働いたのか）といった点も含めての評価が必要で

はないかと思われた。

　またその点に関連して、アウトカムやアウトプットとニー

ズのずれが示された際、それではどのような投入や活

動があればニーズに即したアウトカムになったのかとい

う点についても、もう少し具体的な、できれば行動レベ

ルでの示唆が欲しいところではあった。これは第1節で

示された「プログラム開発の場合」と「開発されたプロ

グラムの検討の場合」のセオリー評価の違いにもよると

ころかもしれない。本書における評価は後者であり、評

価から必要なプログラムを具体的に導き出すことは想

定していないのかもしれないが、評価が本来、そこで終

わるものではなく、その評価を次に生かすことが肝要で

あることを考えれば、より具体的な改善策は必然的に

期待されるものだといえる。

　最後の2つの指摘については、本書の本来の目的

の先に用意される「今後の課題」といえるものかもしれ

ない。しかしながら、筆者を個人的に知る評者にとって

は、筆者にとってこの研究が、単に研究者としての知

的好奇心から行われたものではないという確信がある。

そこには、実際に認知症高齢者のケアに携わる実践者

としての思いがあるはずである。そうであるならば、指摘

したような点について視座を筆者にもってほしいと願う

とともに、本書が筆者の研究におけるゴールではなく、

今後さらに発展していくスタート地点になることを期待す

るものである。

　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

李玲珠著『韓国認知症政策のセオリー評価』（192頁）

　序 章　なぜ認知症総合計画を評価するのか

　第1章　セオリー評価は政策の改善にどう役立つか

　第2章　3次計画のプログラム理論と評価設計

　第3章　 ニーズ調査による3次計画インパクト理論の

評価

　第4章　 推進成果評価報告書の内容分析による3

次計画プロセス理論の評価

　第5章　 在宅ケアサポートに関するプログラム理論の

評価

　終 章　認知症高齢者の暮らしの改善に向けて

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

著者および評者紹介
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

著者
李　玲珠（い・よんじゅ）氏
　韓国蔚山生まれ、2018年同志社大学大学院社会学研
究科社会福祉学専攻博士後期課程修了、博士(社会福祉
学)、現在はエリム総合福祉センター（高齢者福祉センター）
園長。

評者
山村　りつ（やまむら・りつ）氏
　静岡県生まれ。横浜国立大学教育学部卒業。2011年3月、
同志社大学大学院社会福祉学専攻博士後期課程修了、
同4月から同志社大学高等教育研究機構特任助教。2014
年4月から日本大学法学部公共政策学科助教、2016年4月か
ら同専任講師、2019年4月から同准教授、現在にいたる。
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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 100.0 100.0 100.0 100,890 1,480,592 104,038 9,543 75,613,929 78,405,536 -2,791,607
2016 100.0 101.0 98.5 102,600 1,250,003 105,540 8,446 70,035,770 66,041,974 3,993,796
2017 103.1 100.6 102.3 101,431 1,780,339 106,593 8,405 78,286,457 75,379,231 2,907,226

2018.4 104.5 102.8 104.3 9,431 163,063 11,733 650 6,822,349 6,201,554 620,795
5 104.8 104.9 104 9,079 149,244 10,912 767 6,323,560 6,906,909 −583,349
6 103.7 104.2 101.5 8,276 159,293 11,350 690 7,053,219 6,334,831 718,388
7 103.8 105.5 101.3 9,186 151,135 11,869 702 6,747,928 6,982,885 −234,957
8 103.6 104.4 102.8 9,815 140,391 10,906 694 6,692,008 7,140,761 −448,753
9 103.5 105.2 101.7 8,022 153,454 11,160 621 6,719,423 6,592,893 126,530

10 105.6 105.1 104.8 8,632 139,619 11,609 730 7,243,875 7,697,758 −453,883
11 104.6 104.5 105 8,631 131,605 11,194 718 6,927,097 7,666,200 −739,103
12 104.7 107.2 104.2 8,626 135,522 10,878 622 7,021,794 7,077,529 55,735

2019.1 102.1 105.0 100 8,223 125,401 9,717 666 5,574,679 6,992,397 1,417,718
2 102.8 105.5 101 8,367 109,742 9,789 589 6,384,918 6,053,359 331,559
3 102.2 107.2 100.6 8,688 130,664 9,966 662 7,202,046 6,679,349 522,697
4 102.8 104.6 102.2 9,137 108,656 11,222 645 6,658,937 6,605,426 53,511

前月比（％） 0.6 −2.4 1.6 5.2 −16.8 12.6 −2.6 −7.5 −1.1 −89.8

前年同月比（％） −1.6 1.8 −2.0 −3.1 −33.4 −4.4 −0.8 −2.4 6.5 −91.4

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 1.20 313,801 100.0 144.5 100.0 100.0 525,669 413,778
2016 5,729 208 2,570 1.39 315,590 100.8 143.7 99.8 99.9 526,973 407,867
2017 5,460 190 2,726 1.54 316,966 100.6 143.4 100.0 100.4 533,802 412,462

2018.4 5,916 180 2,786 1.60 276,663 87.0 146.2 100.5 100.9 495,370 425,096
5 5,931 158 2,753 1.49 275,508 86.4 140.0 100.5 101.0 439,089 312,354
6 5,940 168 2,729 1.51 447,206 141.0 147.7 100.5 100.9 808,716 445,753
7 5,953 172 2,722 1.63 376,619 118.4 145.3 100.6 101.0 605,746 430,452
8 5,953 170 2,749 1.63 276,123 86.1 140.1 101.3 101.6 510,437 407,741
9 5,966 162 2,731 1.64 269,656 84.0 139.1 101.4 101.7 447,459 384,665

10 5,996 163 2,838 1.62 285,196 84.2 144.0 101.7 102.0 515,729 402,643
11 5,983 168 2,825 1.63 285,196 88.5 147.4 101.4 101.8 455,644 303,516
12 5,963 159 2,746 1.63 565,767 176.0 140.9 101.2 101.5 1,026,628 527,769

2019.1 5,953 166 2,768 1.63 272,130 84.7 130.3 101.3 101.5 471,124 412,887
2 5,962 156 2,857 1.63 264,582 82.3 137.8 101.4 101.5 526,271 393,029
3 5,948 174 2,884 1.63 281,413 87.5 138.8 101.4 101.5 481,035 437,465
4 5,959 176 2,768 1.60 276,551 85.8 143.4 101.8 101.8 525,927 432,389

前月比（％） 0.2 1.1 −4.0 −1.8 −1.7 −1.9 3.3 0.4 0.3 9.3 −1.2 

前年同月比（％） 0.7 −2.2 −0.6 0.0 0.0 −1.4 −1.9 1.3 0.9 6.2 1.7 

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）
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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）

　「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。

〈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）

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

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。

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）

第５回　2019年4月25日
「ＡＩ社会のあり方」
広井　良典　氏（京都大学こころの未来研究センター　教授）

第６回　2019年6月6日
「ＡＩに対する電機連合の考え方　電機連合第7次産業政策（案）より」
斎藤　牧人　氏（電機連合産業政策部　部長）

日　程
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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。

＜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　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）

日　程

Information

編集後記
　産別インタビューを通じて、春闘は「単組からさまざまな取り組み
事例が報告・共有され、全体として運動を前進させる機会でもあ
る」というお話をしばしば伺いました。脈々と紡がれてきた春闘とい
う伝統の中に、毎年新しいユニークな取り組みが織り込まれてい
ます。だからこそ、これだけ続いてきて、また今後も続けていく意義
があるのかもしれません。（Ｔ）

◆ON・I・ON2　入門セミナー

　［会場］エルおおさか（大阪府）

　［日時］11月8日（金）13:30 ～ 17:30

◆SRCのための調査活用セミナー

　［会場］エルおおさか（大阪府）

　［日時］11月19日（火）13:30 ～ 18:00

◆SRCのための調査活用セミナー

　［会場］ウインクあいち（名古屋市）

　［日時］12月17日（火）13:30 ～ 18:00

2019 年秋冬シーズン
ON･I･ON2 関連 役員セミナーのご案内

◆ON・I・ON2公開セミナー

［会場］マホロバ・マインズ三浦（神奈川県）

［日時］12月4日（水）13:00 ～ 
12月5日（木）16:00

※詳細はHPをご覧ください（http://iewri.or.jp）
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