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1位沖縄県4.3、2位京都府2.4、3位山梨県2.4。この数字は外国人観光客の延べ宿泊数を人口で除したもので

ある。単位は倍数、2018年統計で算出した。観光庁などはアンケート調査を実施して消費額を推計するが、市町村

別ではない。全国比較のため簡単な指標を筆者が考えた。インバウンド地域貢献指標と名付けたが、新型コロナウイ

ルスの拡大で訪日外国人観光客が激減する中、インバンウンド地域影響指標と呼んだ方が良いだろう。この指標は4

位大阪府1.7、5位東京都1.7、6位北海道1.6が続いている。

さて、観光客の消費額は地域経済、さらに国内総生産（GDP）にも寄与する。日本の飲食店、宿泊業、テーマパー

クなどサービス業の売り上げや利益につながる点で内需産業であるが、需要サイド、つまり外国人観光客を主体に

すれば、世界経済と地域経済がつながる。つまりインバウンド観光とは内需の外需化である。例えば、インバウンドは

円安が促進要因、逆に円高が阻害要因になる。電機・機械など輸出産業と同じ構造で、アベノミクスの低金利政策

に付随する円安誘導の恩恵を被ってきた。大都市のほか、リゾート地、JR駅前などホテルの開業ラッシュで、新型コ

ロナウイルス感染拡大の後も、すでに発注されているホテル工事が続いている。リニア新幹線の起点の品川駅、東

海道新幹線のほか、東北・上越・北陸新幹線などをつなぐ東京駅八洲口の大規模開発に目を奪われる。乗降客数

だけなら新宿、池袋が2トップだが、歌舞伎町を持つ新宿東口、チャイナタウンとも呼ばれる池袋西口は狭隘な雑居

ビルが多く再開発に向かない。地方に目を転じると、北海道ほど大規模開発をしやすい場所はなく、北海道は観光

ブームの好況と不況の影響を受けやすい。高層ビルには札幌のほか、後述するトマム4棟（占冠村）が含まれる。

北海道の市町村別のインバウンド指標は札幌市1.8倍、函館市が2.6倍に対して、巨大リゾート地を持つ占冠村

（人口約1200人）が223.1倍のほか、赤井川村（68.4倍）、ニセコ町（41.7倍）、倶知安町（28.3倍）などが上位に

ある。千歳空港から近く、洞爺湖やスキー場の観光資源を持つ地域である。スキー場の雪質で知られる占冠村や倶

知安町はスキーシーズンとオフシーズンで客数が激変する課題を抱えながら、倶知安町は宿泊税を導入し、インバウン

ド需要を財源に取り込んだ。宿泊税は東京都、大阪府、京都市など大規模な自治体の先例ばかりで、全国の町村

から期待を集めた。

他方、占冠村では「アルファリゾート・トマム」が1980年代前半にオープン、30階以上のタワーホテル４棟を含む10

棟の宿泊施設が設けられた。だが運営会社が経営破綻し、再生ファンドの出資のほか、同村も財政支援し星野リゾ

ートによって再建した。村と星野の間で訴訟が起き決して順調な再建だったわけではない。現在は中国の投資会

社、復星集団が100％保有し、星野リゾートが運営している。最高36階建ての高層ホテルがそびえたち、雲海の眺望

を観光資源にしている。仮に経営が再び、厚い雲に覆われても権利関係が整理されており、譲渡は円滑だろう。
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コロナショックと今後の課題

中国湖北省武漢市で、ウイルス性肺炎の集団感染の患者

から新型コロナウイルスが検出されたことが報じられたのは、本

年１月９日のことだが、それは例年全国で延べ30憶人を超える

中国人が全土を大移動する春節（旧正月）の２週間前であっ

た。中国政府当局はこれに対応してただちに１月23日に武漢

市を閉鎖し、さらに27日には海外への団体旅行を全面禁止し

たのであった。武漢は中国ではやや奥地の湖北省内で人口

800万人を超える最大の都市であるが、これを完全に外部か

ら閉鎖し、さらに中国全体が海外と断絶することを断行したの

であった。この結果、他都市への飛び火は若干あったものの、

武漢内での抑制が一応成功したと中国政府は発表したとこ

ろである。しかし、この発生原因や地域事情には、中国特有の

問題が存在するようで、それほど簡単に収まったとは言いにく

い事情があったようだ。それは武漢には広大な軍事用の毒性

生物育成施設等があり、高度な軍事機密にかかわる問題が

あったとみられる。そこで何らかのミスによってその毒性が漏出

するような事態が発生したような重大事件といえそうである。

そのため中国政府は武漢都市圏を厳しく全国と断絶し、こ

の時期に中国人の海外への団体渡航を禁止するなど、高度

な管制と情報管理を徹底したようである。この中国の厳しい閉

鎖措置は、世界中の人的流動に支障をきたし、特に観光事業

などにもかなりの打撃を与えたようで、中でも従来から密接な

関係にあったわが国への中国人の団体旅行の停止が、わが

国の関係方面に与えた衝撃は多大であった。すなわち2019

年における訪日中国人客は前年比14.5％増の959万4400人

であったが、その後の感染拡大によって世界各国で出入国

制限が広がり、わが国では自粛ムードが高まったことで、観光・

飲食・小売業などが５割から８割の売り上げ減少に陥ったとい

われる。

このようにウイルス感染問題は、中国が「世界の工場であり、

世界の市場として機能不全に陥った」ことで世界経済にも大

きな打撃となり、その後欧米主要国への感染の広がりによっ

て危機を迎え、パンデミック（世界的流行）に至ったのである。

　（会長・板東　慧）※  今月の「Monthly Review」「労働批評」は、
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。特集は本号および次号（９月号）の２号にわ

たり、本号はその前編である。 

2020春闘における連合の方針は、すべての働く者の将来不安を払拭し、「経済の自律的成長」「社会の持続

性」を実現するためには、分配構造の転換につながり得る賃上げが必要であるとし、2020闘争においても、引き

続き、生産性三原則（労使協議・公正分配・雇用拡大）にもとづいた「賃上げ」「働き方の見直し」を求めるととも

に、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」に一体的に取り組む、というもの

であった。とりわけ、「賃上げ」については、今次闘争より、広く社会全体に賃上げを促す観点と企業内で働くすべ

ての労働者のセーフティネットを強化していく観点、加えて中小組合や有期・短時間・契約等で働く者の賃金を

「働きの価値に見合った水準」へと引き上げていくという観点から、「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み

を再定義したという点が特徴だといえる。なお、連合 総合政策推進局長 冨田珠代氏には、「2020春季生活闘争

まとめ」を踏まえ、2020春闘の評価と課題について、次号で寄稿いただく。

各産別組織の春闘方針においても、いわゆるベースアップや賃金改善といった「賃上げ」の流れを継承しつ

つ、 労働時間短縮や65歳定年延長、ワークライフバランスといった「働き方」の問題にも力点が置かれていた。

また、2020年４月から施行されている「働き方改革関連法案」を受け、同一労働同一賃金などへの対応にこれま

で以上に注力している点も、今年の春闘の特徴と言えるだろう。

特集１は、日本女子大学名誉教授 高木郁朗氏による論文「2020年春闘総括にあたって検討すべき課題は何

か」である。本稿では、 2020春闘の連合中間まとめを踏まえた上で、今次春闘における賃上げの構造上の問題

を指摘する。賃金のあり方については、下支えの強化、これまでのパターンセッターとは異なる意味での先導役

の養成、組合員個人への配分の組合規制という三点を取り上げて、働く上での共通ルールを労働組合が主役と

なって再確立していくという視点の重要性が述べている。

特集２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。なお、自動車総連

については大会後の取材を予定している。今年は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、取材は主にオンライン

（zoom等）にて実施した。本号では、ＵＡゼンセン、電機連合、ＪＡＭ、基幹労連の４組織を掲載する。

新型コロナウイルスが、今年の春闘や、春闘に限らず労働組合全体に与えた影響についても注視する必要が

ある。コロナ禍における事業継続や組合員の働き方の変化、雇用問題など、労働組合としても様々な対応に尽力

された。今回のインタビューでは、このコロナ禍への対応についても、あわせて話をうかがっている。生活様式が大

きく変化する中、労働組合の活動スタイルにも変化が求められ、今後の運動の在り方に引き続き注目していきた

い。

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

2020春闘
成果と今後の課題（前編）
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連合は、2020年7月6日、2020春季生活闘争の
賃上げ部分についての最終集計を発表した。その
うちの平均賃金方式の加重平均部分をみると、
要求8,832円に対して、いわゆる定期昇給込みの
賃上げ回答の加重平均は5,506円、率では1.90
％だった。前年の2019年回答実績は、額で5,997
円、率で2.07％であったから、対前年比較では、額
で491円、率で0.17ポイントの下落となった。通常、
一般に想定されているいわゆる定期昇給分の2％
を差し引くと、ベースアップ分はマイナスということ
になる。2％を下回るのは2017年にも1.99％という
数値が示されたことがあるが、基本的には、2014
年以来では初めてのことであった。

これより先、連合は6月5日に開いた中央委員会
で「2020春季生活闘争 中間まとめ」を論議し決
定した。この時点で使用された資料は、第5回集計

（5月11日）のものと思われるが、この段階では、同
じ条件で、額は5,683円、率は1.93％で、新しい方
がやや低いが、全体的には、最終集計と大きな違
いはない。この数値をもとに、「中間まとめ」は、「こ
こ数年の賃上げの流れは維持されている」、（中
小企業での賃上げでは）｢‘大手追従・準拠’から 

‘自らの賃金水準’を意識した取り組みが前進」
「有期・短時間・契約等で働く者の賃上げは、格
差是正の動きが前進」などと総括した。

この総括は、前年の総括と大きな違いがない。
要するに、賃上げでは、とくに中小と非正規労働
者の分野で、それなりの頑張りがみられ、成果も
上がっているということである。一方では、一定の

困難な交渉の状況にも触れられているが、これは、
「‘新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言’の
発出」によるものとされている。この点では、困難な
状況は、コロナといういわば偶発的な環境がもたら
しているものであり、わずかとはいえ賃上げの流れ
は変化していないという認識であるといえる。

たしかに、自動車総連や電機連合など、主要産
別の責任者の談話をみても、労使交渉が厳しかっ
た状況の要因として、コロナウイルスの影響を指摘
しており、その影響は無視できない。毎月勤労調
査によっても、5月以降に、平均賃金の対前年比
でのマイナスが記録されており、また実質的には
600万人に達するともいわれる、失業者に転化す
る可能性のある休業者の増加からも、緊急事態
宣言前後からのコロナの労働経済への影響は大
きい。

とはいえ、その一方、集中回答の日、ベアゼロ回
答で妥結したあと、記者会見したトヨタの河合満副
社長は、「厳しい経営環境のなか、これからどうな
るかわからない。いかに雇用と処遇を守るかという
観点で悩んだ結果」としており、コロナウイルスより
も、産業がかかえる構造的要素を強調していた。
事実、連合が指摘する「緊急事態宣言」の発出
は4月7日のことであり（北海道は2月28日に独自の
宣言をだしているが）、金属労協などの集中回答
が行なわれた3月11日には直接の関係はなく、トヨ
タのベアゼロ回答には、自動車の将来についての
経営側の判断が大きかったと推定できる。集中回
答のあとの「経済情勢が不透明のなかでの経済

１.�連合集計と中間総括
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側の最善の努力」とする中西宏明・経団連会長
の談話をみても、米中摩擦や原油価格の不透明
さなど、経済界全般としても、コロナよりは経済全
体の構造問題に目がいっていたことを示している。

このことを含め、問題の焦点は、連合の「中間ま
とめ」に示されるような賃上げ結果に関するいわ
ば楽観的な見解が、どこまで正鵠を得ているか、と
いう点にある。たとえば、最終集計の集計組合数
をみると、4,807組合となっている。前年集計では
5,405組合であるから8.9％もの減少となっている。
集計されない組合の少なくともかなりの部分は、
結果的に、賃上げ回答がないものとみてよいであ
ろう。これらの組合の賃上げをゼロとして考慮に入
れれば、賃上げの額・率はさらに低下する。2020
春闘においては、トヨタをはじめ、日本製鉄など大
手でも、ベースアップゼロの回答がだされたが、未
回答組合の圧倒的多数は、中小組合であるから、
これらを考慮に入れたうえでもなお、大手・中小間
の格差縮小を主張することができるのだろうか。こ
うした点については、さらに資料が収集され、実態

に即した評価が行われることが期待される。
「中間まとめ」が評価している非正規労働者の

賃金改善についても同様である。組合員ベースの
集計では、引き上げ率での比較が可能な「月給」
の場合、引き上げ率の全体平均は3.88％で春闘
賃上げの全体平均よりもかなり高くなっており、確
かに健闘していると評価されよう。しかし、販売･サ
ービスや「その他」で高い水準が示されている反
面、生産業務や一般事務の職種では、1.4％台と
全体平均よりかなり低いレベルにとどまっている部
分もある。地域最賃の平均を今年度に1,000円以
上とするという、いわば政府の公約の実現に大き
なかかわりをもつと考えられる企業内最賃につい
ても、自動車総連関係で1,000円を超えたものの、
回答の平均は936円で、要求組合が増加した反
面、闘争前水準より低下するという数値が示され
ている。これらの数値からみて、大きな流れには変
化がないとする見解とともに、格差解消につながっ
ているという、楽観的な見解がどの程度に真実な
のかは検討の余地がある。

実は、2020年春闘のより大きな論点として、賃
上げのあり方、あるいは賃金のあり方をめぐる構造
上の問題が存在した。

賃上げをめぐっては、すでに前年以来、ほぼ30
年にわたって、パターンセッターをつとめたトヨタ労
使が、その座を自らおりたあとの賃上げの基準をど
のようにするか、というテーマが大きくのしかかって
いた。この点に関しては、経団連側は、永年にわた
って「横並び春闘」の打破を主張してきたが、実
質的に、企業ごとの業績などが反映されるようにな
ったとして、事実上の勝利宣言を行っているともい
える。連合の「中間まとめ」にある｢‘大手追従・準
拠’から’自らの賃金水準’を意識した取り組みが
前進」という表現は、企業ごとにがんばっていると
いう表現にもとれ、見方によっては、賃上げの基準
を喪失している状況を組合側も確認していること
になり、相場形成を大きな内容としてきた春闘その
ものの全面的な性格変化を示すことにもなってし

まう。
むろん、2020年春闘での経過をみると、実際に

は、それほど単純ではない。まずパターンセッターの
退場のなかで、あらためて産別機能の強化をはか
る動きがみられた。電機連合の場合がその例とし
てとりあげられてよい。結果からみると、賃金水準
改善、従来流からすれば、ベースアップ分につい
ては、日立製作所の1,500円といった相対的に高
い水準の例もあるが、パナソニック、富士通、三菱
電機、東芝、パイオニアなどの主力組合は基本的
に1,000円の引き上げで妥結した。このような数値
には産別としての下支え機能がかなりの程度に作
用したと評価することができよう。

ただし、同じ1,000円といっても、全額基本給の
引き上げにまわすとした企業も多いが、そのなかに
いわゆる福利厚生分の改善を含めた事例もある。
たとえばパナソニックについては、基本給の引き上
げは500円、企業型の確定拠出年金の増額分と

２.�新しいパターンセッターの必要性
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3.�賃金のあり方をめぐって

して500円という内訳が伝えられている。もともと、
電機連合としては、いわゆる人への投資部分は、
総合的な待遇改善の一翼として認めるという立場
をとっており産別の統一機能を大きく阻害してい
るわけではないとも考えられるが、これまでの賃上
げの考え方からは大きく変化している。

こうした論点はあるが、パターンセッターのように、
賃上げを上から引っ張るのではなく、下支え機能
としての産別機能をもつというのは、結果的に、
各社ごとにいわは賃金ドリフトが生じて一見バラバ
ラに見えても、労働組合が機能する賃上げとして
は、今後ますます重要な意味をもつようになるだろ
う。ただし、交渉の進展をみながら、最終的に下支
えの基準をどの程度にするか、下支えを実際に機
能させるために産別としてどのような手段を保有
するか、下支えと中小企業労働組合の関係をどの
ようにはかるか、といった課題は、産別ごとに、歴
史的経緯も踏まえて、十分に検討すべきことであろ
う。連合としても、それぞれにがんばれ、というので
はなく、産別の下支え機能強化を促進し、「横並
び」から「下支え」への賃上げ活動の推進のため
の計画を樹立すべきであると考えられる。

それにしても、上から引っ張る役割を果たす、パ
ターンセッターは不必要になったのであろうか。トヨ
タがその位置から身を引いたあと、全国的な意味
でのパターンセッター役をつとめうる企業労使は、
当分の間でてこないと思われる。歴史的にはバブ

ル後の不況のなかで、公益産業グループにその
期待が集まったこともある。たとえばNTT、電力、
私鉄が連携してパターンセッター役をつとめるとい
うプランである。しかしこのようなプランは、結局は、
実現しなかった。

しかし、別の形での先導役を積極的にうみだす
試みは、2020年春闘のなかでみられたように思わ
れる。具体的には、JAMの一部地協にみられたも
ので、会社に対して、一定の発言力がある単数あ
るいは複数の労働組合を選定して、賃上げの先
導役をはたしてもらうという試みである。地域では、
業種あるいは職種ごとに、一定の賃金相場が形
成されているのが普通であるから、一定の拡がり、
たとえば都道府県とかそれぞれの工業団地といっ
た単位での先導役の登場は、とくに、中小企業分
野における組合主導の賃上げを確立するための1
つの有力な手法となりうる可能性をもっている。

各企業の労働組合がそれぞれにがんばれば事
態が改善される、というだけではなく、例示したよう
な産別の下支え機能と、地域における先導役とい
う立体的な仕組みを含めて、現段階の条件のもと
で、賃上げにおける労働組合の存在意義を示す
仕組みをナショナルセンターが提起することが望ま
れる。未回答組合の多さを考慮にいれると、それ
ぞれにがんばる、というだけでは、春闘は流れ解
散の状況になりかねない。

実は2020年春闘をめぐってはより大きな論点
が存在した。春闘を前にして、経団連は、例年と同
じく、経営労働政策特別委員会報告を発表した。
その重点は、新卒一括採用と終身雇用、年功序
列賃金を柱とするいわゆる日本型雇用制度を見
直すべきだ、という主張だった。代わりに導入すべ
きとされたのが、海外の主流とされるジョブ型雇用
であった。ここでのジョブというのは、「職業」、つま
り1つあるいは関連する複数の仕事の組み合わ
せのことである。経団連の構想は、コロナ騒ぎのな
かで一気に拡大したテレワークなどとも結びつい

て、急速に普及していく可能性がある。
要するに、経団連報告の主張は、日本の雇用の

あり方を「就社」から「就職」へ、「メンバーシップ
型」から「ジョブ型」に「転進」させようというもので
ある。

経団連の報告に対して、連合は、「見解」を発
表し、このような「転進」について「どこに向かって
の言辞か」と反論した。連合の「見解」は、ジョブ型
がいいか、メンバーシップ型がいいか、という点に
は触れず、「すでに大企業においては労使の智恵
と工夫でかなりの改善が積み重ねられている」、
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その一方「中小・零細企業や正社員以外の様々
な雇用形態で働く労働者においては、そもそも議
論の対象となる（日本型の）雇用システムが確立し
ていない」と述べた。

引用した「見解」の後半部分は、問題の核心の
1つをついている。日本型雇用制度の重要な軸を
なしている終身雇用制が実際に適用されている
労働者がどの程度にいるか。たとえば、正社員で
も、多くの女性労働者は、職業人生の途中で、出
産・育児・介護のために、パートなどへの転身を余
儀なくされている。おそらく､多く見積もっても、学卒
時に入社し、その会社で定年までメンバーシップ型
で働く労働者は、全労働者中の20％以下である
と推定できる。残りの80％の労働者の多くの賃金
では、たとえば、深夜のレジにつくパートの時間給
は1,250円、といった形で、いってみれば、「ジョブ
型」になっている。

現在の雇用問題が「就社」か「就職」か、という
論議を超えなければならない、という趣旨の連合
の「見解」はその限りではまったく適切である。た
だこれに続いて、「見解」は結論的に、「業種によ
って雇用情勢にかなりばらつきがみられる」ので、

「分野ごと・業種ごとに雇用の将来像を描」くこと
が「不可欠である」として、産業・企業にまかせる
形となっている。春闘のプロセスをみても、本格的
にこのテーマを論議した気配はない。実は、経団
連のジョブ型の提起は、賃金の水準という春闘の
テーマのなかに、各労働者の賃金をどのように決
めるか、という問題提起を含んでいたという点で、
春闘をめぐる論議のなかでは欠かせない分野を
含んでいたが、労働組合のなかでは積極的な論
議は少ないように思われる。

経団連の報告は、ジョブ型への「転進」の理由
に、グローバルな企業間の人材獲得で優位にたた
なければならない、という思いが示されている。たと
えば、人工頭脳（AI）の開発技術者を獲得するた
めには、企業全般の事態にはかかわりがなく、その
職務について、年功制などとは関係なく高額の賃
金を提示して若く優秀な人材を世界中から集める
ことができるようにすべきだ、というのが、表向きの
考え方である。しかし、報告が、高度技術者を例に
とりあげながらも、「ジョブ型」という一般論で議論

していることに注目する必要がある。このような「ジ
ョブ型」への「転進」には、3つの隠された目的が
潜んでいると考えられる。

春闘からは遠い順序で、その内容を示すと、1つ
めの目的は、解雇規制からの解放である。契約上
の職務能力が発揮されない場合、あるいは当該の
仕事がなくなった場合には、企業は解雇の権限を
有する、というのがその内容である。これにはすで
に前例がある。勤務地限定社員の場合がそれで、
当該の地域での企業活動がなくなれば、自動的
に解雇されることとなっている。

経団連としては、高い技能・技術をもつ労働者
は、引く手あまたであるから、転職をすればいいで
はないか、と主張するだろう。しかし、技術の変化
が激しい時代には、たえず教育・訓練を行わない
かぎり、自分がもっている技術の陳腐化も早い。す
でにみたように、経団連のいう「ジョブ型」では、そ
のような教育・訓練の保障は一切ない。いったん
は、高い技術・技能を有して、労働組合の規制か
らはずれて高い賃金を受けとっていても、自分が
特化した職種が陳腐化したときに解雇されれば、
不熟練職種の何かに就業するほかはなくなる。

2つめの目的は、賃金のあり方とも大きくかかわ
ることであるが、機会費用の節約である。機会費
用というのは、賃金のように所属する従業員に直
接支給されるもの以外の費用のことである。たとえ
ば募集費などがこれに含まれる。当該の企業で役
にたつ人材として育てるための教育訓練費は、機
会費用の最たるものである。日本では、このような
教育・訓練は、大企業・中堅企業まで、企業内で
行なわれてきたが、OJT、Off-JTを含めて開発技
術者1人を育成するための費用は、数千万円のレ
ベルに達する場合がある。
「開発」といったある職種に限定して、すぐ企業

の役にたつ、すでに出来上がって外部に存在す
る高級人材を雇用し、投入できるならば、教育･訓
練費は必要がなくなる。現に、専門職型の労働者
派遣はこのような形をとっている。この場合には、
派遣会社の取り分を含めて、直接的には、企業
内の人材よりコストが高くても、機会費用の低下か
ら、十分引き合うことになる。
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3つめの賃金に直接かかわる目的は、この点が
もっとも重要なポイントであるが、賃金を含めた雇用
にかかわる共通ルールの解体である。いいかえれ
ば、労働組合の存在の否定である。経団連の「ジ
ョブ型」では、いわゆる高級人材について、職務
の内容と、それに対する賃金などの労働条件が、
個別の雇用契約として、企業と個別の労働者ごと
に決定されることを想定している。「ジョブ型」とい
う表現で一般化すれば、集団的労使関係から個
別的労使関係への移行がすべての労働者に及
んでいく可能性をもっている。このような展開は、さ
きの働き方改革のなかで成立した、労働基準法
の改正のなかで、一定の賃金以上のホワイトカラ
ーを労働時間規制の対象外としたことにもみられ
る。将来的にはそこから徐々に規制対象外の労
働者を増やすことを想定している。そこでは、労働
組合がかかわる共通のルールは何もない。

実は、成果給型の賃金体系の普及とともに、す
でに賃金をめぐる個別的労使関係化がかなり顕
著に進展していると推定できる。その根拠として、
毎年、詳細な「賃金・労働条件調査」を実施して
いるJAMの事例をあげることかできる。

まず「賃金に関する是正課題又は問題点（複
数回答）」でみると、「評価制度の運用」（評価制
度のある企業の比率は、平均84％で、300人以上
企業では95％以上）が、半数近い40.6％となって
おり、若年層､30歳台、40歳台の「賃金水準」を

4.�賃金の決め方についての集団的労使関係

5.�時代に即したワークルール

抜いて、トップとなっている。実は、このような状況
は、企業規模が大きい組合での比率が高くなる傾
向があり、1 ～ 99人規模では、32.3％であるのに
対して、1000 ～ 2999人規模では76.9％、3000
人以上では63.6％と、他の項目を圧倒して高い比
率を示している。要するに、この数値は、平均的な
賃金水準よりも、それぞれの組合員にとっての賃
金の決まり方の方がより大きな問題であるとJAM
の組合員は感じていることになる。

その原因がどこにあるのか。「評価制度の概要
（複数回答）」の各項目のうち、｢評価基準は労
使協定で決定」は、平均ではわずかに13.7％、
3000人以上では7.7％となっている。さすがに、

「評価結果の本人通知」は、平均で62.2％と半
数を超えており、3000人以上では92.3％に達する
が、「評価結果の分布についての組合通知」は大
きく低下して、500人以上ではほぼ50％前後にな
るが、平均では24.9％にとどまっている。

要するに、春闘における賃上げ水準は労使の
交渉において、集団的労使関係として決定される
が、個々の組合員にとっては個人としての契約に
なってしまう傾向がすでに著しい、という実態が浮
かび上がる。しかも、契約の両当事者が合意した
結果ではなく、経営者側の一方的な営為として行
なわれていることが示されることになる。「ジョブ型」
という主張はこのような状況をさらに徹底化しよう
というものにほかならない。

賃金をめぐるあり方は、さまざまな意味での変化
の時代であることはまちがいがない。ここで論じてき
たことは、そうした変化に対応して、下支えの強化、
これまでのパターンセッターとは異なる意味での先
導役の養成、それに組合員個人への配分の組合
規制の3つを取り上げた。共通する視点は、働く上
での共通ルールを労働組合が主役となって再確
立していくという視点である。そのようなルールの許

す範囲で、機会の平等を実現し、その前提で、個々
の組合員、労働者のがんばりが、賃金に反映でき
る仕組みがつくられなければならない。前提となる
機会の平等を保障するシステムは、企業の中だけ
ではなく、教育や訓練の分野などにおいて社会的
にも実現されなければならない。本稿では論じなか
ったが、連合の春季生活闘争における政策・制度
もこの視点から再検討されなければならない。
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1. 2020労働条件闘争の位置づけ、大きな方針
― 取り組み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。

2020労働条件闘争の基本姿勢は、１）家計改善と
経済の持続的成長に向けて実質賃金の引き上げをお
こなう。２）働き方改善と生産性向上の好循環に向け総
合的に労働条件改善を図る。３）「顔の見える共闘」、

「けじめある闘争」を推進する。という３点である。方針
策定の時点では、まだ新型コロナウイルスの影響はなく、
これから経済が上向くか下向くかの分岐点であるという
認識で、持続的な賃上げが必要だという考え方に立っ
て策定した。

１）は、米中貿易摩擦や消費税率引き上げ後の消費
減退等、景気悪化リスクが高まる中、このような状況だか
らこそ、家計を維持し内需主導の経済成長を持続させ
るために、「家計改善」にこだわり、着実な賃上げが必
要であるとした。２）は、賃金以外の総合労働条件の改
善であり、各分野の取り組みを通じて、生産性向上、人
材不足対策へとつなげていくことを目指した。特に、短
時間（パートタイム）組合員が多いことから、同一労働同
一賃金と均等・均衡処遇の実現に力を入れた。３）は
闘争体制に関するもので、本部・部門方針に基づき、
加盟組合がそれぞれ所属する業種や地域の共闘にお
いて要求基準、行動スケジュール、妥結目標等につい
て論議し合意する共闘体制を推進しようとするものであ
る。今次闘争は米中貿易摩擦等の影響で製造業の交
渉が厳しくなることが懸念された中、いわゆる「春闘相
場」を下げずに取り組めるよう体制を強化した。

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。
2020賃金闘争の要求の考え方は、実質の生産性向

上の伸び率と消費者物価の伸び率を踏まえ、２％を基
準に水準を引き上げることとした。全体観として、早期に
交渉を終結した組合は、前年並みかそれ以上の成果を
得ているものの、コロナ禍によって交渉ができずスケ
ジュールを遅らせたところは厳しい結果となった傾向が
みられる。また、今年は業種ごとのばらつきが大きく、コロ
ナ禍でも業務を継続する必要があったドラッグストアや
スーパー、家電量販店等の業種は前年を上回る水準と
なっているところが多い。また、製造業も健闘し、化学繊
維がマイナス300円程度に踏みとどまり、綿紡績等の繊

維素材業種は昨年の水準を上回るなど、伝統的な統
一闘争の力が発揮されたと考えている。中小組合は二
極化しており、全体平均は前年並みであったが、業績
が厳しいところでは賃上げは非常に少ない一方、人手
不足への対応や、前年に賃上げしていないため今年
実施するというところで大幅に引き上げるケースもみられ
た。正社員、短時間（パートタイム）組合員の妥結状況は
以下の通りである。

◇正社員の妥結状況（５月末日現在）
1,215組合の妥結総合計（定昇、ベア等込）は、単純

平均で4,822円（1.87％）であった。この妥結額・率は、
2015年以降の６年間で最も高い。前年と比較可能な
1,158組合のうち約半数が前年以上を獲得したが、単
純平均では51円（0.04％）のマイナスとなった。賃金体
系維持分が明確な383組合の賃金引き上げ分の単純
平均は1,121円（0.44％）であり、前年同時期を上回る。
また、前年と比較可能な362組合の単純平均は前年を
53円（0.04％）上回り、約56％にあたる200組合が前年
同額以上となった。
◇短時間（パートタイム）組合員の妥結状況

５年連続で正社員を上回る賃上げ率を獲得した。
344組合の時間当たり賃金の妥結総合計（定昇、ベア
等込み）の単純平均は25.4円（2.57％）であり、前年同時
期（23.7円・2.47％）を上回った。前年と比較可能な302
組合の単純平均は前年を2.1円（0.12％）上回った。

3. 賃金関係以外
―  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。
総合的な労働条件の改善については、①あらゆる就

業形態における公正処遇の実現、②労働時間の短
縮、改善、③定年制度改定（65歳への延長）、④退職金

（企業年金）改定、⑤労災付加給付改定、⑥職場のハ
ラスメント対策、⑦デジタル技術革新への対応と人材育
成強化、⑧職場のジェンダー平等の推進、⑨安全で健
康な職場づくり、⑩仕事と生活の両立支援、⑪障がい
者雇用の促進、⑫CSRに関する取り組みの12項目に
沿って取り組みを進めた。

特徴的な項目の妥結状況を紹介したい。②は、勤務
間インターバルはすでに98組合が導入しているが、新た
に24組合で改善した。このほか、所定労働時間削減で
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33組合が改善するなど、労働時間の短縮、改善が着実
に進んでいると認識している。しかし、特に流通サービス
系はもともと他産業と比べて労働時間が長いことが課
題である。③は、2017闘争以降に、39組合が65歳以上
の定年延長を実現している。年金受給開始年齢引き
上げへの対応が求められるため、引き続き課題認識を
もって取り組んでいく。このほか、①の均等・均衡処遇
の実現にかかわる労使合意内容も、これまでの取り組
みに加えて関連法制への対応もあり、前進がみられた。
特に手当関連は改善が進み、家族手当で14組合が改
善したほか、慶弔休暇など休職休暇制度の改善も進ん
でいる。家族手当は、ひとり親の処遇改善にもつながる
取り組みであり、組合が働きかけて実現したことの意味
は大きいと感じている。

4. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2021労働条件闘争への課題

等についてお聞かせください。
このコロナ禍で、足元では休業や合理化が発生して

おり、短時間組合員も含めて雇用がかなり痛んでいる
可能性がある。このような問題にも、産別として実態を把
握しながら取り組んでいかなければならない。引き続き、
働く人々の実質賃金が上がっていく状態を最低でも維
持、向上させていく取り組みは不可欠であると考えてい
る。

中長期的にみると、今回のコロナ禍によって大きく考
え方のベースが変わるだろう。賃上げに関しても、ここ数
年は、物価があまり変わらなくても２％を基準として継続
して取り組んできた。私たちの要求は働く者の生活実感
に基づくものであり、必ずしも定量的なものだけを根拠に
しているわけではない。そういった部分をどのように闘争
や戦略、あるいは政策に反映していくかを議論し、引き
続き実践していかなければならない。また、2014年から
ベア闘争に取り組んできた中、賃上げとともに働き方の
改善にも注力する必要があるという認識をもっていた
が、今回のコロナ禍で、よりその認識は強まった。来年
以降は全体的な働き方に関して具体的に取り組んでい
く必要があるだろう。たとえば在宅勤務は、今回社会的
に大きな実験をしたといえる。日本の働き方の大きな問
題の一つは、通勤時間であり、この縮小は、企業と労働
者にとってWIN-WINである。これを活用していくような
ことも考えていきたい。

また、総合的な労働条件の改善の中にも１項目として
挙げているが、“デジタル技術革新への対応”の必要性
を以前から考えてきた。このコロナ禍が終息したとき、元
に戻るのではなく、制約だったことが逆に生産性を上げ
ているということも起こるだろう。特に労働組合は、集まっ
て膝を交え、腹を割って議論をして運動を進めるという
スタイルでこれまで取り組んできたが、リモートで同じよう
な感覚をもって進めるにはどのようにするのか、といった
ことも考えていかなければならない。

5. 新型コロナウイルスの影響と取り組み
―  組合活動への影響、産別組織としての取り組み、今後の展望

等についてお聞かせください。
産別組織として、政府や自治体への要請を積極的

に行ってきた。まず３月２日に雇用調整助成金の特例措
置の拡充、病気有給休暇制度の普及促進の強化を政
府に要請した。４月には、緊急事態宣言下で働かなくて
はならない組合員の感染予防、安全対策について都
道府県知事等に要請を行った。接触確認アプリの利用
が始まっているが、自分が濃厚接触者だとわかっても、
休んだ時に補償がなければ誰も申告しない。先進国で
この手当をしていないのは日本だけであり、病気有給休
暇については繰り返し政府に要請してきた。

５月にはいったん収束の方向が見えてきたことで、「新
しい生活様式」下での安全確保と働き方という観点か
ら、失業なき雇用移動を実現するため、短期的な就労
マッチングを実施した。UAゼンセンに加盟する組合の
業種は幅広く、エッセンシャルワーカーを中心に事業を
継続しなければならない企業がある一方、休業要請が
出された企業もある。コロナ禍以前も、組合を通じて他
企業への就労要請を個別的に行ってきたが、今回その
仕組みを生かしてより積極的に実施した。一番多い事
例は、休業や営業時間短縮になった居酒屋などの外
食やホテルと、営業継続が求められ人手不足感が高
まった食品スーパーなどの業種をつなぐというものであ
り、外食４組合、ホテル１組合、その他サービス１組合の
計６組合からマッチングの依頼があった。就労マッチング
のルートは総合サービス部門と流通部門が連携して双
方の会社を仲介する形でつくった。幅広い産業業種を
抱えている産別だからこそ実現できた取り組みだと考え
ている。

また、このコロナ禍で、UAゼンセンには、エッセンシャル
ワーカーの方が本当に多かったのだと改めて感じてい
る。このような業種で働く方々は、世界的にも労働条件
が低く、処遇、労働条件の向上に継続的に取り組んで
いくことが必要だと感じている。

組合活動でいえば、「新しい生活様式」「ウィズコロ
ナ」という言葉にも表されるとおり、感染拡大防止策を
講じながら組合活動を実現していく方法を検討してき
た。リモート設備等を含めて一気に進んでいるが、今後
に向けた課題・展望はやはり、非接触型の運動をどの
ように考えるのかということである。せっかくここまで進ん
できたので、後戻りすることなく新たな取り組み方を模索
していきたい。

ＵＡゼンセン（全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合
同盟）：「原点を見つめ、未来を拓こう！ＵＡゼンセン」をスローガン
に、ＵＩゼンセン同盟とサービス・流通連合(ＪＳＤ)が統合して
2012年11月に誕生した。繊維・衣料、医薬・化粧品、化学・エ
ネルギー、窯業・建材、食品、流通、印刷、レジャー・サービス、福
祉・医療産業、派遣・業務請負など、国民生活に関連する産
業の労働者が結集して組織した産業別労働組合。組織現勢
は2,334組合、1,803,574名（2020年６月24日現在）。

木暮　弘（こぐれ・ひろむ）氏
　1981年ニチイ（現イオンリテール）入社。ニチイ労組執行委
員、ゼンセン同盟流通部会執行委員、ＵＩゼンセン同盟流通部
会副事務局長、ＵＡゼンセン流通部門事務局長を経て2016年
９月ＵＡゼンセン書記長に就任、現在に至る。

（インタビュー日　2020年6月18日）



全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会
（電機連合）  中央執行委員長　神保　政史 氏

・７年連続の賃金引き上げに加え、働き方改革関連の取り組みも前進。
・ 統一闘争における妥結の柔軟性は、闘争の前進に寄与。今後、効果や課題を検証の上、来年に活かす。
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1.  2020年総合労働条件改善闘争の位置づけ、大き
な方針

―  取り組み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。

2020年総合労働条件改善闘争は、ここ数年と同様、
「生活不安」「雇用不安」「将来不安」という「三つの
不安の払拭」に向け、継続した「人への投資」に取り組
んだ。電機産業で働く魅力を高め、仕事に対する誇り
や挑戦する姿勢を引き出すには、月例賃金の引き上げ
による生活水準の維持・向上が必要不可欠であるとい
う考えのもと、月例賃金の引き上げにこだわって取り組
みを推進した。さらに、電機産業のみならず、全ての労
働者の生活の維持・向上を図り、社会的課題の解決
に向けて責任を果たすという「社会的責任型闘争」とし
ての位置づけもこれまで同様に継続した。

今年の闘争では、途中から新型コロナウイルスの影
響が色濃くなり、交渉が難航する場面もあった。この先
行き不透明な状況において、大手13組合が賃金引き
上げ1000円以上の回答を引き出し、大手組合以外もそ
の後に続けたこと、賃金のみならず働き方改革関連の
取り組みも前進したことを踏まえれば、全体としては一
定の成果が得られたと評価している。中小組合では、新
型コロナウイルスへの対応で一時的に交渉を中断せざ
るを得ないところもあったものの、ゴールデンウィーク前後
では例年と同程度の組合が回答を引き出すことができ
た。賃金の引き上げ水準も、全体を見ると昨年と同等の
水準を確保できたと分析している。

今年は、統一闘争で「一定の条件を満たす場合に
限り、妥結における柔軟性を認める」としたことが一つの
ポイントである。各社の業績等が異なる中、経営側から、
労使で工夫して賃金以外の項目にも原資を配分できな
いかという提案があり、検討を重ねてきた。生活の安心
や経済の好循環のためには、一定の賃金水準に至る
必要があるという認識のもと、「一定の条件」とは賃金水
準が電機連合が定める一定の水準に到達していること
を前提に、賃金に準ずる項目で、対象者や期限が限定
的でなく、冒頭の「三つの不安」払拭に繋がるような項目
に限り、厳格な運営のもとで相互に認め合うこととした。

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。

闘争の前は、米中貿易摩擦の影響により各社の業
績悪化が想定され、厳しい闘争になると予想された。闘
争に入ってからは、新型コロナウイルスの影響で健康
面、心理面でも不安が大きくなる中、経営側も賃金の引
き上げには慎重にならざるを得なかったと思う。しかし、こ
のような社会・経済環境だからこそ、一定の賃上げを行
うことが重要だという思いで取り組んできた。結果とし
て、大手組合で７年連続の賃金水準引き上げを獲得
し、2020年闘争で1,000円以上のベアを獲得したこと
は、大きく評価できる。この「1,000円」はこれまでとは意
味合いが全く異なり、長きにわたって培ってきた労使関
係が基盤にあるからこそ、引き出すことができたと感じて
いる。昨年までは、統一闘争のもと、大手13労組は同額
での決着を図ってきたが、今年は賃上げ要求額3,000
円に対し、妥結額は1,000円「以上」とし、柔軟性を認め
た形となった。たとえば、1,000円は賃金、500円は賃金
以外の項目で回答を得るなど、限られた原資をどう配分
するか、労使の工夫の幅が広がったととらえている。その
意味で、統一闘争の狙いを前進させるような取り組み
になったと考えている。具体的に、今次闘争で妥結した
項目は、企業型確定拠出年金（DC）の掛金増額や、カ
フェテリアプランの付与ポイント増額などがみられた。

初任給については、他産業に比べて見劣りしていた
高卒初任給に課題意識をもち、ここ数年改善に取り組
んできた。他産業も引き上げる中、なかなか追いつかな
いという状況があったが、今年は様相が異なり、現行水
準に対して4,000円引き上げる16万9,000円以上の要
求に対し、大手では満額回答を獲得することができた。
これは、今まで継続して粘り強く交渉してきた結果だと
受け止めている。また、大卒初任給では、人材獲得に向
けた対応として、富士通が前年比１万円超の引き上げ
で妥結するなど、各社でばらつきがみられた。来年に向
けて、大卒初任給のあり方は課題の一つとして認識し
ている。
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3. 賃金関係以外
―  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。

働き方改革に関連する内容を中心に、制度や環境
整備、法対応の両面から取り組みを進めた。前者は早
くから取り組みを進めてきて、2017年には「長時間労働
の是正をはじめとする働き方改革に向けた電機産業労
使共同宣言」を示すなど、労使が工夫して取り組んでき
た。このことが、今回のコロナ禍において、事業継続の
観点からテレワーク等の迅速な対応を可能にしたと感じ
ている。後者は、組合員のみならず、電機産業全体で働
く皆のために、法対応がきちんとなされているか、組合と
してチェックできる体制、協議できる労使関係を整えるこ
ととした。特に、同一労働同一賃金はこの４月から法律
が施行されたこともあり、正社員と正社員以外の処遇の
格差の有無の確認、格差がある場合の合理性の確
認、是正のための方策などを支援した。また、パワーハラ
スメント関連も法律が整備され始めており、取り組みを
一層強化した。働き方改革関連については、闘争の時
期だけに限らず、今後も常に職場を見ていく必要がある
と思っている。 

4. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2021年総合労働条件改善闘

争への課題等についてお聞かせください。

賃金については、これまでも電機連合としての指標
を設けてその到達に向けて取り組んできており、その考
え方を変えるつもりはない。今回、「柔軟性」を初めて認
めたことで、良い面と課題が浮き彫りとなった。良い面
は、水準の向上、項目を広げることで選択肢が増えたと
いう点である。これが、闘争における相場の引き上げや、
産業や社会への波及へと繋げる一因となったのではな
いかと感じている。一方、運営面では課題もあり、初めて
の取り組みということもあって、柔軟性を認めあう項目に
該当するのかしないのかの判断がつきづらいものもあっ
た。今後、闘争にどのような影響や効果をもたらしたのか
を検証し、来年に向けた整備を進めていきたい。

また、大手は７年連続の賃上げとなったが、加盟組合
全体でみると、必ずしもそうではなく、水準もまちまちであ
る。今次闘争では、約８割の組合が賃金水準の改善を
獲得したが、できていないところが２割もあるという見方も
できる。今後も、全体への波及、牽引力を高めていく努
力が必要だと考えている。

さらに、組合運営におけるコロナ禍への対応も今後
の課題である。総合労働条件改善闘争に関して例を
挙げると、例年は２月～３月に毎週200人ほどが集まる
会議を行い、闘争方針や取り組み方を議論していた
が、今年はオンラインシステムで実施した。また、大手６社
との産別労使交渉は人数を絞って実施した。過去にな

い対応で、当初戸惑いはあったものの、振り返ると効率
的な部分もあり、コロナ禍が収まっても、来年以降、活か
せる点は取り入れていきたいと考えている。これまで、労
働組合は特に、人と人との接触、直接的なコミュニケー
ションを主にしてきたが、それに固執しすぎるのではなく、

「いかにコミュニケーションをとるか」という点に注力すべ
きであると考えている。ＩＴを活用して参加しやすくするよ
うな取り組みは推進すべきであり、より充実した活動に
つながると考えている。今回の試行錯誤で得た経験を
活かしていきたい。

5. 新型コロナウイルスの影響と取り組み
―  組合活動への影響、産別組織としての取り組み、今後の展望等

についてお聞かせください。
このコロナ禍では、雇用や処遇に影響するケースも発

生し、産別組織として、必要に応じて、現地に行ったりＩ
Ｔも活用しながら、法律や処遇面での対応方法や注意
点など関連する情報提供、厳しいところへのバックアッ
プを継続してきた。今後も、産別としてどう支援できるの
かは大きな問題だと考えている。

電機連合組織内議員の矢田わか子氏の活躍にも
触れておきたい。コロナ禍において、働く妊婦の保護へ
の対応が話題になったが、ここには、矢田議員の尽力が
あった。全国の400名以上の働く妊婦の声を集め、「新
しい命を守り、働く妊婦の皆さんを守る」ため、厚労省に
対し、妊婦への配慮に関する周知・啓発、出勤停止と
それに伴う休業補償等について要請した。もともと、不
安を抱える一人の妊婦が、矢田議員に相談したことが
きっかけであったが、政党を超えて大きな広がりを見せ、
国を動かした事例だといえる。産別組織に対しても、職
場から切実な、厳しい声があがってくる。これを、政治の
場や省庁に声を届けるということも産別組織の重要な
役割であり、継続して行っていきたい。

電機連合（全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合 
会）：電機・電子・情報関連産業およびその関連産業の労働 
組合を結集した組織であり、1953年の結成以来、半世紀の
歴史を誇る、民間大手（組合員57万人）の産業別労働組合
組織。「美しい地球・幸せな暮らし」を基本理念に活動を行っ
ている。

神保　政史（じんぼ・まさし）氏 
　1989年三菱電機株式会社 入社。2002年三菱電機関連
労働組合連合会 事務局長、2003年三菱電機労働組合 中
央書記長、2008年 同中央副執行委員長、2010年 同中央
執行委員長、三菱電機関連労働組合連合会会長を歴任。
2014年電機連合副中央執行委員長、2016年電機連合書
記長、2020年より電機連合中央執行委員長就任。

（インタビュー日　2020年6月18日）



ＪＡＭ
　 書記長　中井　寛哉 氏

・５年連続で中小労組の賃上げ額が全体平均を上回り、賃金改善の流れは継続。
・社会が大きく変化していくなか、これからの労働者の将来のあり方に関与していく。
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１. 2020春闘の位置づけ、大きな方針
―  2020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。

2020年春季生活闘争（以下、春闘）は、日本経済の
「自律的な成長」と賃金の「底上げ」「底支え」「格差是
正」を目指し、2014年以来の賃金改善の流れを継続す
べく取り組んだ。加えて、「賃金の社会的変革を進め
る」取り組みと位置づけ、体制の構築と強化を図った。
特に、準備段階の取り組みで、「人口減少」「賃金水準
の低下」「格差拡大」など現状の課題を共有した上で、
その解決策としての「同一価値労働同一賃金」の実現、

「労働時間」の原則の徹底、「社会連帯」の必要性、労
働組合や春闘の役割といった原点を再確認する取り
組みを強化することとした。また、「価値を認めあう社会
へ」の実現についても、賃上げの取り組みと並んで運
動の両輪として、引き続き展開していくこととした。

春闘を取り巻く環境は厳しく、米中貿易摩擦の高ま
り、中国経済の減速、イギリスのEU離脱の影響など経
済情勢は悪化すると予想され、昨年より厳しい状況が
予想された。さらに、春闘半ば（3月に入ったぐらい）から
は新型コロナウイルス感染症への対応が求められ、雇
用対策に力を入れることとなった。感染症の影響が深
刻化する中であっても、要求決定段階で対話と行動を
重視し、時間をかけ方針の徹底と課題の明確化を行っ
た単組は、環境変化にあわせて、早期解決や交渉日程
の変更など主体的に判断し対応することができた。

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。

あくまでも絶対額を重視するのが賃金要求の基本的
な考え方とした。まずは組合員全員の賃金水準のポジ
ションを確認した上で、ＪＡＭ一人前ミニマム基準・標準
労働者要求基準にもとづき、あるべき水準を設定し、月
例賃金水準の引き上げを中心に、賃金構造維持分を
除き6,000円を基準として「人への投資」を要求した。
具体的には、加盟単組それぞれが横軸に年齢を、縦軸
に賃金の高さを示したプロット図を作成し、ＪＡＭが示す

基準値（あるべき賃金水準）と比べてどうかなど、経営側
と協議していくことを基本方針としている。

回答結果（６月12日時点）は、ベアは全体平均で
1,254円、300人未満で1,298円と、５年連続して300人
未満の単組が、全体平均を上回った。100人未満は
1,363円となり、実額では昨年を下回るものの、コロナ禍
という厳しい状況下で健闘したと評価できる。特に組織
規模が小さくなるほど、人手不足・人材流出の問題を抱
えており、賃金を上げるなどの「人への投資」が重要とな
る。

ＪＡＭでは、個別賃金＝水準でみていくという取り組
みをしている。個別賃金要求単組の回答・確定水準

（30歳）をみると、全規模計で235,901円。これを規模
別に分解すると、 300人未満は231,118円、300 ～
999人 は232,674円、1,000人以上は266,460円と、組
織規模が大きくなるほど、賃金水準額は高くなってい
る。次に確定水準が、今春闘で現行水準からどのくらい
引き上がったのかをみると、300人未満は1,631円、
1,000人以上は1,250円であり、賃金水準が低い300人
未満の引き上げ額の方が高いことがわかる。特に、この
ことからも、1,000人以上の大手と300人未満の中小の
格差は、381円縮小したことになる。このようにＪＡＭで
は、個別賃金要求を通じて、賃金水準そのものを上昇さ
せ、格差を縮小させていくことに力を入れている。 

企業内最低賃金は、個別賃金の取り組みの一環と
して行っており、金属産業における横断的賃金水準の
相場形成という視点で取り組んでいく必要がある。特
に、最近では地域別最低賃金が上昇しているため、企
業内最低賃金がそれを下回る事例もあることから、取り
組みを強化している。

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。 

働き方関連法改正を踏まえ、あるべき「働き方」と「暮
らし方」をめざした労働条件整備と雇用環境整備の取
り組みに引き続き取り組んでいく。具体的には、総実労
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働時間1800時間台に向けた取り組みを継続する。ま
た、同一価値労働同一賃金と包摂的な社会の実現に
向けた取り組みの強化も必要である。この一環として、
高年齢者雇用の取り組みについては、働きがいのある
就労確保と処遇改善をめざすと共に、定年延長の取り
組みの推進をはかりたい。また「誰もが時給1,100円の
取り組み」など、パート・有期雇用労働者の処遇改善に
ついても、実態把握を進めつつ取り組んでいかなけれ
ばならない。

さらに、厳しい経営環境においても、事業を継続して
いくためには、これまで以上に取引問題が重要となる。

「価値を認めあう社会へ」の実現の取り組みの強化も
重要であり、この取り組みと関連付けた金属産業労働
者の総合労働条件といった視点での考察も今後の課
題といえる。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2021春闘の取り組みへの課

題等についてお聞かせください。

春闘の取り組み強化について、「単組の要求段階に
おける職場討議の徹底」など、2019年より「準備期間
の取り組み」強化を進めている。個別賃金要求方式の
導入など、時間のかかる取り組みもあることから、通年的
な取り組みにしていく必要がある。20年春闘の結果の
検証に加え、賃金・労働条件の把握、個別賃金要求方
式への移行検討などを行い、21年春闘につなげていく
必要がある。また、共闘を強化し、春闘を準備段階の取
り組みも含めて組織化することにより、単組、地方
JAM、本部の組織強化につなげていきたいと考えてい
る。

人口減少、第四次産業革命に加え、新型コロナウイ
ルスの影響を経験し、社会システム、価値観、働き方、暮
らし方などが大きく転換する可能性が想定される。産別
の取り組みとして、変化に対応していくだけでなく、労働
者視点に立った将来のあり方について、能動的に関与
していくことが求められるだろう。

新型コロナウイルスへの対応として、「在宅勤務」「時
差出勤」「交代勤務」「自宅待機」など、その是非につ
いて十分検証する間もなく導入された。たとえば、在宅
勤務など、育児介護への対応として取り組んできた経
緯はあるものの、労働時間管理、労働環境、仕事量の
過多といった問題に留まらず、雇用のあり方や労使関
係に大きな影響を及ぼすことも想定されるとともに、家
族的責任のあり方にもかかわってくることを理解し、実
態把握を行ったうえで、今後の対応について議論するこ
とが必要だと考えている。

５．新型コロナウイルスの影響と取り組み
―  組合活動への影響、産別組織としての取り組み、今後の展望等

についてお聞かせください。

ＪＡＭは、新型コロナウイルスの影響を受ける事業所
を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の拡充
と受給要件の緩和に向けて取り組んできた。また、雇用
調整助成金の申請・受給に関する案件等、厚労省へ
の確認・要望・折衝についてのＪＡＭの窓口を、準組織
内議員・森本真治参議院議員の議員会館事務所に
設置し、地方ＪＡＭ、加盟組織に対して可能な限り迅速
な対応ができる体制を構築した。同時に、「つなごう雇
用　つかおう雇調金」～ＪＡＭ2020雇用調整助成金
ポータル～と題し、ＪＡＭホームページ内に特設コーナー
を設けて、加盟組織が有効かつ迅速に制度活用を図
れるよう雇用調整助成金制度の概要等を周知するとと
もに雇用調整助成金マニュアルを作成し、全地方ＪＡＭ
へ配布した。今後の課題は、９月末まで時限措置となっ
ている雇用調整助成金の支給対象期間について、さら
なる延長を求めていくこととする。

加盟組織における雇用調整提案件数について、
2019年９月迄は概ね１桁で推移していたが、10月には、
９月の「６件」から、「15件」へと 2.5倍に跳ね上がった。
そして11月「12件」、12月「12件」、と２桁台で推移した。
このことは、米中貿易摩擦をめぐる緊張、中国経済の先
行き、英国のＥＵ離脱の行方等、海外経済の動向や金
融・資本市場の変動の影響に加え、国内での消費税
率引上げ等が影響したと推察される。2020年に入って
からは、１月「18件」、２月「21件」と増加していき、国内
で新型コロナウイルス感染症の拡大が始まったとされる
３月には、「87件」とおよそ４倍増に膨れ上った。そして、
４月「426件」と新規提案件数ではピークとなり、以降５月
「217件」、６月「196件」と４月から半減したとはいえ、高
止まりしながら推移している。

新型コロナウイルスの影響により、対面・集合での組
合活動ができないといった制約があり、活動スタイルも
変化が求められている。環境の変化に対応しつつ、運
動を推進する方法を確立していきたい。

ＪＡＭ：機械、電機、自動車、車両、精密機器、アルミ素材製 
品、鋳鍛造、鉄鋼、住宅関連機器など、ものづくり産業を中心 
とする約2000の単位労働組合が加盟している産業別労働 
組合。日本のものづくりを支えるサプライヤーが多く、全構成単 
組の約85％が300人以下、約60％が100人以下、約25％が30 
人以下の組合員で占められている。組合員数は約38万人。 

中井　寛哉（なかい・ひろや）氏 
1964年生まれ、大阪府出身。1993年に旧ゼンキン連合（現 
ＪＡＭ）に入局。2009年にＪＡＭ大阪の副書記長、2013年か
ら は書記長を経て、2017年には本部書記長に就任し、現
在に至る。

（インタビュー日　2020年6月18日）



日本基幹産業労働組合連合会（基幹労連）
事務局長　津村　正男 氏

・環境は厳しかったものの、労働界全体の賃上げの流れの中、要求・交渉を行ったことの意味は大きい。
・鉄鋼大手では、「65歳定年制」を2021年４月より実施の見込み。加盟組合への波及をはかる。
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1. AP20春季取り組みの位置づけ、大きな方針
―   AP20春季取り組み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。

基幹労連のAP（アクティブ・プラン）春季取り組みは、
「魅力ある労働条件づくり」と「産業・企業の競争力強
化」を好循環させていくことを基本理念としている。われ
われの労働条件の改善が業績につながり、消費者や
組合員に反映されていくという循環を構築することが重
要であり、その元となる労働者の賃金を引き上げる必要
があるといえる。これこそが、好循環を生み出すスタートに
なる。このような考え方を踏まえ、AP20のキャッチコピー
は、「つなげ好循環！」とした。

APは２年サイクルで実施しており、今年のAP20は
初年度（１年目）の「総合改善年度」に当たる。来年の
AP21は、「個別改善年度」であり、業種別（中小）組合
の格差改善、労働条件の底上げ、底支えを中心とする
取り組みを行うこととなる。なお、１年単位の方が労使と
もに馴染む場合もあるため、2年を1つの単位とすること
を基本としつつ、AP18以降は、単年度の要求か、2年ま
とめるか、部門や業種ごとにまとまりをもって取り組むこと
としている。基本的な２年サイクルの枠組みは変わらな
いが、少し柔軟性をもち、部門ごとのまとまりを認め合っ
て取り組む春闘に変わっている。
「65歳現役社会の実現」については、以前から力を

入れて取り組んでおり、他の産業と比べても取り組み
が進んでいる。今年は、鉄鋼大手で会社から具体的な
提案を引き出すことができ、2021年４月から65歳定年
制度が実施となる予定である（後述）。

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。

賃金改善要求について、産別ではAP20として3,000
円、AP21として3,000円以上を基本とする方針を掲げ
た。12月上旬のAP討論集会の時点で、米中貿易摩擦
による鉄鋼需要の減少等を受け、業績の悪化が予想さ
れていたものの、今年も賃金改善の要求を行うこととし
た。その背景として、かつては過年度物価上昇率などの
数値に基づいて賃金改善要求を行っていたが、この６

年間の賃金改善は、労働者全体の賃金を上げ、消費
につなげていくというロジックで、質が異なるものであっ
た。また、大手の業績が悪くても、そもそも大手が要求し
なければ、グループ・関連の組合は要求することが難し
くなる。労働界全体が賃金改善に取り組む流れのな
か、結果が厳しいことが予想されても、要求し、交渉した
ということ自体にも意味があったと考えている。結果とし
て、鉄鋼大手ではベアを見送ることとなったものの、有
額回答が得られたところもあり、業種業態ごとのばらつき
が大きかった。

一時金については、業績連動の組合が多く、個社の
業績が賃金改善以上に影響する。現在、業績連動で
決めている組織の結果が出てきているが、昨年より大
幅なマイナスとなるところが多くなっている。

また、産別組織の責務として、同じ業界で働くすべて
の仲間を意識した運動を行うべきであり、企業内最低
賃金などの取り組みにも引き続き取り組んでいかなけれ
ばならないと感じている。

3. 賃金関係以外
―   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。

産別の大きな方針として、働き方改革に資する要求
を行うことを掲げており、部門や業種でまとまって方針を
出し、取り組んでいくというのが基本的な取り組み方で
ある。また、部門の中でも細かく分かれており、たとえば
鉄鋼部門では６業種に分かれ、退職金というひとつの
水準をとっても各業種でばらつきがある。それぞれの業
種で設定した目標水準に向かって、取り組める環境かど
うか等を勘案しながら、取り組みを判断するという形にな
る。要求内容は労働時間の短縮や年休取得日数の促
進、男女共同参画に資する条件改善など多岐にわたる
が、約半数にあたる113組合が前進回答を引き出した。
「65歳現役社会の実現」について、産別の目指すべ

き方向性として、「定年延長」を打ち出し、加盟組合で
は、この方向性を踏まえつつ、各労使で話し合いの場を
設置し、課題の共有、今後の方向性の検討が行われて
いる。鉄鋼大手では、会社から、2021年より65歳定年と



− 17 −

するという提案があった。年金支給年齢の引き上げまで
に定年延長を行うことを目指していたが、そのタイミング
に合わせて、会社提案を引き出すことができた。会社提
案の内容は、賃金は基本的に60歳以降も連続性があ
る形（賃金カーブ維持）となった一方、業績悪化等を受
けて、退職金は60歳以降据え置く形となっている。今後
は、他部門や鉄鋼の大手以外にも、情報伝達しながら
６５歳定年実現を実現していきたい。

4. まとめ
―   今後の課題（中長期的な課題）とAP21春季取り組みへの課題

等についてお聞かせください。

APは２年サイクルの運動であるため、２年分をどのよ
うに評価するのかというのが基幹労連の基本的な考え
方である。ただ、今年の総合改善年度を評価すると、賃
金改善をはじめとする要求はもちろん行うべきだったが、
今の環境下で、やり方や水準が妥当だったのかという
点については、今後検討の余地があるだろう。来年に向
けては、賃金改善は継続すべきであり、賃金を継続的
に引き上げていく必要はある一方、業績悪化や新型コ
ロナウイルスの影響を鑑みると、これまで以上に慎重に
情勢を見極めないといけないと感じている。

さらに、65歳定年延長も来年への課題である。産別と
しては、年金支給年齢が引き上げられる2021年４月の
開始を目標にしており、鉄鋼大手の妥結を経て、他部
門や業種別にも展開していきたい。

また、基幹労連は、2023年に20周年を迎える。鉄鋼
労連、造船重機労連、非鉄連合の３つが統合（その
後、建設連合とも統合）したが、交渉や運営など様々な
場面で、今もその名残がある。必ずしもそれが悪いという
わけではないが、今後30周年、40周年を見据え、これま
での経験と実績を踏まえつつ、これからの産別のあり様
を考える時期なのではないかと思っている。

連合方針でも一つのポイントとなっている、「サプライ
チェーン全体で生み出した付加価値の適正配分」につ
いては、鉄鋼部門で考えてみると、日本製鉄、JFEス
チール、神戸製鋼の３社を中心に、系列、グループが形
成されている。系列やグループ会社は大手の影響を受
けやすい一方、大手からはグループ会社にものが言い
やすいという構造がある。鉄鋼業界全体でそのような形
ができあがっているので、鉄鋼労連時代から、このサプラ
イチェーンの枠組みの中で、大手組合や産別がグルー
プ会社に直接申し入れを行っている。今年も同様に取
り組んだが、来年度についても、鉄鋼中小やその他の
部門についても同様の取り組みを行い、底上げを図る
必要があると考えている。一方、われわれの加盟組合で
も、自動車や電機など他の産業の仕事をしているところ
も多い。産業間の垣根を低くして、サプライチェーン全体
として取り組むことで、よりよい方向に向かう可能性があ
るのではないかと考えている。

5. 新型コロナウイルスの影響と取り組み
―   組合活動への影響、産別組織としての取り組み、今後の展望等

についてお聞かせください。

今年、鉄鋼大手で賃金改善はゼロとなったが、業績
による影響が大きく、直接的に新型コロナウイルスが影
響しているかどうかは、今後、詳しく検証する必要があ
る。しかし、会社側はコロナを契機として回答の姿勢も厳
しくなり、４月以降は交渉スケジュールの遅れや、内容面
での不満などが昨年と比べて増えていると感じている。

基幹労連として、ゴールデンウィーク明けに、加盟組
合に対してアンケートを実施し集計を行ったところ、半数
以上の組合で、業績や操業にコロナの影響が出ている
との回答だった。これから影響が出そうだというところも
含めると、８割以上の加盟組合で、影響が出るだろうと
いう予想になっている。われわれの業種は、部品供給
が遅れたり、発注が先送りされたりするなど、徐々に影
響が出てくると思われる。これまでも、JCMを通じて緊急
事態宣言発令の対応に関する要請などを行ったが、今
後も情勢を踏まえて国や省庁等に対する働きかけも
行っていく必要があるだろう。

産別として取り組んだこととして、加盟組合の病院へ
の支援がある。基幹労連の中に、もともと企業内病院と
して病院をもっている組合も含め病院に関係する組合
が12組合あり、加盟組合の中でN95マスクや防護服な
ど不足する医療物資を調達し病院に届けることを試み
たが、医療用のものは入手困難であり、そういった支援
はできなかった。そこで、予算を組み、病院に不足してい
るものを購入して提供することとし、物資不足の中、まず
入手できたレインコート（防護服の代用として）を病院に
送った。必要なものが手に入るようになれば、改めて支
援を考えたい。

組合員向けには、マスクケースを作成して全組合員
に配布する。マスクケースは抗菌仕様になっており、基
幹労連のロゴも入っている。今後、マスクをつけた生活
様式になる中、夏場は熱中症も心配される。このケース
を使いながら、産別や労働組合があってよかったと実感
できるきっかけになればと思っている。

基幹労連（日本基幹産業労働組合連合会）：日本の主要な基 
幹産業である金属産業のうち、鉄鋼、造船、非鉄鉱山、航空・ 
宇宙、産業機械、製錬、金属加工、情報関連・物流産業、建 
設のほか、多くの関連業種の労働組合が結集した産業別労 
働組合。2003年、鉄鋼労連、造船重機労連、非鉄連合の３産
別が「未来を拓く組織統一、希望ある前進」をスローガンに統合
し結成。また、2014年に建設連合と統合し、４つの産業に所属
する組合で構成されている。構成組織数約762組合（単組・
支部）、組合員数約27万人。

津村　正男（つむら・まさお）氏
　1984年三菱重工業㈱神戸造船所入社、三菱重工労働組
合神戸造船支部執行委員長、三菱重工労働組合中央執行
委員長、三菱重工グループ労働組合連合会会長を歴任し、
2019年より現職。

（インタビュー日　2020年6月10日）
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SDGs(Sustainable Development Goals)とは、「持 続

可能な開発目標」の略称であり、源流は1994年カイロで開

催された国際人口会議にさかのぼる。ここでは、持続的な経

済成長のため、ジェンダー平等と女性のエンパワーメント、リ

プロダクティブ・ヘルス/ライツの重要性が強調された。その

後、2000年に国連でミレニアム開発目標(MDGs)が採択さ

れた。その達成期限の2015年には、さらに分野が広がった

SDGsが国連で採択された。SDGsは17の目標と169のター

ゲットから構成される。目標例として、脱貧困・飢餓、健康・

福祉・教育向上、ジェンダー平等、平等と経済成長の両立、

衛生・環境保全などがある。

一方、今年、世界を席巻した新型コロナはSDGsの対象

である健康や福祉と関係するだけでなく、コロナ禍がもたら

す新しい生活様式が社会の変化をもたらすために、SDGs

とも大きな関連性がある。そこで、新型コロナとSDGsの関連

を論じた３つの記事を取り上げたい。

新型コロナはSDGsとどのように関係するか
竹村真一（京都造形芸術大学教授）「新型コロナ問
題の本質はSDGsにある。地球で営む私たちが見直す
べ きこと」（『Visual�Shift』2020年5月19日）は、

SDGsの多くの目標がコロナ問題と関連すると述べる。例え

ば、目標15「陸の豊かさを守る」ことは、感染症防止と関係

する。感染症の病原体の多くは動物由来であるため、生息

地に入り込むことが、未知のウィルスに接触し、感染症を招

く。また地球温暖化によって、従来は亜熱帯での感染症が

別の地域に広がる。さらに、都市化が感染症の拡大やインフ

ラの故障に対するリスクとなる。これは、目標11「住み続けら

れるまちづくり」と関連する。そのうえで、世界的なパンデミッ

クはSDGsが喫緊の課題であることをいま一度、思い出させ

てくれたとする。

企業のSDGsに対する日本での取り組み
黒川茂樹（読売新聞調査研究本部主任研究員）「新型

コロナ流行の今、SDGsの意義とは」（『読売クオータリ

ー 2020春号』2020年5月1日）では、SDGsは日本国

民の間で浸透しないとしつつも、少しずつ関心は高まりつつ

あるとする。さらに、国際的なNGOが19年に発表した達成度

ランキングでは、162カ国中15位であることを紹介する。内訳

をみると、目標4「教育」や目標9「産業・イノベーション」では

評価が高いが、目標5「ジェンダー平等」や目標13「気候変

動」への取り組みは問題が多いとされた。

経団連も、17年11月に企業行動憲章を改定し、「Society 

5.0の実現を通じたSDGsの達成」を掲げている。また、市

場で資金を調達したい企業は、環境（Environment）、社会

（Society）、企業統治（Governance）の３分野での企業の

取り組みを評価し、長期的な収益を見込めるかを判断した

手法である「ESG」投資を呼び込む必要がある。SDGsの

取り組みはESGに重なるために、企業にとってSDGsは投

資資金の確保のためにも重要である。

新型コロナがもたらす新しい生活
宿木雪樹（フリーランス）「新型コロナウィルスの混乱
のなか広がる「サステナビリティ」の重要性」（『講談社
C-station』2020年4月24日）は、コロナ禍が社会経

済にもたらした多様な変化を取り上げている。例えば、イタリ

アの観光都市ベネチアは都市封鎖後観光客の移動がな

くなることで大気汚染が改善された。もちろん経済活動の

停止という大きな犠牲を伴うものだが、環境改善の重要性

を再認識することができた。また、学校教育の再開や改善は

「質の高い教育をみんなに」という目標にとって必要不可

欠だが、オンライン授業の推進がこの目標に貢献しうる。一

方、新型コロナの感染拡大が環境問題と相反する状況も

発生している。典型的な例は、マスクや手袋といった感染リ

スクを軽減するための商品である。これらの商品は頻繁に

取換え、捨てられるためにエコロジカルな状況と相反する。

感染リスクを避けるために捨てざるを得ない状況に対し、企

業も何らかのソリューションが求められるとする。

まとめ
このように、新型コロナがもたらす新しい生活はSDGsの

達成にも様々な形で影響することが指摘されている。これ以

外にもリモートワークが職務に基づく仕事の配分や家事育児

と仕事の両立に繋がるようになることで、仕事における「ジェ

ンダー平等」を促進するきっかけになる可能性もある。それ

は企業をはじめとした社会の責任である。政府も「新しい生

活様式」を提唱する以上、新しい働き方をジェンダー平等に

繋げることで、SDGsの達成を図るべきである。

　松浦　司（まつうら・つかさ　応用経済学）
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1958年2月28日、大垣での大会は独自の運動方

針を決定、「階級的視点に立たなくてはならない」と

の声明を発して第二組合の結成に踏み切ることに

なる。（西村豁通『日本の労働組合運動』ミネルヴァ

書房、p338）

５．街頭募金
矢冨に大垣支部の街頭募金についてたずねた。

朝倉にもたずねたところ、彦根支部では市内だけで

なく、よく京都へ足をのばして募金活動を行ってい

た。全繊同盟教宣部編『解放の歌高らかに−近江

絹糸人権闘争の手記−』には、街頭募金に関する

2編の手記が掲載されている。野瀬和子（彦根支部）

「古い都でのこと」、溝下文子（岸和田支部）「夕方

の街頭募金」である。街頭募金の実態の一端を知る

ことができる。

摘記すると、街頭募金の実施場所は主に駅前や

工場だが、大学構内へも出向き、具体的に京都駅、

京都大学の教室、松下電器工場、貝塚駅の活動に

ついて触れている。街頭募金は、毎朝支部役員か

ら当番に指名され、全繊同盟の支部事務所を中継

拠点にして、近江絹糸労組支部から10人ほどと支

援労組の応援者20人ほどが混成グループをつくり

各方面に散って実施する。支部の当番は7時間～ 8

時間の活動を行い、一日の募金額は7000円台から

8000円台であった。はじめてメガホンを手にする若い

女性労働者にとって、募金のお願いの呼びかけには

恥ずかしさが先立つが、途中から大声になり、終われ

ば充実感で一杯となる。

矢冨によると、大垣支部の街頭募金活動は、市内

の他、名古屋へ足をのばしていた。街頭募金の目的

は募金だけでなく、争議や工場内の実情を切々と住

民に訴える街頭宣伝である。したがって、支部の争議

対策本部が人選する。通常は3か所の実施場所を

決めて10人ずつ、合計30人を集めて派遣していた。

緊張感の高まる工場の外へ出られるし、大都市名古

屋にも行ける。また日頃の活動とは趣が違って興味

が高まる。だから、街頭募金はいつも希望者が殺到し

た。

１日の目標額は1万円であった。矢冨らの当時の月

給は3000円に届かないのだから、高額である。また、

この目標額は既述の手記が記す募金の実額と符合

する。街頭募金から帰ってきた組合員たちが報告す

る先は矢冨であった。時折、1万円超となり、矢冨さ

ん、今日はたくさん集まったよ、とうれしそうな笑顔を

見せていたという。

６．労組分裂と幹部役員たち
再建派の本拠地となった大垣支部が大きな役割

を演じた企業再建闘争は、非常にわかりにくい。この

いわば近江絹糸労組のもう１つの争議を研究した学

術書としては、ほぼ西村豁通『日本労働組合運動』

（ミネルヴァ書房）に限られるが、書きたいことしか書

いていない。近江絹糸争議に関して最も詳しいとさ

第4回第4回【第７回】矢冨徹彦インタビューを巡って（2）

三島由紀夫が書かなかった「近江絹糸争議」の謎に迫る
Research File

國學院大學経済学部　

教授　本田　一成

リサーチファイル



− 20 −

れる上野輝将『近江絹糸人権争議の研究』（部落

解放研究所）も、企業再建闘争に触れる余裕はな

い、とにべもない。企業再建闘争の登場者が夏川一

族、銀行団、労組、全繊同盟と四者となり、労使関

係と労労関係が錯綜し、そこへ社会党と共産党の

支持政党と路線問題、同盟対総評の対立などが重

なっているのである。

だから、著者は矢冨に会う前から狙っていた。大垣

支部の実力者である矢冨を中心に何が起きたか、本

部派と再建派の幹部役員の動きと矢冨の関係を問

う方がわかりやすいはずである、と。

矢冨によると、組合分裂の端緒は、最初は路線問

題である。人権争議の翌年つまり1955年の北京メー

デーへ日本機関紙協会から4人が招待されることとな

り、そのうちの1人として近江絹糸労組の本部情宣

部長平野実が選ばれた。招待は労組ではなく報道

機関代表の立場であり、近江絹糸労組は応じる構え

であったが、全繊同盟が待ったをかけた。国際自由

労連に加盟し招待を拒絶する全労、全繊同盟として

は当然であった。なお、この年の日本代表団長は高

野実である。

この一件により近江絹糸労組の内部にしこりが

残った。この北京メーデー未遂事件の背景には、一

部とはいえ全繊同盟排除傾向がみられる。今回会っ

た関係者の多くが、人権争議解決時点で近江絹糸

労組は時代の寵児のようであったと述べている。つま

り解放されて自信満々になっていた。

ほどなく争議は自分たちの力で勝ったと主張する

集団が出現し、争議後まで全繊同盟の言いなりにな

る必要はないとも主張した。矢冨によれば、同時に、

全繊同盟から近江労組は左翼組合と目される一方、

総評系、共産党などあらゆる左翼勢力から勧誘がは

じまった。彦根支部で朝倉と敵方になり、後に共産

党に入党した白石道夫は『体験者がつづる近江絹

糸人権争議』（文理閣）の中で、1950年代後半、彦

根工場で30人超の共産党組織ができあがっていた、

と述べている。

こうした不穏な要素をはらんだまま、1957年の第3

回定期大会（彦根開催）を迎え、運動方針の中の支

持政党で紛糾した。当初の支持政党案の「社会党

を中心とする革新政党」が、「社会党を支持し共産

党を支持しない」へ変更され、最終的に承認された。

だが、数時間に及ぶ議論は対立を生んだ。しかも、内

部対立を緩和するという名目で、さらに数時間の立

候補調整を経ても結論がでないまま投票に入った。

平野実、内田秀雄は立候補せずに退任し、鈴木治、

高村茂は落選した。書記長であった木村進は前年

に大塚敬三へ交代していた。これら退任者は後の

再建派の幹部たちである。

本部副部長の矢冨も落選して原職復帰したとこ

ろ、木村、平野、鈴木、高村の4人に呼び出され、こ

れから銀行を排除して夏川復帰による企業再建の

道を進むから大垣支部をまとめて応援してくれ、と要

請を受けた。再建派誕生の瞬間である。矢冨は島根

県人会をバックに動きはじめ、大垣支部のほぼ全員

が再建派となるのにはそれほど時間はかからなかっ

た。

７．労組再統一と幹部役員たち
矢冨によると、再建派に染まった大垣支部の幹部

役員は総評運動に共感していたのは事実だが、共

産党員はいなかった。他方、組合員の中には共産

党活動が息づいているのは察知していたとのことで

あった。だが、具体的にどうであったかは記憶にない

ようで、あるいは言いたくないようで、これ以上は語ら

ない。今後、共産党員の手による関係資料を探し、そ

の情勢や心情を知る必要があることを直感した。い

ずれにせよ、したがって、再建派とは、アンチ全繊同

盟・総評支持者、共産党支持者・党員、近江高校

卒業生を中心とする夏川一族信奉者で構成されて

いた。

企業再建闘争の詳しい経過は割愛するが、1958

年に全繊同盟が会社側と協定を締結し、近江絹糸

労組の団交権が召し上げられ、しぶしぶ統一化の道

を進むこととなった。だが実際には両派の対立がくす

ぶり続け、1959年に夏川嘉久次が死亡したことで、
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鐘紡による支配が現実味を帯びることを予測して、

労組は身構えた。

工場にも鐘紡出身者が増えてきたところで、矢冨

が単身大阪入りし、本部へ乗り込んで本部派幹部

の大塚敬三と表純一と会い、鐘紡とたたかうべきだ、

と切り出した。大塚と表がこれに応じたことで、真の

統一化へ動き出した。もう裏切らないだろうな、という

大塚の言葉に、一度も裏切ったことなどない、と矢冨

が答えたことで、3人連名の覚書をつくった。何の相

談もせず大垣から飛び出してきた矢冨はこの覚書を

誰にも見せられなかった。全繊同盟が懸命に両派の

分裂を修復する努力を続ける中の裏側の動きであ

る。

1964年、第8回定期大会（津開催）で矢冨は労

組本部役員に返り咲いた。いきなり書記長はだめだ

ぞ、という大塚の言葉通り、書記次長へ就任した。な

お、矢冨は後々まで全繊同盟の滝田実、宇佐美忠

信、下田喜造から叱責された。その都度に、滝田に対

してさえ、意気揚々と反論したという。矢冨が後に組

合長になれた理由がわかりかけてきた。

８．女性の像
話を続ける矢冨の背後に人間の像のようなものが

ある。ずっと気になっていた。たずねてみると、これが

女性労働者をモデルにした彫像「歩み」であると教え

られた。大阪本社労組役員の一人であった山口克

昭の作品である。近江絹糸労組関係者で山口の芸

術創作活動を知らない者はいないが、案外に外部に

は知られていない。

「歩み」は近江絹糸労組結成10周年記念に2体

が製作され、1体は全繊同盟へ寄贈され、現在は

UAゼンセン会長室前に置かれている。眼前にあるの

は、労組本部事務所にあるもう1体の像であった。

「歩み」が表現する女性労働者を見ながら、改め

て気づいたのは、人権争議でさえも、研究者は争議

自体を語り、実質的には女性を主題としていないの

ではないか、ということである。そういえば、後藤嘉代

（労 働 調 査 協 議 会）は小 著『オルグ！オルグ！オル

グ！』の書評で、女性について書いていない、なぜそ

の視点がないのか、と憤慨しているようであった。後

日、後藤に会って確かめると、その通りとのこと。三島

が書かなった争議に焦点を絞る『写真記録』も同じ

轍を踏んだのだろうか。

金田直樹「近江絹糸人権争議、ある現地オルグ

の回想−富士宮工場での記録−」『UAゼンセン友

の会・歴史を語りつぐ・第1巻』には、富士宮工場に

常駐した田中時雄が、富士宮工場を訪れた赤松常

子の苦言について回想している。「紡績工場には女

子労働者が多い。高い所から演説していい気に分に

なっていると失敗しますよ。特に男の人はそれを慎ま

なくてはなりません」と何度も釘を刺していたという。

帰宅してから、オーミケンシOB友の会『メッセージ

集』に掲載されている山口の手記を見つけた。「スト

ライキに参加した仲間の中には、その事による会社

に対する失点を挽回するためには、一般の数倍の

勤務成績を上げなければならぬ、と私に語った元幹

部があった。その後から彼は自滅のコースをたどるの

であるが、その厳しいドラマはサラリーマンならば他人

事ではすませないものである。戦後の経済復興を支

えてきたサラリーマンの悲劇の一面である。」

人権争議の労組幹部たちが後に会社側から冷遇

されたことにはもう疑問の余地はない。だが、芸術家

のこの文章、特に後の方にある自滅や悲劇を用いる

のには相当の意味があるに違いないと予感し、後々

まで心に引っかかるものがあった。だが、この時点で

意味を知る由もなく謎のままであった。

執筆者の本田一成氏による『写真記録・三島由
紀夫が書かなかった近江絹糸人権争議』（2019
年、新評論刊）、『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
社刊）の特別割引注文書を用意しました。office.
hondabooks@gmail.comまでご請求ください。
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正会員の議案書分析

議案書を読む（第3回）

早稲田大学社会科学総合学術院 教授　篠田　徹

さて引き続き議案書を読もう。すでに何回か申し
上げているので、耳タコ状態の読者の方々も少な
からずいらっしゃると思うが、ここでぼくがとりあげて
いる議案書は、議案書としていいか悪いかの価値
判断をして、ご紹介申し上げているのではない。そ
うではなくて、ぼくがいまの企業別組合を考える上
で、参考になるという意味でそうしている。ただここ
で今一度強調したいのは、「ぼくが」という点で、こ
れはほかの人がご覧になれば、また別の考えをい
だくこともあるということだ。

企業別組合にかぎらず、世の中にあるものはみ
なそれぞれに興味深い。けれどもどこがどう面白い
かは、見る人聞く人によって千差万別のはずだ。あ
る人がこれはすごいといっても、ほかの人は必ずし
もそう思わない。あたりまえの話である。

ではなぜここで紹介するのか。それはぼくはこう
思いますけれど、みなさんはどう思われますかとい
う問いかけをさせていただいている。そうすることに
よって、みなさんと労働組合について考えたい。そ
れがぼくがここで議案書をご紹介する目的である。
ですので、どうかみなさんも、ここでの話をきっかけ
にご自身の組合や労組一般について、ちょっとで
も思いをめぐらせていただければ、これ以上の喜
びはない。

ということで、今回は医薬品の製造販売を行う
労働組合の75回中央大会議案書を読む。まずこ
の数字が物語るように、本労組の歴史は長い。け
れどもそれ以上に、普通大会は年１回なので、まも
なく１世紀近くという言葉が不適当ではない数が

大事だ。ぼくはこれだけで、ほかの数多の同様の
組合同様、この国の産業民主主義、いや民主主
義そのものを豊かにされてきたその社会的貢献に
感謝の意を表したい。

ところでこの議案書は、ほかの議案書がほぼそ
うするように、まず企業をとりまく環境と課題を述
べたあと、「長期的にありたい姿」を「ビジョン」「I」

「II」「III」と整理した上で、それぞれ「課題項目」
「キーポイント」「長期的にありたい姿」の枠のな
かで、検討箇所を列挙し表にしている。いわばここ
が、この議案書の目次のような役割を果たしてい
る。これによって読み手は、抽象的な諸目標が、具
体的な活動内容にブレイクダウンされ、それがどう
いう状態にあればこの組合が討議し合意した目標
に近づいているのかが一目瞭然できるわかりやす
い構成だ。

まず「ビジョンI」だが、ここは「課題項目」として
「雇用の安定と確保」「従業員の成長への支援」
「労使協議の充実」「コーポレートガバナンスへの
関与」となっている。ただここでまず注目したのは、
これらについて記述されている「ビジョンI」の４頁
の上に、いわばこの部分のキャッチコピーのように、
ここでのポイントが示されていることだ。曰く「カウン
ターパートとしての役割を発揮する」。おそらく企業
のみならず、産業や地域、そしてこの社会におい
て労働組合の使命あるいは存在意義はなにかと
問われれば、これにまさる答えはなかなかみつから
ない。では何の「カウンターパート」かといえば、いう
までもなく経営あるいは経営者である。実態か規
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範かは別として、経営や経営者が資本主義社会
のメインアクターであることに異論をとなえる向きは
すくなかろう。けれども経営や経営者がカウンター
パートとして従業員や労働者の組織をもたない資
本主義が、いかに危ういものであるかはその長い
歴史にきざまれた真理であり、この真理は近年、多
少ともネガティブな形でふたたび立証されたことも
大方が認めるところだろう。

そしてカウンターというのは、経営や経営者と従
業員や労働者の間には、おのずと拠って立つとこ
ろに違いがあるとともに互いに双方を必要とする
補い合う関係であるという意味だ。またこの違いと
補い合いは、時として認識や意見の相違がありう
ることを前提とし、だからこそ話し合って合意形成
に努めることが大事になる。

ただし、双方の立場の違いは、結果として持てる
力やその発揮の仕方にも違いがあり、互いの意見
をかみ合わせる時の不利有利な状況をつくる。そ
の結果、資本主義の世界では両者の立場に構造
的に不均衡をもたらす可能性があることももはや自
明だ。したがってこういう状況で、単に互いを「パー
トナー」と呼ぶのは、時として構造的な立場の違い
をうやむやにするミスリーディングを招くおそれがあ
り、その意味で「カウンター」という言葉は、こうした
冷徹な現実をみすえ、そのことを常に思い出させて
くれるいい表現だと思う。

アメリカではこのことをよりはっきりさせるため
「countervailing」、すなわち「拮 抗」とか「平 衡」
といった言葉が使われる。資本主義の本山を長く
自認するこの国は、この言葉で労働運動や消費
者運動の社会的使命を表現し、ヨーロッパはすで
にこの機能を発揮させるためのさまざまな制度を
社会に埋め込んで久しい。この「カウンターパート」
を、経営を邪魔するもの、経営者にとって不便なも
のと思うならば、従業員としてその会社に長居する
ことは大きなリスクを背負うことと考えてよかろう。
周囲をイエスマンで固め、ワンマン社長が現場や
従業員の声に耳を貸さない企業が、これまでどん
な末路を迎えてきたかは、いまさらここで述べる必
要はない。

それに最近この国は、悲しいことではあるが、「ブ
ラック」というそうした会社を震えあがらせるのに有
効な社会言語をもつにいたった。昔から名経営者

やいい会社ほど、組合を大事にし、組合との話し
合いを大切にする。幹部や職制が伝えない会社を
めぐるファクトチェックができるからだ。では組合が
なぜ会社の真実を伝えられるのか。それは時とし
て職制や幹部、そして経営者以上にその会社が、
そこで働くひとやそこの製品やサービスを手にする
人たちに愛され、社会からもその存続がのぞまれる

「いい会社」としてありつづけてほしいと思ってい
るからだ。そのためには、言うべきときにはいう力と
環境を、できるだけ従業員とそれが集まり、集団的
発言機構として機能する組合自身でつねに整え
なければならない。

そのひとつが、闘争基金の積み立てに関する予
算書への記載とその確認である。この組合はそれ
をしている。闘争基金の有無を組合が対抗的であ
るか否かの指標にする組合関係者や労使関係
研究者は、そのあまりに浅薄な認識ゆえに批判さ
れていい。確かに近年、この基金をもてあまし、そ
れをもたない方向を検討する組織もないではない。
しかしこれは労組の「いろは」であり、選択の問題
ではない。しかもことはストをするしないではなくて、
真実がいえるかどうかという会社にとって経営者に
とってもその生死に関わることだ。組合による闘争
基金廃止の検討を会社が止めてもぼくはおどろか
ない。

この労組が自らを「カウンターパート」と称し、その
役割を果たそうとするために努力していることは、
ほかにもたくさんある。というか、活動すべてがその
ために行われているといってもよく、これは企業別
組合の時代や産業や地域をこえた普遍的な基本
であるとぼくは信じる。この点で、「ビジョンI」でぼ
くがもう二つ注目したいことがある。一つは「従業
員の成長への支援」だ。項目は色々あるのだが、

「2019年度における新たな取り組み」にある「キ
ャリアプランを描ける環境の構築を会社に要請す
るとともに、組合としても独自の活動に取り組みま
す」の文言だ。技能形成を会社の資産と考えるの
は日本型経営のみならず、現代企業経営の鉄則
といっていい。ただこれにこの国の組合が晩生で
あったことは確かだ。けれども雇用移動がキャリア
ディベロップメントの想定項目になりつつある今日、
労組が企業としてのそれと個人のそれの有機的
な発展をいかに促していくかは今後の大きな課題
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だろう。産業、業種、あるいはこの会社の事情もあ
るのかもしれないが、このことに組合の活動目標と
して一番明確な意思表示をしていたのは、今回
沢山読んだ議案書のなかでもそう多くはない。この
組合はそのなかでもっとも明快であった。とくに「組
合としての独自の活動」というところが、この組合
のこの問題への意識の高さを示している。

そして「ビジョンI」でもうひとつ注目したのが「コ
ーポレートガバナンスへの関与」だ。そのなかでも経
営上重要事案に関する条件付きながら財務状況
の開示を要請し、その内容について必要があれば
労使協議を求め、それについての昨年度の実績
を踏まえ継続をもとめた点だ。従業員と経営情報
を共有するのは、世界的に決して突出した行為で
はない、ドイツの一定規模以上の会社には、労働
者代表の監査役がおり、以前から経営情報は従
業員と共有されている。ただここで言及している財
務状況の従業員との情報共有を労使関係での
協議事項としているのは、この国ではまだ一般的
でないかもしれない。まことに従業員を信頼し、そ
の理解と分析能力を評価した労使の大人の対応
である。

情報開示大国は北欧が有名だが、この国もここ
まで来たかとその産業民主主義の成熟を寿ぎた
い。これまで経営対策や経営提言の諸活動は、
1980年代から一時期この国の組合のいわば得
意分野であったが、このごろはそれになんとなく元
気がないのが気になっていた。これをコーポレート
ガバナンスへの関与という形で、それらを改めて整
理し、みずからを多元的なステークホルダーの一員
とし位置づけなおし、従業員として企業の問題解
決と利害調整に関与しようとするのは、一見前と
変わらないようで、そこには大きな認識の変化があ
る。つまり、これまでは労使の前に会社があり、会
社の外に対しては労使一体といったことがしばし
ばみられたことが、今後は多様な利害関係者の存
在を前提に、カウンターパートして労使関係を維持
発展させていくというのは、他の利害関係者や社
会に対して責任ある開かれた態度として、大いに
注目される。

そこで「ビジョンII」である。この部分の総合目標
は「ディーセント・ワークを確立する」だ。組合言語
やボキャブラリーがSDGs時代のものになっている

のがいい。この分野の筆頭に「納得感のある評価
と報酬」がある。ここでのひとつの注目点は、活動
の内容に、組合が制度に精通しかつ組合員の関
心や希望がよくくみ上げられている跡がみられるこ
とだ。

このなかで、「評価制度がチームワークの向上
や連携の強化、ならびに従業員の成長につなが
る運用となっているかの確認」というとこが、興味
深かった。これが組合員の関心なのか組合視点
なのかはわからないが、この国の評価制度として
以前から問題になっていたところである。そもそもこ
の会社では、近年多様な人材やステータスの異な
る従業員が、企業の統合再編を通じて多数混在
しているために、この評価報酬制度の運用につい
て、公平公正な処遇を前提にきめの細かい対応
が求められる状況がよくわかる。ここには、評価制
度をめぐる問題状況が一定レベルに達しているこ
の会社ならではの重要性があらわれている。

もうひとつこの「ビジョンII」で興味深かったのが、
「ニーズにあった福利厚生」というところで、他社
にくらべて「海外勤務」の項目の中身が広く細かく
なっている点だ。従来その数が少なかったからか、
海外勤務者への組合の対応は、組合役員の定
期的な訪問と生活実態の把握と意見聴取が主だ
ったが、この会社はおそらく海外勤務者が多いの
であろう。会社への要求や労使合意の項目を含
め、よりリアルである。そもそもこの国の組合は、海
外の職場は、現地に任すのが基本で、労組の活
動としても、ましてや労使関係の協議事項として扱
う意欲も実態もあまりみられなかった。けれどもグロ
ーバル化の時代、人と仕事の移動がこれだけ国
境を越えて行われ、サプライチェーンが顕著なよう
に、労働問題とその規制がボーダーレスになってい
る時代、もはやこうした国内外を切り分けるやりか
たでは、この国の組合も時代に取り残されるのは
必至である。この点からも海外勤務者の問題は、
今後どこの組合でももっと深堀されていいと思う。

ところでビジョンには、最後のIIIの部分があり、
ここは「社内外から信頼される組織を構築する」と
されている。ここは前回とりあげた企業別組合と社
会とのつながりの考える上で、もうひとつの大事な
活動についての記載があるのだが、それはまた次
回に。
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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
2016 100.0 101.0 98.5 102,600 1,250,003 132,962 8,446 70,035,770 66,041,974 3,993,796
2017 103.1 100.6 102.3 101,431 1,645,554 134,679 8,405 78,286,457 75,379,231 2,907,226
2018 104.2 104.6 103.1 105,091 1,815,771 131,149 8,235 81,478,753 82,703,304 −1,224,551

2019.3 102.8 106.7 101.5 8,688 130,664 9,966 662 7,202,046 6,679,349 522,697
4 102.7 105.6 101.8 9,137 108,656 11,222 645 6,658,937 6,605,426 53,511
5 104.2 107.0 102.7 8,429 108,535 10,552 695 5,835,339 6,805,519 970,180
6 101.5 109.4 101.8 9,603 98,928 11,812 734 6,585,788 5,998,282 587,506
7 102.2 108.5 101.8 8,969 101,278 11,974 802 7,053,835 6,326,051 727,784
8 100.5 110.7 99.3 8,753 88,487 11,167 678 6,141,243 6,286,946 145,703
9 102.4 108.8 99.5 8,502 98,973 10,316 702 6,368,318 6,496,598 128,280

10 98.3 113.1 96.3 7,988 87,453 10,615 780 6,577,064 6,564,221 12,843
11 97.7 115.0 95.6 9,261 81,669 10,067 727 6,379,013 6,466,519 87,506
12 97.9 115.6 94.9 8,157 90,114 10,356 704 6,576,097 6,735,246 159,149

2020.1 99.8 115.2 97.4 8,394 80,777 7,988 773 5,431,202 6,746,313 1,315,111
2 99.5 112.5 95.6 8,585 77,224 9,030 651 6,321,285 5,214,703 1,106,582
3 95.8 121.9 92.2 8,547 77,447 9,837 740 6,358,054 6,350,851 7,203

前月比(%) −3.7 8.4 −3.6 −0.4 0.3 8.9 13.7 0.6 21.8 −99.3

前年同月比(%) −6.8 14.2 −9.2 −1.6 −40.7 −1.3 11.8 −11.7 −4.9 −98.6

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
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 5,936 166 2,782 1.62 323,553 100.8 142.2 100.9 101.3 558,718 418,907

2019.3 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 1.63 276,551 85.8 143.4 101.8 101.8 525,927 432,389
5 5,993 165 2,696 1.62 275,193 85.3 134.5 101.6 101.8 457,376 451,682
6 6,023 162 2,683 1.61 451,681 140.3 142.6 101.6 101.6 880,805 626,488
7 6,034 156 2,709 1.59 374,609 116.4 144.1 101.5 101.6 480,036 446,156
8 6,025 157 2,680 1.59 276,699 85.7 135.8 101.8 101.8 521,571 415,283
9 6,017 168 2,695 1.57 271,945 84.2 138.2 101.8 101.9 457,427 416,893

10 6,046 164 2,730 1.57 272,285 83.9 140.6 102.1 102.2 536,075 394,855
11 6,046 151 2,702 1.57 285,414 88.0 142.0 102.2 102.3 475,548 389,599
12 6,043 145 2,666 1.57 564,886 174.1 140.3 102.2 102.3 1,074,143 530,013

2020.1 6,017 159 2,567 1.49 275,260 84.9 131.3 101.9 102.2 484,697 401,348
2 6,026 159 2,567 1.45 266,706 84.5 135.6 101.8 102.0 537,666 390,709
3 6,009 176 2,492 1.39 281,632 87.2 137.0 101.8 101.9 490,589 415,178

前月比(%) −0.3 10.7 −2.9 −4.1 5.6 3.2 1.0 0.0 −0.1 −8.8 6.3 

前年同月比(%) 1.0 1.1 −13.6 −14.7 0.1 −0.3 −1.3 0.4 0.4 2.0 −5.1 

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）

〈2019年度〉
第1回　2019年9月20日
「流通業における従業員満足度とその影響に関する分析」 
竹野　豊　氏（京都大学大学院経済学研究科　博士後期課程）

「90年代からの仕事満足と賃金の構造変化についての考察～時代と
世代に着目して」
岡嶋　裕子　氏（大阪大学 経営企画オフィス　准教授）

第2回　2020年1月24日
「調査回答データの質を高める試み」 
阿部　晋吾　氏（関西大学社会学部 教授、国際経済労働研究所
　　　　　　　 非常勤研究員）

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ＡＩ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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＜WEB開催＞ SRC研修コースのご案内

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

毎年、春闘のインタビュー取材を楽しみにしています。今年はコ

ロナ禍の中、オンラインでの取材が多くなりました。コロナ禍にあって

も、組合員のみならず、いかに労働者を守るかということを真摯に

考えておられるのがどの組織からも伝わってきて、こちらも思いを新

たにしました。まだコロナ拡大が懸念される日々ですが、早く終息し、

また直接お話をうかがい、議論できる日が来ることを願っています。

（S）

ON・I・ON2　入門セミナー

【第1回】 10月27日(火)

【第2回】 11月25日(水)

13:30～17:00(休憩・質疑含)

※各回、時間・内容は同じものとなります。

公式Twitterアカウント開設の
お知らせ

　（公社）国際経済労働研究所では、このたび公式
Twitterアカウントを開設しました。
　お知らせや共同調査・研究の知見などを、WEBや
機関誌とはまた違った形でお届けします。
　Twitterアカウントをお持ちの方は、ぜひフォロー
や投稿のシェアをお願いいたします。

アカウント：国際経済労働研究所 @iewri_official

SRCのための調査活用セミナー

【第1回】 11月5日(木)

【第2回】 12月1日(火)

13:30～17:00(休憩・質疑含)

※各回、時間・内容は同じものとなります



年間購読料 15,000円（送料込）
定　　　価  1,500円（送料別）

編集発行人

発行所
公　　益
社団法人 国際経済労働研究所
International Economy & Work Research Institute

大阪市中央区北浜東3-14　電話：06-6943-9490  FAX：06-6943-9540
振替００９２０−３−２５２５７

板東　慧

International Economy and Work Monthly

Summary of 2020 ‘SHUNTO’ and Future Issues

Do the “SHUNTO” Response to the New Quality of Challenges？
I.Takagi

Interview about ‘SHUNTO’ and Issues in Future

Vol.75  No.8
通巻1102号

2020 August

08

Vol.75-8     No.1102
August. 2020


