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脱稿直後、アフガニスタン首都カブールの空港から衝撃的な映像が届いた。世界は民主主義が広がらない状態

にある。ソビエト連邦崩壊後、誕生したロシアでは、初代大統領エリツィンの後、プーチンが指導者として君臨する。ロ

シアでは、2020年7月、憲法改正案の賛否を問う全国投票が実施され、賛成77.9％と過半数を大きく超えた。憲法

改正で、大統領任期の上限は「連続２期」から「通算２期」に変更された。だが、任期上限の計算に現職大統領の

任期は加えないことも規定されたため、現職プーチンは、最長で2期12年、83歳になる2036年まで大統領に君臨す

ることが可能となる。改憲前と合わせると、在任期間は通算32年間にのぼり、ソ連共産党中央委員会書記長を30

年間務めたスターリンを超えることになる。形式的には「民主的」な手続きを経て長期政権を確立している。

ロシアの全国投票の一週間後、プーチンは中国の習近平国家主席と電話で会談、プーチンは香港の国家安全

維持法の施行について「国家安全を守る努力を断固支持し、中国の主権を破壊する挑発行為に反対する」と述

べ、中国支持を鮮明にした。

中国はロシアに先駆け、2018年に国家主席の任期制限を撤廃する憲法改正に成功している。中国の全国人民

代表大会は2018年3月、国家主席の再選制限を撤廃し、習近平の思想を指導原理に追加する憲法改正案を圧

倒的多数の賛成で可決した。賛成2958、反対・棄権・無効あわせてわずか6で賛成が圧倒的となった。「２期10年」

までとされていた国家主席の再選制限が撤廃された。この規定は、毛沢東の個人崇拝で大混乱に陥った反省か

ら、1982年制定の現行憲法に盛り込まれ、過去４回の改正でも維持されてきた。すでに、全国人民代表大会の前

年の中国共産党全国代表大会で再選制限撤廃方針は承認されており、この直後、アメリカは中国に対して「貿易

戦争」を本格的に仕掛けていった。

長期政権はロシアと中国だけではない。イギリス女王、アラビア半島の王族などを除いても、10年を超える長期政

権が37か国ある。ドイツを除いて、いずれも報道の自由度指数が低位である。また、中国がワクチンを無償で提供し

た国は独裁政権が目立ち、報道の自由度指数が低い。アフリカの赤道ギニアも中国製ワクチンを受け入れた。四国

の1.5倍ほどの面積に135万人が住んでいる。長らくスペイン領のため、カソリック教徒が大半を占める。1990年代以

降、石油やLNGのエネルギー資源で米国や日本、そして中国とつながっている。赤道ギニアは1969年、スペインから

独立後、オビアン・ンゲマが、1979年おじの初代大統領をクーデターで倒して、 大統領に就任した。以来、側近を出

身部族のエサングイ族で固め、拷問や処刑を多用した恐怖政治で知られている。2004年にはクーデター未遂事件

が起き、サッチャー元英首相の長男が関与としたとして、世界的ニュースとなった。報道の自由指数で赤道ギニアは

世界164位と低い。東南アジアでは、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、ブルネイは中国製ワクチンを受け入れて

いる。特に親中度が高いとされるカンボジアでは、フン・セン首相が1989年5月から政権に就き、報道指数は144位だ。
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「内閣支持率34％、
コロナへの取り組み評価しない64％」という世論

今年も秋を迎えることとなった。コロナ旋風が吹き荒れる中

で、パラリンピックなど国際的なイベントやアフガンでの米軍の

撤収に関連するわが国自衛隊の撤収など国際情勢にかか

わる動向など大規模な変動を体験したが、内閣の政治的な

姿勢は如何であっただろうか。

何かしら国民にアピールする積極的な政治力に欠けたま

ま事務処理として済まされたような気がしてならない。21世

紀という局面に入って20年代を迎えて、新たな方向性を示

す問題提起が積極的に示されてもよいのではないかと思う

が如何なものだろうか。このような思いから何かそれにかかわ

る指標がないかと思っていたところ、一つの指標が見つかっ

た。それは世論調査―「日本経済新聞とテレビ東京」による

直近のもの（８月27日−29日実施）であるが、その結果による

と、内閣支持率については支持34％・支持しない56％となっ

ており、その理由としては複数回答として最多が「指導力な

し60％」であった。「新型コロナへの政府の取り組み」につ

いては「評価しない64％」、「政府のワクチン接種計画」につ

いては「順調とは思わない70％」となっている。この回答を

見る限り政府の態度がおざなりで積極的とは言えないことが

指摘されている。

さらに、首相への支持率ともいえる回答としてわかる「首

相にどれくらいの期間続けてほしいか」という質問では、「直

ちに交代してほしい16％」「９月の総裁任期満了まで52％」

の合計が７割近くになっていることがわかる。

（会長・板東慧）

編注： 本稿は、令和３年９月時点のものであり、首相は菅義偉氏で
ある。後に、令和３年１０月４日、菅内閣は総辞職した。
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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。

特集１は、日本労働組合総連合会（連合）総合政策推進局長　冨田珠代氏に、「2021春季生活闘争を振り

返って」と題し、2021春闘の特徴と結果を踏まえてご執筆いただいた。2021春季生活闘争は、「緊急事態下に

あっても、賃上げの流れを継続することの重要性を確認した闘争」であったとし、これまでの労使の信頼関係を礎

に生産性三原則にもとづく真摯な協議・交渉が行われ、企業・産業の持続性とコロナ禍からの経済回復に向け

た大きな基盤づくりにつながった、と評価している。また、2022闘争への主な課題として、①「社会対話の場の必

要性」、②「分配構造の転換につながり得る賃上げ」、③「適切なセーフティネット機能の創設」を挙げている。こ

れら3点の課題を踏まえ、引き続き、社会のセーフティネット機能の強化に取り組むとともに、経済、社会、産業の

置かれた状況などを精査した上で、「感染症対策と経済の自律的成長」の両立と「社会の持続性」実現に向けた

対応について検討を深めていく、としている。

特集２以降は、産別組織へのインタビューである。特集１の連合・冨田氏の論文にも記載されているが、各産

別組織は、コロナ禍の難しい状況にあっても、これまでの賃上げの流れを止めることなく、各組織で力強い闘争が

展開された。今年の取り組みが来年以降どのようにつながっていくのか、引き続き注目される。賃金以外の観点で

は、テレワークに関する環境・ルールの整備や、高齢者雇用関連（定年延長等）の議論が進んだことなどが、今年

の春闘の特徴と言える。

インタビューに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。自動車総連については大会後にインタビューを行っており、

別途掲載を予定している。インタビューを通して、コロナ禍での2021春闘は、春闘の社会的意義や、労働運動・

組合活動の重要性、健全な労使関係の重要性を再確認する機会にもなったということが感じられた。

また、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「２年目のコロナ禍春闘をふりかえ

る」を掲載しているので、あわせてお読みいただきたい。

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

2021春闘 成果と今後の課題（後編）
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今次闘争は、コロナ禍という過去経験したことの
ない環境下での闘争となった。

闘争方針策定にあたっては、例年以上に構成
組織と丁寧な対話を重ね、「連合全体で取り組め
る方針はいかにあるべきか」、最後の最後まで議
論を重ねたことが結果を引き出す基盤となり、また、

「賃上げの流れを止めてはならない」との意思を
全体で確認できたことは、今後の闘争にもつながる
大きな成果であった。

振り返ると、闘争方針議論を行っていた2020年
8月～ 11月の日本経済は、1回目の緊急事態宣言
が解除され、政府の緊急経済対策（雇用調整助
成金、持続化給付金、家賃補助、特定定額給付
金）やGOTOキャンペーンの実施により、抑制され
ていた需要が徐々に戻りつつあるなど少し明るい
兆しが見え始めていた。一方、緊急事態宣言の影
響は、飲食、宿泊、鉄道・航空など人流に関わる特
定の産業に偏在し、また、中小企業や有期・短時
間・契約等労働者など経営基盤やセーフティネット
が脆弱な層ほど大きなものとなり、倒産や失職によ
る収入の減少など深刻な状況を招いていた。

これまでの闘争では、こうした危機的状況の際
には、雇用を最優先し、労働条件の維持に最大
の努力を払ってきたが、今次闘争においては、闘

争方針策定に至る議論において、業況の厳しい
構成組織からも、「自分たちは要求できないかもし
れないが、ここ数年取り組んできた格差是正の流
れを止めてはならない」との力強い意志が示され、

「雇用と賃上げを二律背反としない」方針策定に
つながった。

その精神は、雇用の確保を大前提に、「感染症
対策と経済の自律的成長の両立」と「社会の持
続性の実現」に取り組むとした今次闘争の意義と
目的（図１）、「それぞれの産業における最大限の

『底上げ』に取り組む」とした賃上げ方針に埋め
込まれている。

Ⅰ.�2021春季生活闘争は、緊急事態下にあっても、
賃上げの流れを継続することの重要性を確認した闘争であった

　連合は、第85回中央委員会（2021年6月1日）において確認された「2021春季生活闘争中間ま
とめ」を基本に、7月5日に公表した2021春季生活闘争の最終集計とその後の組織討議を踏まえた
「2021春季生活闘争まとめ」を第8回中央闘争委員会（7月15日）で確認した。
　以下、2021春季生活闘争の特徴点を概観し、その評価と次年度への課題認識を述べたい。

社会全体での雇用の維持・創出（セーフティネット機能の強化）

●生産性三原則の実現
「雇用の維持・拡大」
「労使の協力と協議」
「成果の公正な分配」

賃上げ・すべての労
働者の立場にたった
働き方の見直し

誰もが安心・安全に働くことのできる環境整備と分配構造の転換
につながり得る賃上げに取り組み、「感染症対策と経済の自律的

成長」の両立と「社会の持続性」の実現をめざす

・中小企業の経営基盤の強化（デジタル化
対応含む）

・企業規模間、雇用形態間などの格差是正
・地域経済の活性化

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

・将来不安の払拭（税・社会保障）
・消費マインドの改善→消費喚起
・ニューノーマルに対応した働き方の見直し

誰もが安心・安全に働くことのできる環境整備

2021春季生活闘争の意義と目的図１：2021春季生活闘争の意義と目的
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急的な
対応として、連合は2020年2月以降、政策提言・
要請や労働相談、社会対話活動を積み重ねてき
た。コロナ禍における雇用対策は、産業・業種ごと
に幅があることやセーフティネットの脆弱な層により
深刻に表れていることを踏まえ、きめ細やかな対応
が求められているため、連合本部に「コロナ禍にお
ける雇用・生活対策本部」（図２）を設置し、雇用・
生活・経済対策の政策面と世論喚起等の運動面

の取り組みを実施してきた。2021闘争期間におい
ては、省庁や政党に対し、雇用調整助成金の特
例措置の延長、雇用・訓練・マッチングの整備、産
業雇用安定助成金の創設（在籍型出向制度）、
安心・安全なワクチン接種体制の整備、資金繰り
対策や持続化給付金、家賃補助の延長等に関す
る要請を機動的に実施した。要請内容の一部は
2021年第3次補正予算などに織り込まれた。

図２：「コロナ禍における雇用・生活対策本部」主な取り組み項目

Ⅱ.社会全体で雇用の維持・創出に取り組み、セーフティネット機能を強化

Ⅲ.��これまでの労使の信頼関係を礎に生産性三原則1にもとづく真摯な
協議・交渉が行われ、企業・産業の持続性とコロナ禍からの経済回復
に向けた大きな基盤づくりにつながった

コロナ禍での闘争は、これまでの日本の労使関
係も試された。マスコミは、緊急事態下での闘争
を「雇用」か「賃上げ」かの二者択一とし、「賃上
げ」を掲げる連合方針を揶揄する姿勢もみられた
が、労使は非常に冷静な対応を見せた。

連合と経営者団体との社会対話では、日本の
抱える構造課題の解決や持続可能な社会づくりな
どについて議論を交わした。

産業労使会議などでは、産業の置かれた状況
や将来ビジョン、改革の方向性を議論・確認した。

1  生産性運動は政労使によるものであり、生産性運動の主旨を明らかにするために確認されたのが生産性三原則である。
生産性三原則とは「雇用の維持・拡大」「労使の協力と協議」「成果の公正分配」のこと。雇用の安定、労働条件
の維持向上と生産性向上とは相対立するものではなく、むしろ労使の協力と協議によって両立が可能であることを明示し
たもの。

世論喚起

連合アクション
の取り組み
（毎⽉5⽇
「05の⽇」

⼀⻫⾏動など）

雇⽤動向に関するモバイル調査・コロナ影響が⼤きな産業／業種の重点的把握

「コロナ禍における雇⽤・⽣活対策本部」主な取り組み項⽬

まもる

税制対策

政府信⽤保証付きの資⾦繰り⽀援

創り
出す

デジタルガバメント推進・マイナンバー活⽤

労使・政労使の対話

全国中央会・全国社労⼠会との連携 派遣協・技能協との協働

主に連合本部の取り組み 主に地⽅連合会の取り組み

つなぐ

すべての働く者・⽣活者の命と雇⽤と暮らしをまもり、「働くことを軸とする安⼼社会」を実現する

連合ビジョン

構
成
組
織
と
の
連
携
・
取
り
組
み
⽀
援

連合HP・SNS
での発信強化

各団体との
協働・対話

メディアを
通じた発信

ゆにふぁんを通じた就労・⽣活⽀援

経営者団体・都道府県労働局との連携（「プラットフォーム」活⽤）

コロナ禍の課題についてオンライン集会・総対話

コロナ禍とジェンダー平等問題に関する関係団体との連携・発信

取り組み状況は
ツールを⽤いて
タイムリーに
相互共有

雇⽤SOS労働相談

アウトリーチ型⽀援従事者・⼤学⽣・外国⼈の⽀援者等との対話

中⼩・地場企業⽀援中⼩企業における⽣産性向上・⼈への投資

失業なき労働移動のスキーム

パート・有期・派遣社員等の失業対策

⽣活困窮者⽀援策強化

地域における雇⽤確保

労働者⾃主福祉運動との連携

安⼼のワクチン接種
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図３：平均賃金方式の賃金引き上げ状況

図４：有期・短時間・契約等労働者の賃金引き上げ状況
2021第7回回答回答集計（2021年7月5日公表)    8/13    13:21

③有期・短時間・契約等労働者の賃上げ

単純平均 323
組合

16.38 円 1.62 ％ 1,023.96 円
▲ 8.80

円
372

組合
25.18 円 2.50 ％ 1,029.84 円

加重平均 661,918 人 19.91 円 1.95 ％ 1,038.77 円 ▲ 7.20 円 736,244 人 27.11 円 2.70 ％ 1,027.21 円

平均時給
（参考値）集計組合員数 集計組合員数

昨年対比
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

2021回答（2021年7月5日公表) 2020回答（2020年7月6日公表)

賃上げ率
（参考値）

賃上げ率
（参考値）

そして、連合全体では、6,500超の組合が要求
を提出し交渉に臨み、これまでの労使の信頼関係
を礎に生産性三原則にもとづく真摯な協議・交渉
が行われた。引き出された回答は、必ずしも組合要
求を満たすものではなく、賃上げの獲得水準は全
体として昨年を下回るものの、中小企業が大手企
業を上回る賃上げを獲得する（図３）、有期・短時
間・契約等労働者の賃上げが平均賃金方式（一
般社員の賃上げ）を上回る（図４）など格差是正の
動きに前進がみられた。また、すべての労働者の

立場にたった働き方の見直し（図５）についても、
長時間労働是正、有期・短時間・契約等労働者
の雇用安定や処遇改善、65歳までの定年引き上
げや70歳までの雇用確保、テレワークの導入、障
がい者雇用の取り組み、ハラスメント対策など、多
岐にわたる項目で回答が引き出されている。

これらすべての取り組み結果が、日本の労使関
係の強みを明らかにするとともに、企業・産業の持
続性とコロナ禍からの経済回復に向けた大きな基
盤づくりにつながったものと受け止めている。

１．

4,772 組合 ▲ 326 円 4,807 組合

2,504,540 人 ▲ 0.12 ポイント 2,773,076 人

3,553 組合 ▲ 176 円 3,456 組合

328,682 人 ▲ 0.08 ポイント 341,466 人

1,219 組合 ▲ 342 円 1,351 組合

2,175,858 人 ▲ 0.12 ポイント 2,431,610 人
※ 2021年と2020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。

1,498 組合 5,831 円 1,602 円 132 円 1,958 組合 6,071 円 1,470 円
980,413 人 2.03 ％ 0.55 ％ 0.05 ポイント 1,533,113 人 2.09 ％ 0.50 ％

991 組合 5,211 円 1,382 円 ▲ 44 円 1,213 組合 5,326 円 1,426 円
118,520 人 2.04 ％ 0.57 ％ ▲ 0.01 ポイント 148,542 人 2.11 ％ 0.58 ％

507 組合 5,927 円 1,632 円 157 円 745 組合 6,159 円 1,475 円
861,893 人 2.03 ％ 0.55 ％ 0.06 ポイント 1,384,571 人 2.09 ％ 0.49 ％

％

賃上げ分

5,663
円

1.91
％

300人未満 計 4,288
円

1.73

2021第7回回答回答集計（2021年7月5日公表)    8/13    13:21

《 回 答 集 計 》 見 出 し ス ペ ー ス

賃上げ（月例賃金）

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

2021回答（2021年7月5日公表)

昨年対比

2020回答（2020年7月6日公表)

集計組合数 定昇相当込み賃上げ計

1.90
％

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

％
4,464

円
1.81

5,180
円

1.78
％

5,506
円

300人以上 計 5,321
円

1.79
％

300人未満 計

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

《参考》
賃上げ分が明確に分
かる組合の集計
（加重平均）

2021回答（2021年7月5日公表)
賃上げ分
昨年対比

2020回答（2020年7月6日公表)

集計組合数 定昇相当込み
賃上げ計

300人以上 計
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図５：労働条件に関する2021春季生活闘争および通年の各種取り組み

(1)

● 1,364 件 714 件 1,373 件 611 件

● 1,580 件 697 件 2,039 件 1,063 件

● 366 件 119 件 624 件 166 件

● 1,002 件 483 件 1,022 件 457 件

(2)

● 637 件 230 件 816 件 288 件

a) 338 件 131 件 － 件 － 件

b) 612 件 233 件 863 件 300 件

c) 411 件 154 件 645 件 182 件

(3) 1,504 件 550 件 － 件 － 件

a) 579 件 271 件 1,556 件 610 件

b) 883 件 249 件 － 件 － 件

c) 311 件 124 件 108 件 62 件

(4) 494 件 270 件 － 件 － 件

(5)

● 323 件 97 件 503 件 37 件

(6)

● 461 件 239 件 456 件 201 件

(7)

● 696 件 486 件 183 件 105 件

● 166 件 94 件 305 件 89 件

(8)

● 888 件 352 件 902 件 383 件

● 32 件 3 件 － 件 － 件

● 110 件 35 件 125 件 34 件

男女間賃金格差および生活関連手当支給基準の是正の取り組み

②
処
遇
改
善

長時間労働の是正

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

基本給など賃金の決定基準等に対するルールの整備

36協定の点検や見直し

男性の育児休業取得促進に向けた取り組み

要求・取組 回答・妥結

2020.7.6公表

あらゆるハラスメントを一元的に防止する取り組み（パワハ
ラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラ、ＳＯＧＩハ
ラ）

有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の撤廃に向けた取
り組み

育児・介護に関する両立支援制度の点検・改善の取り組み

育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備

インターバル制度の導入、および導入済制度の向上に向けた取
り組み

職場実態の把握とハラスメント対策（事業主が講ずべき措置お
よび望ましい取り組み）についての労使協議

テレワークの導入、および導入済み制度の見直しの取り組み

65歳から70歳までの就業機会確保

有期・短時間・契約等で働く労働者の雇用安定や処遇改善の取り組み

一時金支給の取り組み

要求・取組

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

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

改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動

2021.7.5公表

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

正社員への転換ルールの整備と運用状況点検

年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み

労働条件に関する2021春季生活闘争および通年の各種取り組み

要求事項

60 歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み

65歳までの雇用確保に向けた定年引き上げ

①
雇
用

安
定

60歳以降の処遇のあり方への対応

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）

回答・妥結
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また、こうした結果を引き出した背景には、構成
組織における賃金目標水準の設定や地域ミニマ
ム運動による地域相場の形成、賃金実態にもとづ
いた要求構築など賃金水準にこだわった闘争体制

（図６）が強化されてきたことに加え、交渉前段で
の経営者団体や構成組織における業界団体との
対話活動、「パートナーシップ構築宣言」など労務
費の価格転嫁に向けた取引適正化の推進、同一
労働同一賃金の法施行など、企業規模間、雇用
形態間等の格差是正に向け、分配構造の転換に
向けた環境整備が進んできたことがある。

一方で、こうした結果が集団的労使関係のある
ところに留まっているのも事実である。春季生活闘
争のメカニズムをより社会に広げていくためにも、
組織拡大に取り組むとともに、経営者団体や地域

Ⅳ.�分配構造の転換に向けた環境整備も進みつつある

の関係者との対話の促進、大衆行動、情報公開
などの一層の充実が必要である。

Ⅴ.�今後に向けて

図６：「賃金水準」闘争を強化するための体制整備

2022闘争への主な課題は次の3点があげられる。
1点目は「社会対話の場の必要性について」で

ある。第5波といわれる感染拡大が止まらず、「緊
急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象
地域の拡大やその期間が延長されコロナ禍の収
束が見通せない中、その影響は、「観光」「飲食」

「運輸」など特定の産業に依然として重くのしか
かっているほか、セーフティネットが脆弱な層への深
刻さが増している。国民や労働者の自助努力に頼
った対応には限界があり、日本の抱える構造課題
に対応し、将来世代に希望のつながる持続可能
な社会を実現していくためにも、集団的労使関係
の拡大はもとより、経済・社会の責任を担う政労使
が、経済対策、生産性向上と賃金、社会政策、税・
社会保障等を包含的に検討できる社会対話の場
が必要である。

2点目は、「分配構造の転換につながり得る賃
上げ」である。経済活動の再開はワクチン接種が
大きな鍵を握っているが、経済の回復は、グローバ
ル経済の回復状況に違いがみられる中、内需の
大半を占める個人消費の拡大にかかっている。消
費喚起の原動力となるのは、商品やサービスに込
められた価値を共有し合い、必要以上に消費を冷

え込ませない環境づくり、税制改革や社会保障の
機能強化などによる将来不安の払しょく、そして分
配構造の転換につながり得る賃上げであることに
変わりはない。

3点目は「適切なセーフティネット機能の創設」で
ある。コロナ禍での雇用の維持・確保において、特
例措置により拡充された雇用調整助成金等が果
たした役割は大きい。枯渇した雇用保険財源の早
急な確保が不可欠である。さらに、いわゆる非正規
雇用の一部に対する休業支援金の迅速な給付
に加え、フリーランスなど「曖昧な雇用」として働く者
に対する対策など、一般会計を財源とする、適切な

「セーフティネット機能」の創設について検討すべ
きである。

これら3点の課題を踏まえ、2022闘争では、引き
続き、社会のセーフティネット機能の強化に取り組む
とともに、経済、社会、産業の置かれた状況などを
精査した上で、部門別共闘連絡会議の機能強化
など共闘体制の整備も含め、「感染症対策と経済
の自律的成長」の両立と「社会の持続性」実現に
向けた対応について検討を深めていく。

「賃⾦⽔準」闘争を強化するための体制整備

加
盟
組
合︵
単
組
︶

産業相場 地場相場

報
告

報
告賃⾦実態

賃⾦実態の報告が
産業相場を形成

賃⾦実態の報告が
地場相場を形成

地域別最低賃⾦

特定（産業別）最低賃⾦
企業内最低賃⾦

構
成
組
織

地
⽅
連
合
会

賃⾦実態
産業団体へ
働きかけ

労使フォーラ
ムの開催など

⾏政、地⽅経営者
団体へ働きかけ

街宣、地域活性化
フォーラム（仮）
の開催など

連合本部
関係省庁、経済
団体へ働きかけ

社会対話、マス
コミへ働きかけ社会全体へ波及 社会全体へ波及

�
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�
�
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�
�
�
�
�
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�
�
の
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に
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に
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﹁
底
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え
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地域の未組織労働者
へ波及（情報開⽰）

産業内の未組織労働者
へ波及（情報開⽰）

連携強化

単組を通じて
連携強化



全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟
（UAゼンセン） 書記長　古川　大 氏
・ 賃金闘争は、コロナ禍の特異な状況下、幅をもった要求方針を掲げた。短時間組合員は、引上げ率が６年連続で正社

員を上回り、雇用形態間格差是正の流れが継続した。
・ 総合的な労働条件の改善では、テレワークなど柔軟な働き方の推進や、病気有給休暇導入など、ウイズ・ポストコロナ

に対応した取り組みが目立った。

特集2 インタビュー
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１. 2021 労働条件闘争方針のポイント 
―  2021闘争のポイントや重点事項、それに込められた思いや背景

についてお聞かせください。特に、2021闘争は、「コロナ禍のもと
での闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意された点な
どがあれば教えてください。

新型コロナにより、UAゼンセン加盟組合の各企業に
おいては、製造業やサービス産業を中心に深刻な打撃
を受けるところが多い一方、テレワーク普及や巣ごもり消
費などで好調な業種もあり、また職場環境や働き方も含
めて、その影響は一律ではなかった。これは昨年までと
は大きく異なる状況であり、①新型コロナ危機を克服し
組合員の生活を守る闘争に取り組む、②ウイズ・ポストコ
ロナの持続可能な社会をめざし、働き方改善に取り組
む、③組合員一人ひとりが参加を実感できるよう取り組
むという３点を基本姿勢とし、今まで以上に部門・部会ご
とのおかれた環境に応じて方針を策定することとした。

賃金闘争では、できる限り多くの加盟組合が闘争に
参加することが重要であるという思いから、コロナ禍とい
う特異な状況を踏まえ、UAゼンセン全体としては「すべ
ての加盟組合は、賃金体系維持分に加え何らかの賃
金改善に取り組むこととし、格差是正分として２％までの
幅を目標に賃金を引き上げる」と幅をもたせた要求を掲
げ、これを踏まえて部門や業種ごとに要求基準を組み
立てた。また、賃金・一時金に加え、働き方改善および
労働時間の短縮・改善を両輪とし、併せてその他の総
合的な労働条件の改善も要求することとした。

２. 賃金、一時金関係
― 要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

１）正社員組合員の妥結状況（6月1日時点）

闘争には1,815組合が参加し、参加率、妥結率ともに
例年並みとなった。妥結水準は、全体（1,184組合）の
総合計（制度昇給、引上げ込）の単純平均は4,503円・
1.76%となった。額・率ともに前年度（4,822円・1.87％）
を下回るものの、下げ幅は抑制されており、社会的相場
の引き上げに寄与したものといえる。方針に幅をもたせ
たことによって賃金引き上げにつながり、リーマン・ショッ
ク時とは異なる成果に結びついた。しかし、規模間格
差・賃金水準格差是正までには至らず、厳しい交渉で

あった。
部門別では流通部門が前年同時期の妥結総合計

を単純平均で上回り、全体の相場をけん引した。製造
産業部門、総合サービス部門は前年を下回る結果と
なったが、粘り強い交渉が展開された。（次節以降も労
働条件闘争の結果はすべて６月1日時点）

２）短時間（パートタイム）組合員の妥結状況
短時間組合員の妥結率は、例年、加重平均で確認

している。妥結総合計は、正社員の1.97％に対して短
時間組合員は2.12％であり、６年連続で正社員を上
回った。

賃金引き上げについては、12.2円・1.22％となり、額・
率で前年（19.1円・1.92％）を下回る結果となった。
2020年度の地域別最低賃金の引き上げ額が全国加
重平均で１円にとどまったことが全体の引き上げ幅を押
し下げる要因となったが、その状況下でも前年並みの
交渉分と制度昇給分の引き上げを確保し、率では正社
員組合員（加重平均で0.38％）を上回ったことから、雇
用形態間格差是正に向けた流れは継続しているといえ
る。引き上げの背景として、労使ともに、現場で働くエッ
センシャルワーカーの方々への頑張りに報いていこうとい
う思いが反映されたと受け止めている。

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。

１）労働時間の短縮、改善
営業時間の見直しや業務効率化などを背景に、コロ

ナ禍によって生じた働き方の変化を、労働時間短縮へ
とつなげるべく、部門・部会別に目標を設定した。具体
的な取り組み内容は、所定労働時間の短縮、健康確
保のための労働時間の上限規制等、年次有給休暇の
完全取得と連続休暇の設定である。

改善状況は、年間所定労働時間の短縮（26組合）、
勤務間インターバル規制の導入・延長（7組合）、連続
休暇の取得推進（6組合）などで合意が引き出された。
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２）総合的な労働条件の改善
①あらゆる就業形態における公正処遇の実現、②定

年制度改定（65歳への延長）、③退職金（企業年金）
改定、④労災付加給付改定、⑤職場のハラスメント対
策、⑥デジタル技術革新への対応と人材育成強化、⑦
職場のジェンダー平等の推進、⑧安全で健康な職場づ
くり、⑨仕事と生活の両立支援、⑩障がい者雇用の促
進、⑪CSRに関する取り組みの11項目に沿って取り組
みを進めた。なお、コロナ禍において特に留意する必要
のあるものとして、療養・休業補償、デジタル技術革新
への対応と人材育成強化の取り組み、安全衛生に関
する協議の場の設置、治療と職業生活の両立支援制
度の整備充実、柔軟な働き方の推進、事業継続計画

（BCP）の策定等の取り組みを示した。
⑨の育児・介護との両立支援制度の整備・充実に

関わる項目で最も多くの取り組みが行われ、23組合で
改善がみられた。このほか、悪質クレーム対策でも31組
合で前進した。さらに、2021闘争における特徴的な取り
組みとして、テレワークなど柔軟な働き方の推進に関す
る項目（18組合）、ワクチン接種への対応を含む病気有
給休暇など治療と仕事の両立に関する取り組み（6組
合）など、ウイズ・ポストコロナ関連の項目でも改善が目
立った。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2022闘争の取り組みへの課

題等についてお聞かせください。

１）2022闘争に向けて
今年は特異な状況下であることから幅をもった賃金

闘争方針としたため、成果にもばらつきがあった。UAゼ
ンセン全体として闘争に取り組むことの効果をより引き
出すため、次年度の方針では、要求根拠や基準、労働
条件改善の焦点の打ち出しをしっかりと検討する必要
があると考えている。

賃金闘争については、賃金水準別目標の追求、賃金
実態の把握、企業規模間格差是正のさらなる推進、短
時間組合員の要求・妥結内容の整理、企業内最低賃
金協定の取り組み強化等が課題である。特に、賃金実
態の把握は引き上げの基本であり、積極的に進めていく。

労働時間の短縮・改善については、今年を年間総
実労働時間1800時間の確立を具体的に推進するた
めに、部門・部会ごとに目標を設定して取り組む初年度
と位置付けた。次年度に向けては、より日常的な取り組
みとなるよう本部・部門・都道府県支部が連携して取り
組む。総合的な労働条件に関しては、就業形態間の均
等・均衡の取り組み強化、定年延長交渉の促進、総合
的な労働条件の交渉促進にむけた実態把握の強化に
努める。

さらに、共闘体制の強化（顔の見える共闘体制）の拡
大、社会的相場形成に影響を与えるための戦略的な

対応にも取り組んでいく。後者は、ここ数年、記者発表
など対外的な広報も工夫しているが、個別組合を取り
上げやすくする（注目される業種の取り組み、中核共闘
組合の数や成果期待を踏まえた整理等）ことや、雇用
形態間格差是正や均等・均衡処遇の進展に向けて短
時間組合員の交渉結果のより積極的な発信などに取
り組む。

２）コロナ禍における産別としての対応
UAゼンセンでは、コロナ禍における様々な対応を

行っており、今後も継続していく。以下、特徴的なものを
紹介したい。

長期化するコロナ禍の中、在籍型出向や再就職あっ
せんによる雇用維持にも取り組む必要があるとの判断
から、2020年９月、労働組合として初めて、産業雇用安
定センターとの間で「雇用維持と人材確保のための連
携協力に関する協定」を締結した。コロナ禍で多くの斡
旋を受けられたほか、労使で目的を共有し組合員にも
丁寧な説明を行うことで、安心につながっていると感じ
ている。

関係省庁や政府、自治体等に対する要請にも力を
入れている。直近では、2021年7月12日（※編注）、東
京都に４度目の緊急事態宣言が発令（沖縄県は期限
が延長）され、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府にま
ん延防止等重点措置が延長されたことを受け、組織内
参議院議員とともに、総合サービス部門フードサービス部
会長から政府へ要請書を提出した。この中で、コロナ禍
で苦しむフードサービス産業の実情を訴えるとともに、感
染防止対策の周知、飲食店等に対する営業制限の撤
廃・緩和、雇用を維持するための事業継続支援、政府
や自治体の要請に応じない飲食店等への対応などを
求めた。また、自治体への要請は、基本的に都道府県
支部が地方議員とともに行っている。コロナ禍で特に対
応が求められる医療や介護は自治体に関わるものが多
く、地方においても組織内議員を持つ意味を再確認す
ることにもつながった。

編注：インタビューの後日、UAゼンセンHPより引用。

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2,291組合、1,826,433名（2021年9月16日現在）。

古川　大（ふるかわ・まさる）氏
1990年大阪ガス入社。大阪ガス労働組合中央書記長、ＵＩゼ
ンセン同盟生活・総合産業部会副事務局長、ＵＡゼンセン総
合サービス部門事務局長、ＵＡゼンセン副書記長等を歴任。
2020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　2021年6月30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）  書記長　中澤　清孝 氏

・難しい環境下で、大手組合は1,000円以上の賃金水準の改善を実現。
・柔軟な働き方の一つとして、テレワーク、在宅勤務に関連する取り組みが前進した。
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1.  2021年総合労働条件改善闘争の位置づけ、大き
な方針

―  2021闘争のポイントや重点事項、それに込められた思いや背景
についてお聞かせください。特に、2021闘争は、「コロナ禍のもと
での闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意された点な
どがあれば教えてください。

2021年闘争は、「雇用の確保を図り、『生活不安、雇
用不安、将来不安』の払拭、電機産業のさらなる成長
に向け継続した『人への投資』に取り組む」ことを基本
方針に掲げた。

2021年闘争では、新型コロナウイルス感染症（以下、
コロナ）の影響が懸念される中、賃金水準の改善に取り
組める状況であるのかどうか時間をかけて論議し、要求
の策定にあたって相当なエネルギーを注いだ。各組織
の状況把握のため、加盟単組へのヒアリングや、事業に
対するコロナの影響に関する調査を実施し、調査結果
からは雇用不安もうかがわれ、「雇用の確保」を改めて
方針に謳った。

また、様々な統計についても子細に検討を行った。Ｇ
ＤＰ成長率は、第１回目の緊急事態宣言が発令された
2020年４～６月期には前期比マイナス8.3％（年率マイナ
ス29.2％）と、リーマンショック時を上回るマイナス幅が示
され、マインド的なインパクトも大きかった。しかしながら、そ
の後発表された2020年７～ 9月期のGDPは前期比で
プラスに転じるなど回復の兆しが見られた。鉱工業生産
指数は、コロナ発生直前の2019年12月を100とすると、
2020年11月には96.7まで回復しており、業種別にみる
と、電子部品・デバイス、電気・情報通信機械ともに
2019年12月を超える水準であった。このようなデータか
ら、要求ができない環境ではないと判断した。

要求に際しては、生計費、生産性、労働力市場を賃
金決定の三要素として確認しているが、今年は、社会
性、継続性、電機産業で働くことの魅力を高めるという
三点も考慮した。社会性としては、電機連合には闘争を
けん引する役割が期待されているということ、継続性は
これまでの７年間、労使で取り組んできた水準改善の
流れを継続させる必要があるということである。

さらに、電機産業で働く方々の中には、社会インフラ

事業関連の業務等、現場に出勤せざるを得ない、エッ
センシャルワーカーといえる方 も々多い。一方、間接部門
を中心に、不慣れな環境の中で在宅勤務が実施され
た。コロナ禍の状況においてもパフォーマンスを落とさず
各職場で努力する組合員に報いるためにも、要求を行
うべきだという考えに至った。

２. 賃金・一時金関係
―  要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

金属労協（JCM）の方針は「各産別は、3,000円以
上の賃上げに取り組むことを基本としつつ、おかれてい
る状況を踏まえて、具体的な方針を決定する」とし、産
別主導で方針を決定するスタンスとなった。電機連合で
は、統一要求額は2,000円以上とした。

非常に難しい環境の中、大手組合では1,000円以上
の水準改善を引き出した。要求に込めた懸命に事業を
支える組合員の期待に応える水準であり、電機産業労
使の社会的役割を果たし得る回答であったと受け止め
ている。また、電機産業労使がこれまで積み上げてきた
信頼関係が基盤にあったからこそ引き出せた回答だと
いえる。さらに、電機連合の統一闘争は、2021年春闘の
相場形成に一定程度寄与することができたと評価して
いる。

昨年より、統一闘争を維持しつつ、妥結においては
「人への投資の柔軟性」を認めるという形をとってきた。
今年は要求策定の段階で、この柔軟性を認める項目を
全体で確認し、適用の可能性がある場合は要求前に
宣言することとした。今年はいくつかの組合がこれを適
用し、成果につながっている。この柔軟性を認め合うこと
で、統一闘争の波及効果の最大化に寄与したと捉えて
いる。

初任給は、今回大卒（現行水準に対して1,500円の
引上げ）、高卒（同1,000円の引上げ）とも満額回答を
獲得した。他産業に比べるとまだ格差がみられるため、
今後も引き上げていく必要がある。

産業別最低賃金は、2,000円の引上げ要求を掲げた
ものの、結果は500円という水準に留まった。2021年度
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の最低賃金が28円の引上げとなったことに加え、電機
産業の魅力、産業の誇りにつなげていくためにも、来年
の闘争では大きな課題になると捉えている。

３. 賃金関係以外
―  要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

１） ウィズ・アフターコロナ社会における働き方改革の
取り組み
2017年に労使で締結した「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」において、電機産業で働くすべての労働者が安全
で健康に働くことができ、働きがいをもって能力を最大
限発揮できる環境を整備することが、労働の質と生産
性の向上につながり、産業の持続的な発展のためにも
必要であるとし、仕事や介護と育児の両立、女性・高齢
者など多様な人材が活躍できる環境整備、労働者の
健康、ワーク・ライフ・バランス、国全体のＩＴ利活用、ＡＩ
やＩｏＴをはじめとする革新的技術による貢献などに積
極的に取り組んでいくことを確認した。2021年闘争の
中で、本取り組みの成果が出始めていること、引き続き
労使で協力した取り組みを行っていくことを確認した。

２）テレワーク、在宅勤務に関連する取り組み
柔軟な働き方の一つとして、テレワーク、在宅勤務に

関連する取り組みが前進したことも今年の特徴である。
在宅勤務の対象者基準の緩和、在宅勤務取得回数
の拡大、さらには、休み方、場所にとらわれない働き方、
単身赴任の解消などについて議論が行われた。一方、
コミュニケーション、自宅で働く際の安全衛生、労働時間
管理、教育などの課題もあり、継続して取り組んでいく。

３）高年齢者の活躍に向けた取り組み
改正高年齢者雇用安定法の施行を受け、今年の闘

争で多くの組合が取り組んだ。法律では70歳までの就
業確保措置を講じることが「努力義務」となったが、今
回の春闘で何らかの制度の導入まで進んだ組織は少
なく、議論を継続するところが大半となった。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2022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。

１）2022年闘争に向けて
賃金関係では、人への投資の柔軟性を認め合いな

がら、統一闘争を継続していく。最低賃金の取り組みに
も力を入れていく必要がある。

労働協約関連の取り組みは、3.でも述べたとおり、テ
レワークや在宅勤務、高年齢者の活躍に向けた取り組
みなどを中心的なテーマに掲げて取り組んでいく。

なお、高年齢者活躍に向けた取り組みは、2021年の
大会で提起した中期運動方針（2021 ～ 2030年）の

「エイジフリー社会を念頭に置いた環境整備」の中で整
理した。誰もが意欲のある限り、本人の意思に基づき、
年齢に関わりなく、いきいきとやりがいを持って働き続け
られるということを念頭に、産別としては、65歳までの雇
用を確保した上で、各企業労使において65歳以降の
就労を希望する者に対する雇用・就業機会の提供お
よび支援が確実かつ継続的に行われるようサポートする
こととしている。

２）労働運動、組合活動の変化への挑戦
コロナを契機に働き方や生活が一変する中、労働運

動や組合活動のあり方も大きく変えていくことのできる
好機と捉え、チャレンジしていかなければならない。

中期運動方針の中で、「ウィズ・アフターコロナ社会を
ふまえた労働運動・活動のあり方」についてもまとめて
いる。ニューノーマル（新常態）における労働運動で留
意する点として、①労働組合運動の基本を堅持する

（民主的運営や組合員との対話など）、②新たな活動
に挑戦する（コロナ禍のような制約が生じる場合には、さ
まざまなコミュニケーションツールや活動方法が活用でき
るように、各種ルールを見直し、いつでも対応できるよう
積極的に準備しておく）、③新しい環境に適応した教育
体系を構築する（労働組合の必要性や、集団活動体
験など、新入組合員教育の時点から積極的に実施して
いく）、の３点を挙げている。②に関して、「バーチャル組
合事務所」として、HPやSNSから仮想空間にバーチャ
ル組合事務所を開設し、これまで対面で行っていた組
合員の相談対応、各種申請書類の手続き等を行うと
いったことにも挑戦していきたい。

このような取り組みは、女性や若者の組合活動への
参画にもつながると考えられる。コロナ禍の組合活動
は、ＷＥＢ形式による会議等が増加したことや、懇親会
の自粛などもあり、結果として拘束時間も短くなってい
る。良い面悪い面の双方があるものの、「参加しやすく
なった」という前向きな声も聞かれる。これまでの組合活
動のあり方を見直し、新しい労働運動のあり方を模索し
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。

中澤　清孝（なかざわ　きよたか）氏
1984年株式会社日立製作所入社。2010年日立グループ労
働組合連合会事務局長、2014年日立製作所労働組合 書
記長を歴任。2016年電機連合副中央執行委員長、2020年
より電機連合書記長就任。

（インタビュー日　2021年7月30日）



ＪＡＭ
　 書記長　中井　寛哉 氏

・「めざすべきアフターコロナの時代に向けた重要な取り組み」と位置づけ、賃金水準の社会化、「価値を
認めあう社会へ」の実現に取り組む。

・厳しい状況の中、６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。
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１. 2021春闘の位置づけ、大きな方針
―  2021春闘のポイントや重点事項、それに込められた思いや背景

についてお聞かせください。特に、2021春闘は、「コロナ禍のもと
での闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意された点な
どがあれば教えてください。

JAMでは、2021年春季生活闘争（以下、春闘）を
「めざすべきアフターコロナの時代に向けた重要な取り
組み」と位置づけた。多くの中小労組が加盟する産別と
して、厳しい経済情勢を認識しつつも、一時的な景気
減速に臆することなく春闘の取り組みを推進した。中長
期的な視点に立ってあるべき賃金水準への到達をめざ
す個別賃金要求方式を推進するとともに、毎年取り組
む賃金引き上げの運動を定着させ、賃金の絶対額水
準の確認と開示を行い、賃金水準の社会化を追求し
た。同時に、「価値を認めあう社会へ」の実現に継続し
て取り組んだ。

具体的には、「賃金の社会的変革を進める（社会的
公正労働基準の確立）」、「労働時間の原則（労働基
準法第32条第1項で使用者は、労働者に休憩時間を
除き1週間について40時間を超えて、労働させてはなら
ないと定めている。）」、「所定内労働時間で生活できる
賃金水準」など方針のキーワードを徹底し、メッセージ性
の高さや、分かり易さを意識したＪＡＭ内の共闘強化に
向けた取り組みを展開した。

コロナ禍における対面活動が困難な中でも、賃金改善
の流れを継続するため職場内の感染防止に努め要求
への理解を促す組合員との対話や、地域におけるＷＥＢ
の活用など様 な々工夫がなされ、方針の徹底を図った。

コロナ禍の影響については、一時帰休の状況を確認
している。2020年6月が最も件数が多く、加盟組合の約
3分の１にあたる667件に上った。今なお影響を受けて
いるところがあるもののこの6月をピークに2021年5月は
167件（昨年同月は574件）となり、今なお影響を受けて
いるところがあるものの、大きく減少している。アフターコロ
ナの状況について、職場がどうなっていくのかまでは鮮
明にはなっていないが、悪い時期は脱しており、トンネル
の奥には希望の灯りが見えてきている状況ではないか
と感じている。

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや結果や経過に対する評価、今後に向けての課

題についてお聞かせください。

１日８時間以下の労働時間で、ゆとり・豊かさのある
生活ができる賃金水準を確保し、消費を喚起し得る所
定内賃金の改善を行うこと、社会的水準の確保、格差
是正に向けて、個別賃金要求方式の考え方を基本と
し、賃金実態の把握に取り組むと共に30歳または35 
歳の一人前労働者、標準労働者の賃金水準開示な
ど、具体的な要求・交渉基準を明確にして、取り組ん
だ。賃金改善要求額は、企業規模の小さい単組ほど高
くなる傾向が如実に表れた。また、賃金改善要求の根
拠として、各種手当、時間短縮、継続雇用者、中途採
用者の水準是正など、貸上げ原資確保に向けて、単組
課題を積み上げる工夫がなされた。

結果は、賃金改善額は前年を上回り、2014年からの
賃上げの流れは継続しており、コロナ禍という厳しい状
況下で健闘したと評価できる。6月21日時点の集計によ
ると、賃金改善額は全体平均で1,300円、300人未満
で1,350円、100人未満は1,455円となり、中小労組ほど
高い金額を獲得している。この背景として、人材不足に
加え、JAMの個別賃金要求の取り組みから、自社の水
準の低さが明らかになり、その現状を経営者が理解し
改善をはかったという面もある。ただ、改善分の要求を
提出した組織数や、獲得した組織数自体は昨年より少
ないため、その点は課題が残る。

一時金は、経済情勢、企業業績低下の影響により
要求月数は前年に続き減少（19年4.89ヵ月→20年
4.78ヵ月→21年4.57ヵ月）し、リーマンショック直後並み
の水準（09年4.57ヵ月）となった。回答月数は前年に続
き減少（19年4.49ヵ月→20年4.25ヵ月→21年4.08ヵ月）
したもののリーマンショック後の水準（09年3.63ヵ月）まで
は落ち込むことなく年間生計費への大きな影響には
至っていない。ただし、賃金と一時金を加えた年収ベー
スの規模間格差は拡大している。
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３. 賃金以外
―  要求のポイントや結果や経過に対する評価、今後に向けての課

題についてお聞かせください。

労働協約取り組み方針を基本に、あるべき「働き方」
と「暮らし方」をめざし、各種労働条件および雇用環境
整備に取り組むこととした。法改正や制度変更への対
応として、定年延長、同一労働同一賃金などが課題と
なっている。高齢者雇用の取り組みについては、定年
延長の要求単組が前年と比べて増加し、前進回答を
得ている。また、コロナ禍の対応として、多くの単組で、

「在宅勤務」「時差出勤」「交替勤務」「自宅待機」
「ソーシャルディスタンス確保」など非定常的な措置がは
かられた。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2022春闘の取り組みへの課

題等についてお聞かせください。

１）個別賃金の推進と格差是正の取り組み
格差是正の核となる個別賃金の推進には、地方

JAMにおける単組サポート強化、組合員賃金全数調査
の継続と拡大、30歳、35歳の賃金水準の開示などを継
続する必要がある。また、めざすべき水準への到達闘争
であることから、一次的な経済、企業状況の悪化に関わ
らず継続的に拡大出来るかが課題である。

水準にこだわった賃金要求への転換をはかるために
は、男女間差、雇用形態間差、世代間差、中途入社と
直入者の差、業務負荷、業務レベル、時間外労働の
差、仕事と賃金の分配など様々な視点で分析を行い、
一人前労働者の設定や納得性の高い賃金構造に向
け職場討議による合意形成が必要である。

賃金水準については、労働時間規制と合わせた賃
金の絶対水準に拘わる取り組みを如何に進めるかが
課題である。コロナ禍の休業実施や時間外労働の減
少から、毎月の手取り額が減少したことにより、所定内
賃金の水準の低さが浮き彫りとなった。生活不安や企
業の魅力を損なわないよう、あるべき水準の議論を進め
ることも重要である。

春闘そのもののあり方という点では、この１～２年、パ
ターンセッターが相場を形成し大手に追従していくという
従来の形から、賃金水準そのものを重視するという取り
組みが拡がってきている。

また、男女間の格差是正は、いわゆる「機会の平等」
も念頭においておく必要がある。少し前まではそのような
議論さえ難しい雰囲気があったが、社会的な要請もあ
り、議論できる世の中になってきていると感じている。

２）企業内最低賃金について
個別賃金の取り組みの一環として取り組まれている

年齢別最低賃金については、企業内の「底支え」のみ

ならず、金属産業における横断的賃金水準の相場形
成という視点を持って取り組み強化をはかることが課題
である。近年、地域別最低賃金の上昇に特定最低賃
金が追いつかず、地域別最低賃金を下回る事態が発
生していることから、特定最低賃金の申請条件となる
18歳最低賃金の協定化と水準引き上げを推進する必
要がある。

３）共闘体制の強化
共闘登録単組や、単組オルグを通じた地方共闘の

強化など、相場形成や地域共闘の体制強化を進めるこ
とが課題である。具体的には、方針の展開、リーディング
単組選定、統一要求日、統一回答指定日、3月内決着、
示達の活用など地方の事情を考慮しつつ徹底をはか
り、全体の共闘強化をめざす必要がある。

４）「価値を認めあう社会へ」の実現
使用者側への要請、「取り組みマニュアル」の展開、

省庁、業界団体への要請行動を継続的に実施してい
く必要がある。また、労働条件の規模間格差を是正し、
社会的公正労働基準の確立をめざすことにより労働の
価値を明確にし、「価値を認めあう社会へ」の実現に繋
げていく。

５） 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
総実労働時間1800時間台に向けた取り組み、同一

価値労働同一賃金と包摂的な社会の実現に向けた
パート・有期雇用労働者の処遇改善取り組みを強化し、
高齢者雇用については定年延長を基本に継続的にお
こない労働協約と年末一時金の取り組みに繋げていく
必要がある。特に、定年延長については、単組の取り組
み事例を共有し、どのような議論が進んでいるのか検証
したうえで取り組みを加速させていく必要がある。

コロナ禍の対応として急速に広まったテレワークにつ
いては、実態把握を進めると共にGuide Bookに則り、
取り組みを検証していく必要がある。

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。現在に至る。

（インタビュー日　2021年6月4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

・コロナ禍の影響により、賃金改善は厳しい結果となったが、最低賃金や労働諸条件では前進もみられる。
・さらに魅力的な産業に向けて、生産性の向上と労働時間短縮について議論を開始。
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1. 2021アクティブ・プランの方針のポイント
―  2021アクティブ・プラン（以下、AP）方針のポイントや重点事項、

それに込められた思いや背景についてお聞かせください。特に、
2021闘争は、「コロナ禍のもとでの闘争」でしたが、これまでの取
り組みと比べて留意された点などがあれば教えてください。

基幹労連のAP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。これこそ
が、好循環を生み出すスタートになる。

APは２年サイクルで取り組んでおり、今年のAP21は
後半年となる２年目の「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年である。ただし、AP18以
降は、１年単位の方が取り組みやすいとする組織もある
ため、２年を１つの単位とすることを基本としつつ、単年
度の交渉か、２年分を交渉するか、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。AP20・21のサイ
クルでは、鉄鋼以外（造船重機、機械、非鉄、建設等）
はほぼ単年度で取り組んでおり、AP21で賃金改善に
も取り組んだ。

２. 賃金・一時金関係
―  要求のポイントや結果や経過に対する評価、今後に向けての課

題についてお聞かせください。

賃金改善について、昨年の段階で「AP20は3000
円、AP21は3000円以上の引き上げを基本とする」とい
う産別の方針を確認した。しかし、コロナの影響により各
産業とも業績が厳しく、鉄鋼大手はAP20において、
AP20・21ともに賃金改善は行わないという結果で妥結
している。今年は業績がさらに厳しくなっている中、再度
議論を行い、AP21は「3000円（以上、を削除）を基本
とする」という方針に変更した。

賃金改善の回答状況について、AP14 ～ AP19ま
では、要求した組合の６～８割が有額回答を獲得してい

たが、AP20では５割を割りこみ、今年のAP21では約４
割と厳しい結果となった。

基幹労連の産業において、特に鉄鋼は大手３社に
紐づく形で様々な業種がつながっている。AP20では、
大手労組が要求を行うことで、たとえ賃金改善が獲得
できなかったとしても、結果として中小労組や関係する
組合への波及効果、底支えとなり、有額回答を引き出し
た組織の割合を５割でとどめることができたともいえる。

AP21では、コロナによる業績の厳しさを背景に、大手
を中心に要求自体を見送らざるを得ない組合もあった。し
かし、最低賃金や労働諸条件の交渉は行っており、その
話し合いの中で、賃金改善についても会社と議論され、さ
らなる労使関係の構築につながったのではないかと思う。

新しい発見があったのは、最低賃金の取り組みであ
る。地域別最低賃金が上昇し、企業内最低賃金の水
準の優位性が問題となる中、最低賃金の引き上げは重
要な取り組みであり、JCMでは17万7000円（時 給
1100円）という方針を示している。

AP21において、造船重機械のある大手労組では、
賃金改善の要求は断念したものの最低賃金は要求を
組み立て交渉し、もともと16万円台であったが、JCMの
水準に近い17万円台の金額で妥結した。最低賃金の
引き上げは賃金改善と連動しているイメージがあり、実
際、最低賃金を賃金に完全にリンクさせて決定している

（賃金改善が行われれば最低賃金も引き上げられる）組
織もみられる。一方、最低賃金の上に高卒初任給がある
という二重構造のところもあり、今回はこちらのケースであ
る。この場合、高卒初任給を超えられないという上限はあ
るものの、賃金改善を行わなくても、交渉により、最低賃
金引き上げという結果を獲得したという事例である。

一時金は、生活要素を考慮した水準として「最低4か
月」を産別方針としては掲げている。業績連動で決定
するところも多く、全体観としては業績悪化を受けて厳
しい状況であった。
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３. 賃金関係以外
―  要求のポイントや結果や経過に対する評価、今後に向けての課

題についてお聞かせください。

基幹労連では、部会ごとに、賃金や退職金、労働諸
条件、労災・通災などの項目について、大手の状況を
見ながら、到達水準や時期などの目標を立てて取り組
んでいる。そのため、全体観の表現は難しいが、単純な
集計の一例を挙げると、ワーク・ライフ・バランスに関連
する取り組みは、約100組合が要求し、３割程度が前進
的な回答を得ている。

１）コロナに関連する働き方の変化
コロナに関連する働き方の変化に関して、産別で統

一的な方針は出していないが、このAP21を通じて個社
労使で話し合いが進んだ。AP以前から話し合われてい
る労使も多いが、テレワーク・在宅勤務の適用範囲の拡
大、手当関係（在宅勤務手当、コロナ禍でリスクを冒し
て現場に出勤せざるを得ない人のための手当）などが
議論されている。産別としては、そのような情報を集めて
発信した。

２）定年延長
定年延長の関係は、昨年、鉄鋼大手で「65歳定年

制」の2021年4月からの導入が決定したことを受け、関
係する鉄鋼業界ではこれに準じて取り組む動きがみら
れた。一方、労使で話し合いの場を設けているものの、
先の見通しがなかなか立たないところもみられるため、
先行する組織の制度設計や導入時期決定に至る経
緯などの事例を集め、情報提供を行っている。

３）生産性の向上と総実労働時間の削減
柔軟な働き方が推進される中、年間2000時間を超え

るような働き方は、仕事内容にもよるものの、“長時間労
働の業種・業界”という悪いイメージをもたれてしまう。魅
力ある産業の一要素として、総実労働時間は短いほう
が望ましく、そのベースとなる所定内労働時間も短い拘
束時間が定義されていることが必要である。現状、鉄鋼
は三交代ということもあり所定内労働時間は７時間45
分だが、造船重機械や非鉄大手は8時間のところが多
く、削減に取り組もうとしている。

コロナ禍で仕事が激減したことにより昨年は総実労
働時間が大幅に短縮されたとしても、コロナ禍が収束し
て経済が回り出したとき、同じ働き方のままではまた長
時間労働に戻ってしまう。このような事態にならないよ
う、生産性の向上をはかることにより所定内労働時間を
短縮し、総実労働時間も削減していく、という方向性の
議論を始めている。

少し脱線するが、カーボンニュートラルなど、業界として
今までの概念を根本から変えなければならない状況と
なっている。カーボンニュートラルは鉄鋼業界にとっては
危機感をもって受け止められている一方、逆の見方を
すれば、一部の産業にとってはある意味ビジネスチャン
スが広がっているともいえる。基幹労連には大小別にし
て両方の業種があるので、このような点では統一的な
方針を掲げることが難しい。しかし、この課題は、産業・
民生すべてに関わるわが国全体の重要課題として捉
えておく必要がある。そのもとで、ものづくり産業として
「生産性をどう上げていくか」「労働時間をどう短縮して
いくのか」という観点であれば、同じ方向で改善に向け
た議論が可能となると考えている。

４. まとめ
―  中長期的な課題や、AP22に向けてのお考えについてお聞かせく

ださい。

基幹労連では、「継続した人への投資」をキャッチフ
レーズに取り組みを進めてきており、昨年のAP20で鉄
鋼大手の結果は厳しかったものの、今年も賃金改善の
方針を掲げた。このAP20・21で、コロナ禍かつ業績が
厳しいなかでの春闘を経験し、AP22はこれ以上悪くな
らないだろうと予想している。AP22でも、水準や方法の
議論が必要だが、「賃金改善を継続する」という方針を
掲げることは変わらないだろうと考えている。

もちろん、賃金改善のみならず様々な条件を含めて
人への投資をする、という議論もあり、AP20・21の経験
を踏まえて検討したい。また、「賃金改善」の範囲につい
ては注意が必要だと考えている。広義にとらえすぎてしま
うと、実質のベースになっている賃金が上がらず、長期
的に影響が出てくる可能性もある。そのような点にも注
意しながら、検討を重ねていきたい。

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763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　2021年6月23日）



全国生命保険労働組合連合会
（生保労連） 中央書記長　小山　貴史 氏

特集6 インタビュー

・ 2021春闘は、「厳しい時だからこそ『人への投資』の継続が必要」との認識の下、組合員の雇用と賃金を守ることはもとより、社会環
境の変化に対応した営業活動や働き方の実現をはかる取組みを展開し、組合員の頑張りに応える多くの成果を得た。

・ 今後は、引き続き雇用と賃金を守ることに注力するとともに、現場の声に耳を傾けつつ制度・施策の定着・改善に取り組み、働きがい
や生産性のさらなる向上につなげたい。
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１. 2021春闘のポイント
―  2021春闘方針のポイントや重点事項、それに込められた思いや

背景についてお聞かせください。特に、2021春闘は、「コロナ禍
のもとでの闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意され
た点などがあれば教えてください。

コロナ禍で先行き不透明な状況の中、組合員は様々
な不安を抱えながら、それぞれの持ち場で、お客さまや
地域・社会のため、日々懸命に業務に取り組んでいる。
こうした苦しい時だからこそ、改めて労働組合の役割を
発揮し存在意義を示さなければならないとの想いから、
2021春闘においては、生保労連として前倒しの要求策
定論議を行いつつ、機運の醸成に努めた。

具体的には、2020年8月の定期大会で「生保産業
の社会的使命達成に向けた特別決議」を採択し、①生
保産業の社会的使命の遂行、②安心して働き続けられ
る環境の整備、③組合員一人ひとりの役割発揮のサ
ポート、の3点に取り組むことを確認するとともに、本決議
の趣旨を踏まえ、例年とは異なる以下のような取組みを
展開した。

上記の「基本認識」では、コロナ禍を乗り越え、生保
産業の社会的使命を果たしていく原動力は「人」の力
に他ならないこと、厳しい時だからこそ「人への投資」の
継続を通じて組合員のモチベーションや働きがいの向
上、能力・スキルの向上をはかる必要があること、などの
認識に立ったうえで、組合員の雇用や賃金を守るととも
に、社会環境の変化に対応した営業活動や働き方の
実現をめざすことを、春闘論議のスタートにあたって確認
し、「2021春闘方針」の決定（1月）へとつなげた。

２. 賃金・一時金関係
―  要求のポイントや結果に対する評価、今後に向けての課題につ

いてお聞かせください。

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「営業支援策
の充実」を求める声が多い。労働組合としても、それに
応えていくことが何よりの現場支援となり、収入の向上
につながると捉えている。このような認識の下、生保労
連は2021春闘において、営業職員関係については、引
き続き「営業支援策の充実」を最重要課題と位置付け
つつ、これまでの「営業支援策取組み指針」に加え、

「コロナ関連営業支援策取組み事例」を新たに策定
し、各組合の取組みの後押しに努めた。各組合におい
て、営業職員の期待に応えるべく精力的な交渉が展開
された結果、オンラインでお客さま接点を確保できるインフ
ラ整備を中心に、全組合で収入の確保・向上につなが
る幅広い支援策を獲得することができた。また、営業職
員の雇用や賃金を最大限守っていく観点から、資格・
給与保障等の「下支え」にも並行的に取り組み、全組
合で対応を引き出すことができた。

内勤職員関係については、「現行水準を確保した上
で、社会環境の変化に対応するための処遇改善に最
大限取り組む」方針を掲げた。その趣旨は、コロナ禍の
厳しい環境の中、多岐にわたる業務を通じて懸命にお
客さまを支えている内勤職員の雇用・賃金を守ること、
急速に進んでいる働き方の変化（特にテレワークの普
及・拡大）への対応を支援することにあった。各組合に
おいて精力的な交渉が展開された結果、臨時給与（一
時金）の減額を余儀なくされる組合もあったものの、多く
の組合で現行の賃金水準の確保がはかられるととも
に、テレワーク関連手当の創設や、全従業員を対象とし
た特別一時金の支給、業務性質によりテレワークができ
ない従業員に対する特別手当の支給がはかられるな
ど、総じて内勤職員の頑張りに応える対応を引き出すこ
とができた。

・「2021春闘に向けた生保労連の基本認識」の確認  
  （10月）

・ 単組委員長・書記長合同会議の開催による心合
わせ  （11月）

・生保協会との労使協議会における理解要請（11月）

・生保労連機関紙への単組委員長の決意表明掲載
 （1月）
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 ３. 賃金関係以外
―  要求のポイントや結果に対する評価、今後に向けての課題につ

いてお聞かせください。

生保労連は、全組合が取り組む「統一共闘課題」と
して、年間を通じて「社会環境の変化に対応した働き方
の実現に向けた取組みの推進」を掲げて取り組み、こ
れまでに、営業職員関係では新たに導入されたツール
を活用したオンラインによる営業活動、内勤職員関係で
はテレワークをはじめとした柔軟な勤務体制の整備を中
心に対応がはかられている。

こうした対応はこれまでの営業活動や働き方の幅を広
げ、前者については、移動にかかる時間やコストを削減で
きる分、お客さまとの関係強化・ネットワーク拡大に注力す
ることができるし、自身にとって必要な知識・スキルの習得
に充てることもできる。後者については、通勤による精神
的・身体的負担の軽減、育児や介護等との両立、生活
時間の充実につながることが期待される。このように環境
変化に対応した働き方を実現することで、組合員一人ひ
とりの働きがいや生産性のさらなる向上、ひいてはお客さ
まへの一層の貢献につなげることができると考えている。

一方で、これらの制度・施策についてはコロナ禍の中
で感染防止対策として緊急的に導入された側面もある
ことから、未だ効果やメリットを十分に享受できていない
との声も寄せられており、様々な観点からクリアすべき
課題が多いと認識している。それだけに今後は、現場の
声に耳を傾けつつ、期待される効果が一層発揮される
ためにはどうすればよいか、労使でしっかりと現状・課題
を共有し、制度・施策の定着・改善に向けた取組みを
進めていくことが重要であると考えている。また、オンライ
ンによる営業活動やテレワークが普及・拡大する中で、
ワークとライフの境界が曖昧となり、長時間労働やメンタ
ル不全に陥るおそれもあることなどから、適正な労働時
間管理をはじめ、ワークとライフの充実に向けた取組み
も一層重要になると考えている。

４. まとめ
― 今後の課題（中長期的な課題）等についてお聞かせください。

生保産業の帰趨は一人ひとりの営業職員がお客さ
まや地域・社会にどれだけ貢献し、どれだけ支持・信頼
されるかにかかっているといっても過言ではない。そのた
めには、高い職業意識・能力をもつ営業職員の育成に
向けて、教育・育成体制の充実や魅力ある労働条件・
働き方の整備を一層進めていく必要がある。このような
認識の下、生保労連は、2年間にわたり「営業職員体
制に関するプロジェクト」を設置して検討を行い、7月に

「最終報告」を取りまとめた。「最終報告」では、営業職
員にしかなし得ない「営業職員ならではの強み」を改め

て捉え直しつつ、今後めざすべき活動や、その実現に向
けた対策を提言した。今後は、提言内容を幅広く周知し
つつ、各組合とともに、お客さまと地域・社会に一層貢
献できる営業職員体制の実現に向けた取組みを着実
に進めていきたい。

また、生保労連は本年1月に「ジェンダー平等／ワー
ク・ライフ・バランス」に関する2025年までの取組み方針
を新たに策定した。この中期方針は、これまで別々の方
針を立てて取り組んでいた「ジェンダー平等」と「ワーク・
ライフ・バランス実現」を密接不可分のものとして一体的
に取り組み、中期的な展望をもって、「誰もが働きがい・
生きがいのもてる職場の実現」をめざすこととしている。
中期方針の中では、取組み期間での達成をめざす「ガイ
ドライン（数値目標）」（年次有給休暇取得日数の増加、
男性の育児休業取得状況の改善）を設定するなど、で
きるだけ目に見える形で進捗を把握しながら、地に足を
つけた取組みを進めていきたいと考えている。

さらに2021年度は、生保労連として初めて「管理職
の働き方や役割の変化」に焦点を当てた検討を行うこ
ととしている。なぜ労働組合が管理職のあり方を検討す
るのか。その理由としては、管理職は組合員の職場環
境や働き方、さらには人材育成に大きな影響を与える存
在であり、組合員の働きがいやモチベーションに大きく関
わっていること、また、管理職は組合員の多くにとって目
標の一つでもあり、そのあり方は組合員の将来展望や
キャリア形成に大きく関わっていることが挙げられる。女
性活躍の視点からも、管理職昇進がその一つの形と
なっている中で、管理職のあり方は女性活躍を大きく左
右する。管理職経験が原則ない組合員の視点からの
チャレンジングな検討にはなるが、組合員が働きがいや
将来展望を一層持てるようにしていくための一助にした
いと考えている。

依然として先行き不透明な状況を乗り越えていくうえ
で大きな原動力となるのは、現場を支える組合員であ
る。生保労連は、懸命に業務に取り組んでいる組合員
の働きに精一杯報いるため、その声にしっかりと耳を傾
けながらさまざまなチャレンジしていきたい。

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、一昨年結成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。

小山　貴史（こやま・たかし）氏
2003年住友生命保険相互会社入社。2017年住友生命労
働組合特別中央執行委員、2018年生保労連中央副書記長
を経て、2020年より現職。

（インタビュー日　2021年7月28日）



情報産業労働組合連合会
（情報労連）  書記長　北野　眞一 氏
・大手労組は、昨年と同水準またはそれを超える賃金引き上げを獲得。グループトータルでの労使交渉を
意識し、全体的な底上げが図られた。
・非正規労働者の賃金改善や、休日休暇の取り扱いなど正社員との格差是正も前進。

特集7 インタビュー
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１. 2021年春季生活闘争の位置づけ、大きな方針
―  2021闘争のポイントや重点事項、それに込められた思いや背景

についてお聞かせください。特に、2021闘争は、「コロナ禍のもと
での闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意された点な
どがあれば教えてください。

情報労連は複合産別であり、情報通信・情報サービス・通
信建設・印刷・運輸・製造・建築・ビルメンテナンスなどの業
種の組合が加盟している。コロナ禍でエッセンシャルワーカーに
注目が集まったが、われわれの加盟組合にも、ネットワーク監視
業務、通信設備の建設・保全、携帯ショップのスタッフなど、日
常生活の維持のため現場で働く、まさにエッセンシャルワーカー
の方 も々多く、各職場での組合員の頑張りにこたえようという
思いを強くもって取り組んだ闘争であった。

新型コロナによる情報産業に対する影響は甚大ではな
かったものの、一部では休業や一時帰休等もみられた。そのた
め2021春闘では、雇用確保を大前提に「働く者の将来不安
を払拭し、内需拡大に向けた分配構造の転換につながり得る
賃上げ」の取り組みを継続することとし、日本における社会的
課題の克服に向けて、「底支え」「格差是正」を重視し、働き
の価値に見合った処遇の実現に向けた取り組みを展開する、
という基本方針とした。

具体的には、①全体的な底上げ②格差是正③底支え④
すべての労働者の立場にたった働き方の実現、の四つを重
点として掲げた。①は、月例賃金改善を含む労働条件トータル
の改善をめざし、年収の維持・向上の取り組みを強化した。そ
の上で、月例賃金については、定期昇給相当分の確保を大
前提に、社会的な賃上げの流れを継続するため、２％程度の
賃上げをめざすこととした。②は、有期契約等労働者の賃金
については、雇用形態にかかわらず昇給ルールや賃金カーブ
が描ける制度の導入等をめざし、一時金はその目的・性質に
基づく制度の確立に向けて取り組んだ。また、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向けて、「パート
ナーシップ構築宣言」の取り組みを展開することとした。

２. 賃金・一時金関係
―  要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

7月末時点の集計では、2021春闘の交渉単位は412組織
であり、そのうち賃金・一時金を中心に何らかの要求を出した

のは301組織（73%）、285組織（要求した組織の95％）が妥結
に至っている。以下では情報労連の中核となる労働組合の
状況を示す。

１）ＮＴＴ労働組合
正社員の賃金改善として平均 2,000 円（昨年と同水準）、

60歳超え雇用者（月給制）で1,350円を改善した。また、有期
契約等労働者等および60歳超え雇用者（時給制）における
サポート手当および特別休暇等の労働条件を正社員と同一
にするなど、均等・均衡処遇の実現に向けた回答を引き出し
た。

２）ＫＤＤＩ労働組合
これまでも非正規労働者に関する取り組みを積極的に

行ってきたが、今年も同様に力を入れ、契約社員への一時金
は、満額の13万円（昨年と同水準）を獲得した。賃金改善は
正社員、非正規ともに要求を見送った。

３）通建連合
大手労組では、正社員の賃金改善として1,200円程度の

回答を引き出し、昨年を100円程度上回った。下請けやグ
ループ会社でも賃金引き上げが図られ、全体的な底上げにつ
ながった。また、非正規労働者の処遇改善についても、正社
員と同水準の率で賃上げを獲得したところがあるほか、現場
に出なければならない職種に対し、一時金とは別に、有期契
約等労働者、嘱託社員等も含めて同額の手当を支給した企
業もみられた。

社会全体がコロナにより萎縮する中、厳しい結果が出るの
ではないかという懸念があったが、粘り強い交渉の結果、前進
的な回答が多く引き出された。グループトータルでの労使交渉
を意識して行うことにより、業種業態により好調なところと厳し
いところが混在する中でも、グループの一体的事業運営という
観点で底上げを図ることができたことも今年の成果といえる。ま
た、非正規労働者の賃金改善は大きな前進である。

一時金については、増収増益のところではプラスα分を勝ち
取ったところもみられ、春闘方針にのっとり「労働条件トータル
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での改善」が図られたという総括的な認識を持っている。

３. 賃金関係以外
―  要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

１）2021春闘における要求方針のポイントと取り組み
働き方改革、同一労働同一賃金、法改正を踏まえた取り組

みを継続した。労働時間の適正化に向けては、年間労働時
間の縮減、「勤務間インターバル制度」の導入などに取り組ん
だ。また、均等均衡待遇の実現に向けて、無期転換労働者の
労働条件等も含めて把握し、不合理な処遇差の解消に向け
た取り組みを強化することとした。男女平等・ダイバーシティー
推進に向けて、あらゆるハラスメントや差別の禁止に取り組む
とともに、「育児」「介護」「治療」と仕事の両立を図ることので
きる環境整備に引き続き取り組むという方針を掲げた。

結果については、労働時間の適正化に関して、年間休日
や年休の付与日数の増加、勤務間インターバル制度の導入な
どの回答がみられたほか、非正規労働者の休日・休暇の日数
や取り扱いを合わせるなどの改善もみられた。政労使の議論
により策定された「パートナーシップ構築宣言」への参画の取
り組みは、今春闘で大きな柱として位置付けて取り組み、登
録を促進した。また、コロナに関連して、リモート手当、メンタルヘ
ルスのストレスチェックなどの議論も進んだ。

２）高年齢者雇用について
有期契約等労働者も含めた「希望者全員の雇用継続」が

図られるよう対応するとともに、「同一労働同一賃金」の法規
定を勘案した取り組みを継続するという方針とした。今年は、
同一労働同一賃金の観点から、処遇の改善に取り組んだ組
織が多くなっている。

ＮＴＴ労組でも、2.1)のとおり、高年齢者の賃金が引き上げ
られ、画期的な成果と受け止めている。ただ、情報通信、情報
サービス産業では技術の進歩が速く、新しいスキルや能力が
求められる中、高齢者が活躍できる職域の確保が大きな課題
である。通信建設業では、人材不足という面もあり、今年の春
闘で63歳までの定年延長を勝ち取った組織もみられる。一
方、高所作業や重量物の運搬などもあるため、高齢者の安全
確保という点で課題もある。また、有期雇用であっても、更新の
際に定昇のような仕組みが必要ではないかという論議もあり、
スキルアップ手当という形で一部導入しているところもある。

３）通信建設業の取り組み
通信建設業は、国交省主導のもとで働き方改革を行ってお

り、労働時間の縮減、完全週休２日などを目指して取り組んで
いる。通建連合の加盟組合においても、所定労働時間の縮
減など、今春闘で成果を出したところもみられた。また、通信建
設業では、休日を除く工期の設定、行き過ぎた多重請構造の
解消等、適正取引、安全労働の観点からも政労使で課題認
識は共有されており、今後、下請け企業にしわ寄せがいかな
い仕組みを浸透させてくことができるかが重要だといえる。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2022年春闘への課題等につ

いてお聞かせください。

１）2022春闘に向けて
来年の方針においても、「社会全体の底上げ」と「経済の

好循環」を図るという方向感は引き続き重視すべきと考える。
また、フリーランス、兼業・副業などを含めて「働く」という定義を
広げ、労働組合の社会的責任について、春闘を通じても議論
を重ねていくことが必要だと考えている。

２） 変化の激しい時代における、経営のカウンターパートとし
ての労働組合
世界でSDGs、ESG経営などが主流となる中、このような点

を意識した経営において、労働組合はカウンターパートとして
存在価値が高まるはずだと考える。労使が知恵を出し合わな
ければ事業の継続も発展もあり得ない。変化に対応するため
に、我々一人一人が知識のレベルも上げ、当該会社と論議で
きるようにならなければならない。

そのためにも、組織化に取り組み、労働組合の組織率を高
めていくことが重要であると同時に、既存の労働組合において
も、組織力強化と人材育成が急務であると認識している。

３）組織化、労働組合の意義
通信建設業では、大手は通建連合に結集しているが、下

請けの会社は未組織のところもある。建設工事で人身事故が
起きているのは、労働組合のない二次、三次の下請けや子会
社が多くなっており、安全の観点からも組織拡大を図っていく
必要があると感じている。

また、とりわけ情報サービス産業等、正社員、有期契約社
員、派遣社員、他社からの協力社員、など多様な人材が一つ
の現場で働いている場合、制度や処遇の違いが職場の雰囲
気の悪化を招く要因にもなる。労働組合は、このような問題の
解消にも力を発揮できる。現実的に是正できる格差改善に取
り組み、是正が難しいものは説明責任を果たす。このことに
よって、理解・納得度が高まり、相互理解につながり、職場の
仲間意識の醸成、生産性向上にも寄与することができると考
えている。

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250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。 

北野　眞一（きたの　しんいち）氏
1984年、日本電信電話公社採用。1994年全電通香川県支
部執行委員をスタートに、ＮＴＴ労組ドコモ本部執行委員を歴
任。2013年8月より情報労連中央執行委員となり、政策局長、
副書記長を歴任し現在に至る。

（インタビュー日　2021年8月6日）
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・中小労組を中心に前年を上回る成果を獲得し、規模間格差の是正が進展。継続してきた賃上げの流れが維持された。
・「働き方の見直し」は昨年に続き、食品業界の大きな課題である総実労働時間の取り組みを中心に改善。
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１. 2021年春季生活闘争の位置づけ、大きな方針
―  2021春闘のポイントや重点事項、それに込められた思いや背景

についてお聞かせください。特に、2021春闘は、「コロナ禍のもと
での闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意された点な
どがあれば教えてください。

新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）の影響は、
経済的・社会的に弱い立場にあるほど深刻であり、社
会を持続可能なものとする観点から、規模間・雇用形
態間の格差是正の取り組みや、エッセンシャル・ワーカー

（社会的に必要不可欠な仕事に携わる労働者）である
食品関連産業で働く労働者の処遇を働きの価値に見
合った水準とすることが求められた。また、コロナの影響
により雇用環境は悪化したものの、食品関連産業にお
いては人手不足が継続しており、日本が構造的な生産
年齢人口減少下にあることを踏まえれば、「人材の確
保・育成・流出防止」は引き続き重要な課題であった。

フード連合は、これらの状況を踏まえた上で、「経済の
自律的成長」と「食品関連産業で働く労働者の相対
的地位向上」を目標とし、「賃金引き上げ」と「働き方見
直し」を同時に推し進める闘争を展開した。

２. 賃金・一時金関係
― 要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

１）正規労働者の賃金の引き上げ
要求組合数が173組合（昨年比▲25組合）、改善組

合数は54組合（同▲21組合）となった。平均賃上げ方
式・総額回答・収拾集計は、全体計で5,395円（昨年
比▲276円）、300人未満計は4,710円（同＋187円）、
300人以上計は5,526円（同▲445円）であり、ベース
アップ回答・収拾集計は、全体計で552円（同▲138
円）、300人未満計は649円（同▲344円）、300人以上
計は531円（同▲102円）となった。

２）パート・有期雇用労働者の賃金引き上げ
「月給制非正規労働者」について、要求組合数が27

組合（昨年比▲1組合）、改善組合数は16組合（同＋1
組合）となり、改善組合数は昨年を上回った。平均賃上
げ方式・総額収拾額は、19組合で1,713円（昨年比▲
584円）となっている。

また、「時給制非正規労働者」について、要求組合
数が23組合（昨年比▲7組合）、改善組合数は8組合

（同▲4組合）であり、収拾額は13組合で平均8円（昨年
比▲4円）、平均時給は1,067円（同▲10円）であった。

３） 企業内最低賃金の取り組み　
「協定化と水準の引き上げ」について、要求組合数

は13組合（昨年同時期比▲5組合）、改善組合数は0
組合（同±0組合）となった。企業内のセーフティネット構
築という目的だけでなく、特定（産業別）最低賃金の新
設・改定に寄与するという闘争方針を掲げたことからす
れば、「運動の拡がり」までには至っておらず、今後の
課題といえる。

４）中小労組支援の支援
中小労組春闘推進会議を設置し、本部・地域ブロッ

クと、グループ大手組合、及び業種別部会が連携するこ
とで、「底上げ」「底支え」「格差是正」に繋がる支援を
展開し、重点課題として、①すべての中小労組を対象と
した交渉状況の把握、及び情報共有による支援、②
「賃金実態の把握」と「定期昇給制度の確立」に向け
た支援に取り組んだ。

①は春闘調査・集計システムを活用した加盟組合か
ら労働局への直接報告を原則としつつ、グループ大手
組合、地区協議会、業種別部会が入手した情報につ
いても集約し春闘調査に反映した。また、支援状況を一
元管理し、漏れや重複防止に繋げた。②は、各種会議
において「賃金実態把握・定昇制度の確立スタートアッ
プガイド」を活用し、格差是正や社会的な賃金相場の
底上げを図るためには、賃金実態の把握と定期昇給
制度の確立が重要であることを周知・啓発した。

５）賃金引き上げの取り組みについての評価
中小労組を中心に前年を上回る成果を獲得し、規模

間格差の是正が進展したほか、これまで継続してきた
賃上げの流れは維持されたものと評価できる。このよう
な成果獲得の背景には、賃上げを実現した組合はもち
ろん、相場形成に向けフード連合の方針に沿って取り



− 23 −

組んできたすべての組合の努力があり、労働力確保の
ために賃金水準の引き上げが必要とされる中で、フード
連合賃金ビジョンの各水準への到達をめざす方針が有
効に働いたものと考えられる。

一方、全体の収拾額が、2014春季生活闘争以降、
最低の水準となり、特に大手組合における賃上げの困
難化が鮮明になっていることは、相場を形成し、波及効
果を発揮する観点からすれば、大きな課題として認識
する必要がある。また、雇用形態間格差の是正につい
ては、十分な成果が獲得できたとはいえない結果となっ
ており、パート・有期雇用労働者の処遇改善に向けた
運動をすべての組合に広げていかなければならない。
※ ２．における数値は加重平均、「昨年比」は記載のない限り最

終集計時点との比較。

３. 賃金関係以外
― 要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

１）労働時間管理の徹底と総実労働時間の短縮
「年次有給休暇取得率向上に向けた取り組み」を中

心に成果が報告されており、取得日数の目標引き上げ
や、時間単位年休制度の導入などの改善がみられた。

２） 働き方と処遇に関する労使話し合いの場の設置促
進の取り組み

「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」に関する職場点検活動の実施や、「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」において人事諸制度の点検・見直しを行うなど、
前進が図られた。

３）ワークルールの取り組み
「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」において法対応が進められたほか、「育
児や介護と仕事の両立に向けた環境整備」等、多様な
働き方を可能とする環境整備の取り組みが進められた。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2022年春闘への課題等につ

いてお聞かせください。

１）賃金引き上げ方針のあり方
大手組合の収拾額は、全体の収拾額と同様に、

2017春季生活闘争をピークに年々低下しており、その
背景には、これまでに十分に賃上げを行ってきたという
認識や、コロナ禍の影響による景気の先行き不安、業績
の低迷により賃上げに対する慎重姿勢を強めたことなど
があると考えられる。仮にこの状況が続いた場合には、中
小労組の交渉にも影響し、経営側に「賃上げを行わなく
て良い」という考えが常態化していた2014春季生活闘
争以前の状況に逆戻りしてしまうことが危惧される。

このような状況を回避するためには、すべての組合
が賃上げに取り組むことのできる賃金引き上げ方針と

する必要があり、フード連合賃金ビジョンの各水準への
到達と、各組合の課題解決に向けた賃金引き上げの
取り組みを両立させる方針とする必要がある。具体的な
方向性としては、今次闘争で新たに示した「格差是正
のためのあらゆる原資獲得の取り組み」と、フード連合
賃金ビジョンの到達度に応じた取り組みとの関係性を
明らかにするほか、賃金ビジョンの到達度により必要と
する賃金の上げ幅などについて議論を深めていく必要
があると考えている。

２） 中小労組支援としての「賃金実態の把握」「定期
昇給制度の確立」に向けた取り組み
今春闘より、フード連合本部、地域ブロックのみなら

ず、業種別部会やグループ大手組合に対しても協力を
要請し取り組んだ。その結果、賃金実態を「把握してい
る」組合数は、前年度より16組合増加、「取り組み継続
中」は33組合となった。一方、定期昇給制度を「確立し
ている」組合数は、前年度と変わらず、「取り組み継続
中」は8組合という結果となった。

賃金実態を把握し、定期昇給制度を確立するために
は粘り強い取り組みが必要であることを踏まえれば、現
在「取り組み継続中」としている組合が賃金実態の把
握と、定期昇給制度の確立を実現できるよう、春闘時
期に限らず重点的にフォローしていく必要がある。また、
未だ多くの組合が取り組めていない状況からすれば、
学習会の開催など、更なる周知啓発に取り組み、各組
合が相談できる機会を増やす必要がある。

３）パート・有期雇用労働者の処遇改善の取り組み
取り組みを広げていくためには、各組合において組

織化を進展させることが近道となるが、春闘の取り組み
においては、波及効果を高める観点から、各組合の取
り組みと成果がより明らかとなるような集計、集約方法
に見直すことも有効と考えられる。また、同一労働同一
賃金においては、最新の事例を加盟組合間で共有す
る取り組みのほか、学習会の開催等による周知啓発を
引き続き行うことも必要である。なお、改正高年齢者雇
用安定法も施行されており、「60歳以降の高齢期にお
ける雇用と処遇に関する取り組み」を進めることも重要
である。

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。2021年9月の定
期大会をもって退任。

（インタビュー日　2021年8月3日）



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　石川　聡一郎 氏
・業種によって環境が異なり、取り組みに幅が出たものの、生活と事業を守ることを優先し交渉を展開。
人財の重要性の再確認など、春闘を通じて労使での協議が深まった。
・労働環境の改善に関して、長時間労働是正の取り組みなどで、昨年に引き続き前進した。

特集9 インタビュー
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1. 2021年春闘の位置づけ、大きな方針
―  2021春闘のポイントや重点事項、それに込められた思いや背景

についてお聞かせください。特に、2021春闘は、「コロナ禍のもと
での闘争」でしたが、これまでの取り組みと比べて留意された点な
どがあれば教えてください。

私たちの産業は、大きくはホテル・レジャー、ツーリズム、
国際航空貨物の３業種であり、人の流れ、モノの流れを
担っている。これまでサービス連合は、秋春闘争時にお
いて、中期的な賃金目標である「35歳年収 550万円」の
実現に向けて、年収改善とりわけ生活の基礎である月
例賃金の引き上げにこだわり着実に前進を続けてきた。

直近を振り返ると、2019春闘では、ツーリズムの業績
は回復傾向を示し、ホテル・レジャーでは稼働率が堅調
に推移し、国際交通貨物も輸出入とも堅調に推移する
状況を背景に、初任給ならびに若年層の賃金引き上げ
や、定期昇給相当分の確保、今後の賃金制度改定に
対する考えを経営側から引き出すなど、賃金水準の引
上げの重要性について労使で理解を深め共有をはか
ることができた。

2020春闘は、３月からコロナ感染症が拡大し、業績へ
の影響が深刻化し、ホテル・レジャー、ツーリズム共に大
きな打撃を受けた。一方、国際交通貨物業では、運賃
の高騰などもあり、小幅減にとどまった。労使は雇用を守
ることを優先しつつも、人財の流出を防ぐために労働条
件の維持・向上にむけて全力で交渉を展開し、多くの
加盟組合は方針に沿った要求を掲げ、実質的な賃金
改善の獲得や定期昇給相当分の確保を獲得した。

2021春闘は、昨年に引き続き、コロナ禍の影響を大き
く受ける交渉となった。緊急事態宣言の発令により人
流がストップし、ホテル・レジャー、ツーリズムでは、昨年か
ら続く厳しい環境が改善する兆しがなかなか見いだせ
ず、先行きが見通せない中、労使で協議を重ねたうえで
希望退職や労働条件の引き下げを判断する加盟組合
もあった。一方、国際航空貨物は、堅調な荷動きと運賃
の上昇から、ホテル・レジャー、ツーリズムとは対照的な
状況となった。業種によって取り巻く環境が異なる中、
産業が苦戦している状況にあるからこそ、全体で取り組
むことの重要性を認識し、各加盟組合はそれぞれの状

況を踏まえ、働くものの生活と事業を守ることを第一義
に鋭意交渉に臨んだ。要求を提出した加盟組合は97
組合（ホテル・レジャー55、ツーリズム35、国際航空貨物
７）となり、前年と比較すると減少した（６月19日時点の
集計。以下で紹介する集計も同時点のもの）。

2. 賃金・一時金関係
― 要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

賃金について、業種によって取り巻く環境が異なるこ
とから、要求は2020闘争と同水準の「実質的な賃金改
善（ベア等）「1.0%以上」を維持し、全体として中期的な
賃金目標を堅持することとした。特に、ホテル・レジャー、
ツーリズムは厳しい状況にあり、先行きの不透明感も強
いことから、定期昇給の確保、制度の維持が焦点となっ
た。賃金改善要求を掲げた加盟組合は69組合となっ
た。

結果は、賃金改善額は、全体で6,950円（2.36%）で
あり、前年（7,861円・2.88％）と比べると▲911円（▲
0.52％）となった（具体的な数値の集計ができた15組合
の平均）。中には、実施時期は遅らせるものの定期昇
給、昇格、実質的な賃金改善に合意した加盟組合もあ
り、できうる最大限の回答を引き出した。

最低保障賃金については、取り組みを全体のものと
するため、2020春闘に続き、産業別最低保障賃金の
要求書の冠紙を本部で作成するなど、加盟組合の取り
組みを支援した。また、最低保障賃金制度の確立等に
ついて各業界団体に対して報告あるいは申し入れを行
うなどの働きかけも行った。要求した加盟組合数は58組
合であり、今春闘で初めて取り組んだ組合もあったほ
か、要求書は提出しないものの、通常交渉で取り組ん
だ加盟組合も一定数あり、必要性の理解とともに取り
組みが進んだ。合意した組合は40組合となった。

契約社員やパートタイマー等の待遇改善について
は、2021年４月に短時間労働者及び有期雇用労働者
の雇用管理の改善に関する法律の施行が中小企業へ
も拡大したことから、同一労働同一賃金の対応の取り
組みが進んだ。
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3. 賃金関係以外
― 要求のポイントや結果、経過に対する評価をお聞かせください。

労働環境の改善にむけて要求を掲げた組合は71組
合であった。所定労働時間の短縮や有給休暇取得促
進など、総実労働時間短縮のほか、同一労働同一賃
金に関する要求が目立った。また、男女平等参画に関
わる取り組みとして育児短時間勤務制度の拡充や、男
性の育児休暇取得促進を掲げる加盟組合もみられた。
さらに、コロナ禍により、感染症への対応に関する要求
や、加速度的に進んだテレワークの環境整備に関する
要求も掲げられた。その他、高年齢者雇用安定法の改
正もあり、60歳以降の働き方について要求する組合も
みられた。

結果は、総実労働時間短縮の取り組みでは、有給
休暇取得促進（11組合）、長時間労働の是正の観点
での労働時間管理（６組合）などで合意した組合がみら
れた。男女平等に関しては、ハラスメントの撲滅（４組
合）、その他、コロナ禍により副業・兼業についての制
度導入、整備など（７組合）があった。

事例として、ツーリズム産業のリモートワークの環境整
備について紹介したい。テレワークと心身の健康・生産
性を両立できる働き方として「ワーケーション」（リゾート地
や地方等の普段の職場とは異なる場所で働きながら休
暇取得等を行う仕組み）が注目されているが、旅行会社
の中には、出張先で休暇も取得できるようにするといっ
た形で、いち早くこの仕組みを取り入れたところもみられ
る。また、勤務地の異動があっても、実際には現地に赴
任せずリモートで仕事ができる環境を整えるなど、様々な
工夫で柔軟な働き方に取り組む動きがみられる。

4. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2022年春闘への課題等につ

いてお聞かせください。

１）2021春闘の受け止めと2022闘争に向けて
2021春闘は、業種によって取り巻く環境が異なり、取

り組みに幅が出た。その中で、交渉の体制に違いはあっ
たものの、多くの加盟組合が生活と事業を守ることを優
先し、企業状況や労働環境、人財の重要性について
労使でしっかりと向き合って協議する機会ととらえて、取
り組んだ。コロナ禍において、春闘を通じて労使で向き
合って協議し、生活と事業を守るために認識を合わせ
られたことは評価できる。しかし、ホテル・レジャー、ツーリ
ズムでは、足下の状況から、人財の重要性は認識する
ものの、賃金改善や一時金で前年を上回る結果とはな
らなかった。

今後、需要が回復したときに、人財なくして対応するこ
とはできない。将来にわたって産業を支える人財の確
保、定着にむけて労働条件の回復・向上に取り組むこ
とが必要であり、魅力ある産業の実現にむけて、中期的

な賃金目標である「35歳年収550万円」を堅持し、今後
も労使関係を維持して、賃金・一時金だけにとどまらず、
労働条件全般について将来を見据えた取り組みを
行っていくこととする。観光産業は今後の日本において
基幹となる産業の一つであり、働きがいややりがいを
持って働くことのできる産業にしていかなければならな
い。人への投資、人財の価値をしっかり訴えていくという
闘いは、厳しい状況においても変えることなく、この考え
方をベースに、2022年闘争も組み立てていく。

２）賃金改善、最低保障賃金
賃金改善については、今後の需要回復にむけて、人

財の流出を防ぎ、定着を図るためにも、企業の競争力
の源泉は人財にあることを再確認し、引き続き中期的な
賃金目標の実現にむけた取り組みを進める必要があ
る。また、今後も最低保障賃金の重要性については増
すものと思われるため、さらに理解を深め、全体の取り
組みとして、すべての加盟組合が要求を行うことができ
るよう支援体制を強化する必要がある。

３）労働環境の改善に向けた取り組み
今後もすべての加盟組合における年間総実労働時

間1800時間の実現にむけて、所定労働時間短縮を軸
とした労働環境の向上に資する取り組みを継続する。ま
た、両立支援・男女平等参画社会の実現にむけた取り
組みは、統一対応に掲げる子の看護休暇や介護休暇
の有給化については達成できていない組合も多く、継
続した取り組みが求められる。今後もワーク・ライフ・バラ
ンスと、誰もが働き続けられる労働環境の実現に向けて
取り組みを進める必要がある。テレワークについては、柔
軟な働き方として、メリット・デメリット双方を検証したうえ
で、よりよい環境整備に引き続き取り組む必要がある。

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4万８千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。

石川　聡一郎（いしかわ　そういちろう）氏
　1979年生まれ、2003年株式会社ジェイティービー入社。2014
年ＪＴＢ首都圏地域労働組合コーポレート支部執行委員、2015
年同執行書記次長、ＪＴＢ首都圏地域労働組合執行委員など
を経て、2017年サービス連合副事務局長（政策局長）、2019年
より現職。

（インタビュー日　2021年8月6日）
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第8回：ワクチン陰謀論による

「二次被害」を防ぐために

京都府立大学公共政策学部　准教授　秦 正樹
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この8月以降、これまで幾度かの「波」を経験してきたコロ
ナ禍の中でも「過去最大の危機」を迎えていることが大々的
に報じられている。過去最高の感染者数を記録し続ける危
機的状況の中で、菅首相は、これを打開する策を尋ねられ
るたびに、ワクチン接種の加速が切り札であるとの見方を示
し続けている。インド由来のデルタ株が猛威を奮う中、とくに
ワクチン接種率が低調な日本において、ワクチン接種の加
速は極めて重要である。他方で、とくにネット上では、いわゆ
る「インフォデミック」とも呼ばれるような、ワクチンに関する陰
謀論や誤情報が数多く見られ、様々な二次的被害を引き起
こしかねない状況となっている。こうしたワクチン陰謀論・誤
情報の蔓延は、特定の人々のワクチン接種を躊躇させる原
因となりかねない点で極めて重要な社会的課題である。実
際、SNS上では、今でも様々な誤情報や陰謀論が出回って
は、各種の機関や科学者が訂正して、しかし再び誤情報が
現れて…というイタチごっこが続いている。では、なぜこうした
ワクチン陰謀論が発信され、また、ワクチン陰謀論を信じた
人に対してどのように対応すべきで、誤情報の蔓延を食い
止めることが可能なのだろうか。今回は、ワクチンに関する陰
謀論や誤情報に関する諸論考の整理を通じて、正しい情
報判断の在り方について考えていきたい。

ワクチン陰謀論拡散の経済的動機
上昌広（医療ガバナンス研究所理事長）「ワクチン陰謀
論を煽って金に換えたい人々の思惑」（『東洋経済オン
ライン』2021年7月28日）は、ワクチン陰謀論を広める
人たちの動機に注目し、とくに米国において、名声を得たい
政治家やビジネス化したい医師などもアンチワクチン活動に
参加しているという事例を紹介している。また米国では、ア
ンチワクチン運動が活性化しないうちにワクチン接種を一気
に加速化させ集団免疫を獲得しようとしてきたのに対して、
日本はこの点にあまり注意が向けられていないと指摘して
いる。同様に、大塚篤司（近畿大学教授）「『コロナワクチ
ンにマイクロチップ』陰謀論になぜだまされてしまうの
か？」（『AERA�dot。』2021年6月25日）も、米国では
アンチワクチンに関するコンテンツが、毎年およそ3600万ドル

（40億円弱）以上の収益を生み出しており、巨大ビジネスと
なっていると指摘する。その上で、医師の立場から、アンチワ
クチン運動は、「人々の健康を守るため」という奇妙な正義
感をくすぐってしまう点が厄介であると述べ、高揚感を得るよ
うな健康情報には一人ひとりが気をつけるべきであると注
意喚起する。 

ワクチン陰謀論を信じてしまう人に
ワクチン陰謀論を受容する人々の心性について、真鍋厚

（著述家）「トンデモな「ワクチン陰謀論」に心酔する人
が、ジワジワと増えている背景」（『マネー現代』2021
年6月19日）は、孤独感を強く感じている点をあげている。
孤独を感じる人は、とくにワクチンのような健康問題と直結す
る問題に関して、ネガティブな情報に日常的に過剰接触しが
ちとなり、そうした負の情報の連鎖によって悲観的なマインド
が増幅される傾向にあると指摘している。平和博（桜美林大
学教授）「「ネットデマは無くならない」世界の知性が口
をそろえるこれだけの理由」（『新聞紙学的』2021年8
月9日）では、巨大なWEB上のプラットフォーム企業（google
やYahoo!など）が国際的に協調し、誤情報などの拡散を防ぐ
ためのガイドラインを遵守することが誤情報の拡散を防ぐ上で
重要だと述べる。さらに、こうしたネット上での陰謀論拡散の問
題に対し、藤田直哉（日本映画大学専任講師）「陰謀論や、
反ワクチン論。科学的な「正しさ」では動かない人とどう
向き合うのか。」（『HUFFPOST』2021年2月24日）で
は、ワクチン陰謀論を信じている人に対して、科学的な正しさ
や論理的な事実を突きつけて考えを改めさせようとすること
は逆効果となる可能性があることを指摘する。とくに、ワクチン
を打ちたくないという人に対して、そのことを糾弾・非難する
のでなく、一度「共感」することが問題解決のキーであると示
唆している。

いかにしてワクチン陰謀論から身を守るか
以上の論稿からは、ワクチン陰謀論について、それを広

めようとする側の経済的な動機と、受容してしまう側の孤
独感、あるいは、ネットにおける情報伝達の方法が奇妙にマ
ッチする点にこそ問題があると整理できる。また、陰謀論を
信じてしまった人に対して、科学的・論理的な説得は逆効
果になる可能性があるとの指摘も重要である。ワクチンや
COVID-19などに関する医学的情報は高度に専門的な場
合も多く、一般人が正確に理解することはそう容易いことで
はない。言い換えれば、自分自身は、ワクチンやCOVID-19
に関する「正しい知識」があると考え、陰謀論などには騙され
ないと「思い込む」こともまた危険であると言えるだろう。「相
手の立場に立って考える」ことは、単に優しさや思いやりとい
った利他的な側面だけでなく、翻って自分自身が陰謀論に
引っかからないようにするための防御策でもあるという点でも
常に心に留めておく必要があるといえる。 

秦正樹（はた・まさき　政治行動論・政治心理学）
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 全繊は日本の繊維産業労働者の統一をつよめる

とともに、国内外の他の産業の労働者とも団結し、

労働者の生活と基本的権利と世界の平和を守るた

めに努めてきた。（全繊同盟教宣部『全繊十年のあ

ゆみ年』、p3）

１．大杉長弘
近江絹糸争議の当事者ではないが、UAゼンセン

の広報の立場からの意見も聞きたい。そう思い定め、

広報・情報局広報担当の大杉長弘に会った。充実

した広報活動で知られるUAゼンセンの情宣担当の

中心人物に初めて会うことになると気付いた。

UAゼンセン会館内の無造作にテーブルやイスが

点在する休憩所で待っていると大杉が現れた。両

手に抱えて持ち込んできたのは、全繊同盟やゼンセ

ン同盟時代の周年記念誌や『全繊新聞』、さらにか

の「UAゼンセンマンガ集団」の作品集などであった。

大杉はマンガ集団の事務局も担っている。この日、

UAゼンセン機関誌『Yuai』は組合員でなくても講読

できると聞いたので、さっそく申し込んだ。

相当に突っ込んだ話もしたが守秘事項もあり、す

べて開陳するわけにはいかない。大要としては、眼前

のゼンセン資料から近江絹糸争議のことを拾え、との

助言である。今回は、主に『全繊十年のあゆみ』『写

真全繊十年史』『全繊二十年』『ゼンセン＝全繊同

盟50年の歩み』『全繊新聞』に目を通して、興味を

もった点、想像をかき立てられた点、新たに見出され

た点などを中心に展開したい。

２． 全繊同盟周年記念誌の中の近江絹
糸争議

全繊同盟の結成は、1946年7月であるから、1954

年6月の人権争議は『全繊十年史』に収められてい

るが、企業再建闘争の記述はない。「全国大会の歴

史」の項には、人権争議中の1954年8月開催の第9

回新潟大会について、近江絹糸争議の闘争強化と

簡単に記されている。「主な紛争議」の項に人権スト

の欄があり、争議経過の要約の次に、夏川王国もわ

れわれの巨大な闘争力の前には屈服するにいたっ

た、と記されている。最後に、人権争議で発生した刑

事事件容疑の一部は現在公判中であり全繊は強力

な法廷闘争を続けている、と結ばれている。その内

容はもちろん、全繊同盟法制部編『近江絹糸法廷

闘争記録』（労働法律旬報社）が克明に記録してい

る。

『全繊十年史』とともに発行された『写真全繊十

年史』の方では、赤松常子の第1回参議院議員当

選や労働省への少年婦人局存置要請活動などの

写真で、女性組合員多数の産別組合の趣きがみら

れる。

正織争議や総評脱退などの強烈な写真が続いた

後に、この本で初めて１ページ大の写真が現れた。

近江絹糸大阪本社前の争議を撮ったものである。人

権争議の写真を見慣れているせいか、どこかで見た

ようなものばかりであまり目新しいものはない。自死し

た東京支部執行委員中村善五郎の遺影と通夜の

第 4 回第 4 回【第18回】大杉長弘インタビューを巡って︵₁︶

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

武庫川女子大学 経営学部

教授　本田　一成

リサーチファイル
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写真が収められてるが、自死した他の2人の女性に

ついては掲載されていない。気になったのは、写真

提供労組一覧の中に近江絹糸労組と記されていな

いことである。撮る側ではなく、撮られる側であったこ

とがわかる。

『全繊二十年』も記念写真集の体裁である。1952

年の総評指導方針批判（四単産批判）、1953年の

大阪府貝塚市開催の臨時大会での総評脱退と続

き、1954年のページは、全労の結成の写真が目立

つ。人権争議は編集上、消極的な扱いに変わったの

かと思ったが、「近江絹糸争議」として別建ての掲載

になっていた。

彦根支部での鐘紡労組から持ち込まれた握り飯

に涙する女性組合たち、中津川支部での夏川退陣

ちょうちんデモ、会社側が雇った暴徒との乱闘、中労

委での第3次あっせん案調印などの写真である。だ

が、企業再建闘争の情報や写真は掲載されていな

い。あまり知られていない理由が少しわかった気がし

た。

1955年になると、人権争議で海外からの支援カン

パで購入したという全繊同盟宣伝カーの第1号の写

真がある。誤認や誤記なのかわからないが、前年人

権争議の時に既に小型の宣伝カーを使う場面の写

真があるから第1号ではないはずである。あれは借り

物だったのであろうか。なお、『写真全繊十年史』に

戻ると、1952年のページに全繊同盟加盟労組初とし

て、旭連（旭化成労働組合連合会）が購入した宣伝

カーが紹介されている。

『ゼンセン＝全繊同盟　50年の歩み』は、ありがち

なことだが、以前の周年誌と基調が同じである。写真

は若干差し替えがあり、人権争議の写真もやや違う。

工場前に集まりスクラムを組む組合員たち、工場前

に集まる警官と対峙する大勢の若者たち、警官との

乱闘シーン、夏川打倒愛知県大会でデモ行進する

人たちなど、これまでの周年誌で最も被写体の人数

が多い印象がある。デモ行進には後に刺殺された浅

沼稲次郎や、三宅正一など社会党議員の姿も写っ

ている。やはり、企業再建闘争は取り上げていない。

一連の周年誌の写真を眺めてすぐ感じたのは、

工場支部ではデモ行進や友情の握り飯など一部を

除いて、乱闘やスクラムなどで女性組合員たちはほ

とんど被写体になっていないことである。本社での

争議写真もほぼ男性だけである。撮影方針や掲載

写真の選択によるものなのかも知れないが、これまで

会った関係者たちの争議の描写と落差が大きいの

は事実である。

３．『全繊新聞』点描・1949年～ 1951年
以下では、『全繊新聞』を手に取り、近江絹糸争

議に関する内容を確認していく。まず創刊号に、近

江絹糸ネタが掲載されていることに気付いた。

不当解雇反対近江絹糸闘う「滋賀県近江絹糸は

組合幹部の不当解雇により、組合の弱体化を計っ

ているが、この解雇に対して第一組合が会社側につ

いたのにあきれ返った組合員は第二組合を結成、

組合員1000名を擁して会社の不当な措置に反対し

闘っている。全繊滋賀県繊及び総同盟県連では関

西事務局の応援を得てこの第二組合の同志を援け

て闘っている。」（1949年4月1日付）

人権争議の約5年前から、名ばかりの第一組合の

組合員有志が、第二組合員を結成している。しかも、

組合員1000人というから大勢力といえる。この時点

で、まだ全繊同盟は地元滋賀県繊からの支援の域

を出ていなかった。

近江絹糸民主化に乗り出す・全繊滋賀に対策本

部設置「【滋賀県繊西田通信員発】既報封建的資

本の牙城として一大惨事を引き起こした近江絹糸の

民主化については、わが全繊同盟がかねてから関

心をもち、その対策を協議していたが、さる7月4日、組

織、争対部が参加して全繊同盟近江絹糸対策協議

会を鐘紡彦根工場労組に開催、近江絹糸民主化

の実践に乗り出すことになった。すなわち、4日の会

議には、全繊同盟本部から間宮重一郎組織部長、

尾野地繊部会長、横内主事、倉島常任の四氏、関

係府県繊から田代（静岡）、河井（岐阜）、田中（滋

賀）、東（大阪）の四氏、近絹労組代表13氏、並びに

地元の滋賀同盟、彦根地方協議会からなど合計14

名が出席して、各地方における近江絹糸の情勢に
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ついて報告があった」（1951年7月9日付）。

人権争議の時に彦根支部で指導にあたる西田八

郎だが、『全繊新聞』に現地記事を送る特派員の役

割があったことがわかる。闘争の主体は全繊同盟滋

賀県繊となり、闘争本部は彦根市の滋賀県繊書記

局内に設置され、委員長は間宮となった。なお、各地

の工場の情勢分析を摘記すれば、①労働者の通勤

は許されず自由のない寄宿舎生活に閉じ込められ

ている、②労働組合は会社の指揮による結成と指

名による役員就任で典型的な御用組合、③外部と

の連絡がいっさい遮断され工場内に入ることができ

ない、④滋賀県繊が既に45日間の支援に動いたが

敗れた、などとなる。全繊同盟は人権争議前の敗北

を認め、短期ではなく執拗な長期戦により、また全国

一斉の闘争に入るべきことを確認している。

入社はロマンスカーで歓迎、退社は勝手に出て

行け！「夢多い乙女心の15 ～ 16歳、北は青森、秋

田、岩手から、南は鹿児島、長崎、西は高知、島根か

らと純真な農村の乙女達は学窓の感傷から実社会

への夢をのせてグラビア写真入り好条件の美しい近

江絹糸の募集広告に身をまかせて集いよった。汽

車路遠路の旅を終えて辿りついた古城下町彦根で

は、夢みる様な近江絹糸のロマンスカー（大型バス）

が出迎え工場生活が始まったのである。（中略）「辞

めるなら勝手に帰ってくれ」。組合は退職金の規定

を会社と結んでいない。退職金は一銭も出ないと

は。」（1951年9月21日付）

小田急線以外に聞いたことがないロマンスカーとい

う言葉が昭和20年代に使用されている。世話になっ

たのに辞めるのはわがままだ、と言われるとの記述も

ある。慰留しているというより、すぐ辞めさせずにでき

るだけ先延ばしにさせていたようである。辞めさせな

い、または辞めるのは本人に原因があるかのように扱

うのはブラック企業の手法の1つである。退職時、重

い荷物を抱えてたった一人で郷里へ帰る女性たち

の姿が思い浮かぶ。

４．『全繊新聞』点描・1952年
近江絹糸またも人権無視・民闘近く摘発の用意

「【三重県支部皆川通信員発】4月18日の近江絹糸

津工場労働組合結成大会において組合役員の選

出は一般投票によるものであると主張した組合員中

岡長一君が翌日解雇に処せられたこと、彦根高工

学校から津実業学校に転校した組合員肥後靖君ほ

か4名に対し会社側は夜学を辞めるよう強制勧告し

てきたが、肥後君は勉学を希望する意思表示を行っ

たためにこれも解雇する等、民主化闘争委員会の日

頃の努力にもかかわらず近江絹糸には依然人権を

無視した労働搾取が後を絶たないようだ。闘争本部

ではこれを重視して早速調査に乗り出したが、基準

法違反、学問の自由の禁止、不当労働行為の疑い

が濃いので証拠を集めて近江絹糸を摘発する予定

である。」（1952年5月24日付）

西田と同様に皆川利吉も特派員として記事を

送っている。皆川は、戦前から活動してきた地元繊

維労働界の大物であり、各地では皆川のようなボス

が近江絹糸争議の現地指導者となった。例えば、先

述した静岡県の田代新一も同様に近江絹糸富士

宮工場の担当となった。全繊同盟は、群雄割拠する

「地方豪族」たちをつないで県支部長として配置し

た後に、本部プロパーたちが県支部長ポストを奪いな

がら本部集権化を果たした。

皆川は津工場を舞台に近江絹糸を摘発し、中岡

や肥後を支援しながらその顛末を詳細に記録して情

報宣伝用の小冊子を制作した。著者がUAゼンセン

友愛の丘の資料庫で発掘した全繊同盟三重県支部

『近江絹糸津工場惨虐搾取の記録』である。

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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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。

〈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）
＜2020年度＞
第１回　2020年9月14日
「産業ストレスの業種差・職種差と関連指標」
高原　龍二　氏（大阪経済大学経営学部　教授）
向井　有理子　氏（国際経済労働研究所　研究員）

＜2021年度＞
第１回　2021年9月20日
① 「流通業種の非正規労働者の処遇および接客方針と
　ワーク・モティベーション」
　向井　有理子　氏（国際経済労働研究所　研究員）
②「正社員・非正社員の均等・均衡待遇と仕事への主観的評価」
　齋藤　隆志　氏（明治学院大学 経済学部　教授）

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。第10回ラップアップ・ミーティングをもって、本研究会は終了した。
　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）

第7回　2019年12月24日
「AI時代の労使関係～どう捉え、どう対応するか～」
山田　久　氏（日本総合研究所　副理事長）

第8回　2020年9月18日
「ＡＩ社会実装の最前線：AI、5G、クラウドとの融合」
入江　満　氏（大阪産業大学工学部　教授）

第9回　2020年12月24日
「 信頼される社会―情報の正しい蒐集・分析・発信、ブロックチェーンに

期待―」
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10回　2021年4月27日
ラップアップ・ミーティング

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

今年は編集の都合上、産別組織へのインタビューを本号でまと

めて掲載しました。今年の春闘は、コロナによる産業・業種等への

影響が異なり、厳しい業種もみられました。その中にあっても、労働

者の目線で、またこの先も産業・業種を守り発展させていくために、

真摯な議論が積み重ねられてきたことが伝わってきました。来年ど

のような方針のもと取り組みが進められるのか、引き続き注目して

いきたいと思います。（S）

公式Twitterアカウントの
お知らせ

（公社）国際経済労働研究所では、公式Twitterアカウ
ントでも情報を発信しています。
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

ON・I・ON2　入門セミナー

第1回 10月15日（金）、第2回 11月10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。

SRCのための調査活用セミナー

第1回 10月26日（火）、第2回 11月18日（木）
13：30 ～ 17：30（休憩・質疑含）
※各回、時間・内容は同じものとなります。
※第１回は終了しています。

＜WEB開催＞ SRC研修コースのご案内

・特集予定テーマ
大人の発達障害
ー職場におけるダイバーシティーを考えるー
発達障害と就労をめぐる現状と課題

早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授
梅永　雄二　氏

大人のADHDと認知行動療法の実践
九州大学人間環境学研究院 / 肥前精神医療センター
中島　美鈴　氏

次号予告
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主要経済労働統計

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
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 101.1 109.6 99.9 104,323 1,229,900 127,555 8,383 76,931,665 78,599,510 −1,667,845

2020.4 86.3 137.6 80.2 7,526 56,143 9,992 743 5,206,030 6,137,194 −931,164
5 77.2 150.5 70.4 7,650 51,239 9,444 314 4,185,622 5,026,959 −841,337
6 81.0 138.3 75.3 7,066 67,190 9,925 780 4,862,354 5,135,263 −272,909
7 86.6 127.8 81.9 7,513 69,788 9,702 789 5,369,179 5,362,105 7,074
8 88.3 124.7 84.5 7,525 67,980 9,414 667 5,233,105 4,988,730 244,375
9 91.6 119.5 88.8 7,193 84,099 10,068 565 6,054,141 5,370,395 683,746

10 93.5 115.3 93.2 8,425 82,211 9,613 624 6,565,808 5,696,655 869,153
11 94.2 114.2 91.9 8,368 88,680 9,371 569 6,113,557 5,757,770 355,787
12 94.0 114.3 92.7 8,809 99,057 9,179 558 6,706,664 5,961,950 744,714

2021.1 96.9 108.7 95.7 8,417 88,627 8,377 474 5,779,567 6,106,730 −327,163
2 95.6 109.8 93.0 7,698 105,593 8,595 446 6,038,238 5,826,498 211,740
3 97.2 110.0 98.2 7,981 127,876 10,435 634 7,378,264 6,720,442 657,822
4 100.0 107.4 99.3 8,029 123,974 10,536 477 7,180,549 6,931,777 248,772

前月比(%) 2.9 −2.4 1.1 0.6 −3.1 1.0 −24.8 −2.7 3.1 −62.2

前年同月比(%) 15.9 −21.9 23.8 6.7 120.8 5.4 −35.8 37.9 12.9 −126.7

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
2017 5,460 190 2,696 1.50 316,966 100.6 143.4 100.0 100.4 533,802 412,462
2018 5,936 166 2,780 1.61 323,553 100.8 142.2 100.9 101.3 558,718 418,907
2019 6,004 162 2,737 1.60 322,612 99.9 139.1 101.7 101.8 586,149 433,357

2020.4 5,923 189 2,197 1.32 274,825 85.1 137.8 102.0 101.9 531,017 406,241
5 5,920 198 1,938 1.20 268,789 83.3 121.9 102.0 101.8 502,403 400,042
6 5,929 195 1,930 1.11 443,111 102.5 136.9 101.9 101.7 1,019,095 473,617
7 5,942 197 1,959 1.08 368,756 102.3 140.2 102.1 101.9 685,717 412,666
8 5,946 206 1,967 1.04 273,243 84.5 128.8 102.1 102.0 528,891 397,069
9 5,961 210 2,009 1.03 269,323 83.3 135.9 101.9 102.0 469,235 392,410

10 5,998 215 2,097 1.04 270,381 83.8 141.1 101.9 101.8 546,786 403,345
11 6,017 195 2,116 1.06 280,460 87.4 138.1 101.4 101.3 473,294 394,705
12 5,984 194 2,095 1.05 547,612 171.2 136.9 101.0 101.1 1,045,032 513,155

2021.1 5,973 197 2,112 1.10 271,761 84.4 128.5 101.4 101.6 469,254 382,942
2 5,983 194 2,170 1.09 265,702 82.6 130.8 101.5 101.6 535,392 370,806
3 5,967 188 2,244 1.10 282,898 87.8 138.2 101.6 101.8 484,914 435,667
4 5,945 209 2,167 1.09 278,680 86.7 143.4 101.4 99.1 543,063 441,922

前月比(%) −0.4 11.2 −3.4 −0.9 −1.5 −1.3 3.8 −0.2 −2.7 12.0 1.4 

前年同月比(%) 0.4 10.6 −1.4 −17.4 1.4 1.9 4.1 −0.6 −2.7 2.3 8.8 

資 料 出 所
総　務　省
労働力調査

厚　生　労　働　省
総　務　省

総　務　省
家 計 調 査職業安定業務統計 毎月勤労統計調査

p：速報値（preliminary）     r：訂正値（revised）
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「コロナ禍で思い知らされた『思い込み』の怖さ―
17世紀のフランシス・ベーコンの錯覚論に学ぶ」

エル・おおさか　令和３年度　大阪労働大学講座　特別講座

【講 師】

京都大学名誉教授

公益社団法人国際経済労働研究所　所長

　　　　　　　　　　　　　　本山 美彦

◦日　時　11月16日（火） 

　　　　午後６時３０分～午後８時３０分

◦会　場　エル・おおさか南館５階　南ホール

◦受講料　無料

◦定　員　100名（定員になり次第締め切ります）

◦主催及び申込先

一般財団法人大阪労働協会 事業部 

〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14

TEL：06-6942-0001 FAX：06-6942-1933

E-Mail：ork@l-osaka.or.jp

◦案内URL

　http://www.l-osaka.or.jp/pdf/210621.pdf

【講師からの言葉】

誰かが意図的に虚偽情報を流したり、根拠のない

噂話が広まったりする社会構造は、今も昔も変わりま

せん。しかし、SNS時代に入り、人々が虚偽情報に

振り回される規模の大きさと速さは、過去のものと比

較にならないほどのものになっています。このまま事

態を放置すれば、過去幾たびもあった民族抹殺の

悲劇が起こりかねません。最近の米国のMITの調査

と17世紀英国の哲学者であるフランシス・ベーコンの

説を比較しながら「虚偽情報」がなぜ広範囲に生ま

れるのかを見ていきます。ちなみに現在の「アイドル」

という用語は、ベーコンの時代では「思い込み」とい

う意味でした。

≪受講上の注意事項≫

○ マスクの着用、および手指消毒などをしてください。

○ 発熱や咳などの症状がある方は、受講をお控えく

ださい。

○ エル・おおさか内掲示のQRコードから『大阪コロナ

追跡システム』に登録してください。

YOSHIHIKO MOTOYAMA

●本山　美彦（もとやま・よしひこ）氏
　1943年神戸市生まれ。貨幣現象を取り上げて、現代 
社会の倫理的側面を明らかにしてきた。近年は米国主導 
の「グローバリズム」のいかがわしさを指摘する一方で、同
国の世界戦略や、対日経済圧力の実態などの問題点の 
解明を行ってきた。 
　その成果は、『売られ続ける日本、買い漁るアメリカ―米 
国の対日改造プログラムと消える未来―』（ビジネス社、 
2006年）、『儲かれば、それでいいのか―グローバリズム
の本質と地域の力―』（共著、「環境持続社会」研究セン
ター、2006年）、『金融権力―グローバル経済とリスク・ビ 
ジネス―』（岩波書店、2008年）などにまとめられている。 
最近の著書に『韓国併合―神々の争いに敗れた「日本的
精神」』（御茶の水書房、2011年）『アソシエの経済学― 
共生社会を目指す日本の強みと弱み』（社会評論社、
2014年）、『人工知能と21世紀の資本主義― サイバー
空間と新自由主義』（明石書店、2015年）、『人工頭脳と
株価資本主義——AI投機は何をもたらすか』（明石書 
店、2018年12月刊）がある。
日本国際経済学会顧問。
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