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松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

　第24回ソーシャル・アジア・フォーラムが11
月17日に東京で開催された。このフォーラムは、
１年に一度、日本、韓国、台湾、中国の4か国・
地域でホストを持ち回りで担当し、労働組合関係
者、労使関係研究者などが集い、自由な議論を行
う場となっている。
　2020年10月に開催を予定していた第24回
会議は日本がホスト国だったが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大により、1年間延期し、お台場の
東京国際交流会館メディアホールを会場に、対面
とオンラインとのハイブリッド開催として実施し

た。また、残念ながら、中国がぎりぎりまで調整
していた中国側参加予定者32名が急きょ欠席と
なったが、３つの国・地域から約120名が参加
した。
　今回のテーマは、前回の台湾会議で確認した

「東アジアの共通課題としての少子高齢化と切迫
する労働供給－多様な人材の活躍と労働組合の役
割－」に加え、「COVID-19による雇用と働き方
への影響の特徴と各国政府の対応および労働組合
の役割」という2つテーマについて活発な議論が
行われた。

授及び台湾 林 文政 労働研究情報センター会長（中

央大学尽力資源所副教授）が各国・地域を代表して挨

拶をおこなった。

　日本からは連合の吉野 友子 会長が主催国としての

歓迎の挨拶をおこなった。「長年交流を重ねてきたソ

ーシャル・アジア・フォーラムは、東アジアの労働問

題についての自由闊達な議論を行える貴重な場であ

り、今後もぜひ継続していっていただければと思う。

日本の状況についてコロナ禍で特に女性の非正規雇

用が大きな影響を受け、女性の自殺者の増加や健康・

精神面でも大きく負担のかかる状況がみられた。コロ

ナ禍や超少子高齢化・人口減少社会に際しても個々

のニーズに合った多様な働き方ができるような社会を

つくっていくことが喫緊の課題となっている。連合は

　冒頭、主催国代表として「ソーシャル・アジア・フォ

ーラムを支援する会」代表世話人である古賀 伸明 連

合総研理事長が開会の挨拶を行った。「COVID-19で

亡くなられた方々への哀悼の意を表するとともに、この

ような状況下で日夜、奮闘していらっしゃるエッセンシ

ャルワーカーの仲間に心より敬意を表する。ソーシャ

ル・アジア・フォーラムは、COVID-19により１年間延

期し、今回、初めてのオンラインによる開催となった。

オンライン開催が可能になったのも技術革新によるも

のである。一方COVID-19は私たちの働き方・暮らし

方に大きな変化をもたらしている。技術革新がさらに

進展し、テレワークの拡大・オンライン会議の日常化

など労働環境や雇用関係にも大きな影響が出てくるこ

とが予想される。また本日のテーマである「少子高齢

化と切迫する労働供給」についてもこれまでとは異な

る道筋が描かれる可能性もある。今回は前回の台湾

会議で確認されていたこのテーマに加えて「COVID-19

による雇用と働き方への影響の特徴と各国政府の対

応および労働組合の役割」を加えた。このテーマに

ついても活発な議論がされると思う。日程も1日とコン

パクトなスケジュールとし、オンライン開催による制約

もあるが、このフォーラムが有意義なものとなることを

心より祈念する」とフォーラムへの期待を述べた。そ

の後、韓国 イ・スンギル 亜州大学法学専門大学院教

報 告 第24回ソーシャル・アジア・フォーラム東京会議
（11月17日）がオンラインで開催されました

開会あいさつを行う古賀連合総研理事長
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過度な長期化、技術系職業体系の衰退などの要因に

より職場が期待している多様化した人材の活用と矛盾

する状況になっている。また、工会が多くの職場で設

立され拡大していく中で、工会には健康保険加入の身

元確認や保険費用の分担という問題を解決する役割

が期待され、労使関係の問題に無関係となり、本来

期待されるような労働権益での機能を発揮することが

不可能となった。さらに法令や規制により名前は「工

会」であっても社会保険の取り扱いという事務的機能

を担うだけの存在となり、政治的な場における対話能

力を喪失し期待を失っている。工会はその社会的能

動性を減少させていると言える。さらに、台湾の島国

としての閉鎖的性格により、台湾社会は自覚しない内

に危険な状況に陥っていくと考えられる。

「新型コロナウイルス (COVID-19) が
雇用と労働形態にもたらした影響お
よび対応措置－政府と工会の役割」

台湾２
劉人瑋（台湾石油工会　副秘書長）

　台湾において2020年時点でのコロナ禍の抑制状況

は良好であった。しかし2021年5月に感染拡大した時

は簡単に収まらなかった。ここでは、台湾政府が特に

労働環境の維持のためにおこなった政策内容につい

て政策の有効性とメリット・デメリットについて考察す

る。その中でも全ての政策を対象とするのではなく、

労働環境の維持のためにおこなった労働者への救済

2035年の社会を展望し「連合ビジョン」を策定した。 

「私たちが未来を変える」との決意のもと「まもる・つ

なぐ・創り出す」運動の再構築をめざしている。また 

「ジェンダー主流化」を連合運動の中心に据え、連合

が一丸となって男女平等参画を進めていく決意であ

る。今回のまさにタイムリーな２つのテーマについて活

発な討議を期待するとともに、各国地域との交流と連

帯がより一層強まることを祈念する」と日本の状況や

「連合ビジョン」の取り組み、及びフォーラムへの期待

を述べた。

各国報告

「少子高齢化に起因する労働
力不足－人材多様化の活用と
工会の役割」

台湾１
陳立儀（中国文化大学労働・人材資源学系助理教授）

　多くの先進国が少子化に直面し、少子化により必

然的に労働力不足が引き起こされる。このような社会

の変化に対して産業構造の転換と同時に仕事の現場

において個々の労働者に対しどのように多様な職業技

能が期待されるようになるのか。台湾において工会 

（労働組合）はこの職場の変化に対してどのような役

割を果たすことができるか。この点について分析を試

みた。

　長期間にわたり、台湾政府は少子化問題に対応せ

ず、労働力不足に対しても、雇用の硬直化、教育の

歓迎挨拶を行う芳野連合会長 台湾からの報告のパートで議長を務める藤本連合総研所長

―  31  ―



DIO 2022, 1

措置に焦点を当てる。

　労働の安全（雇用の安定）に関する基本政策につ

いては①融資による支援（コロナ禍の影響を受けた労

働者に対し最大10万台湾元、期間3年、金利1.845％

1年目の利子は政府が肩代わりする）②雇用支援とし

て、リフレッシュ研修計画（労働時間を減らして研修

期間とし研修手当を支給する）や安心雇用計画（無給

休暇に対して毎月の賃金差額として50％が支給され

る）③失業労働者に対する支援として、失業労働者

への子女に対する就学補助・非自発的な失業者への

雇用奨励金の支給・失業給付の付加給付が実施され

た。

　また、企業に関する支援として①この期に安全装置

の導入・生産設備の改善など設備を向上させるための

投資への支援②従業員のワークライフバランス促進に

対する助成額の引上げ③貸付金の返済期限の延長な

ど緩和措置をおこなった。一方、最も弱い立場にある

末端労働者に対しては①自営業者などへの生活補助

金の支給②視覚障害者マッサージ拠点への物品支給

③政府からの時間制雇用の提供によるパート労働者

への支援をおこなった。そして、青年（若年者）の雇

用に対する支援として①新卒者の就職への奨励金②

青年への職業訓練の費用の補助と学習奨励金の支給

③企業のインターン（実務訓練）提供への補助金支

給④特定製造業・介護サービス業・建設業に従事す

る青年への奨励金支給などが実施された。

　これらの労働者救済措置の実施における問題点は

①金銭的救済だけでは根本解決にならず長期的な効

果を生むことはできず、新型コロナウィルスによる影

響が終息しないかぎり問題は解決されない。しかし、

今すぐ必要と言う切実な問題には対応している。②救

済の基準・審査認定額に一定の原則がなく、労働者

または企業での適用において疑義と困難が乗じてい

る。③特殊な労働およびその従事者ならびに一部企業

（芸術・文化産業関係者、小規模企業）の救済を十

分にカバーしていない、および2020年と2021年の基

準が異なることで不公平感を抱かせた。

　このような政府・行政の対応について工会及び関連

労働団体はどのような役割を担っていくべきか。今回、

観光業及び仲介業者以外で最も大きな被害を受けた

「８つの業界」（カラオケ、風俗マッサージを含む理髪

業、特殊浴場、接客を伴うダンス劇場、クラブ、キャ

バレー、バー、個室喫茶）については一気に業界の

浄化に取り組み、業界の合法化を図ると共に、従業

員の転職指導おこなうべきである。「８つの業界」の

制度化・合法化を図り政府の管理下に置き、供給側と

需要側がともに満足できる状況を生じさせるべきだ。

　工会は、政策面での提言・監督の他に政府・行政

の複雑な規定に困惑している労働者へサポートすると

いう務めを果たさなければならない。そして、労使紛

争が発生した場合には、工会は労働者が自らの権利

を行使できるように援助すべきである。そして、コロ

ナ禍において引き続き労働者の声を代弁し、労働者

の窓口となり関係当局に要求していく役割も果たさな

ければならない。

「少子高齢化時代における多
様な労働力の活用化と労組
の役割」

韓国１
李 ユンジン（ソウォン大学　社会福祉学部　教授）

　少子高齢化という時代的な動きは東アジアのみなら

ず世界的に共通している問題と言える。少子高齢化と

いう現象とともに、多様な労働・雇用関係の下で労働

者がどのように社会保障制度を通じて保護されなけれ

ばならないのか、どのような雇用が必要なのか、さら

に労働組合がどのような役割を果たすべきかについて

韓国の状況を中心に論じたい。

　労働力の多様化は、労働組合の役割の変化と社会

保障制度の変化を伴う。社会的連帯と合意、デジタル

資本主義の活性化などが少子高齢化社会でどのよう

に融和されるべきかという構想が必要であり、多様化

する労働者を包含する労働組合の新たな形態が必要

とされている。
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第24回ソーシャル・アジア・フォーラム東京会議オンライン開催

　一方、社会保険制度についても変化が必要とされて

おり、多様な労働者を受け入れるような方向を検討し

なければならない。この際、労働組合は一定程度の

役割を果たさなければならない。

　少子高齢化の中では出生率を引き上げる方策と同時

に新しい資本主義秩序に対応する戦略が必要である。

雇用政策については、各種の規制を緩和して労働市

場の多様な展開を可能とする基盤をつくる。そして、

労使間の対話と未来に向けての譲歩と説得妥協が必

要となる。強固な社会保険制度の構築により労働柔

軟性を確保することで労働者の生活と未来を保障す

る。このように労働柔軟性と社会保障安全網が同時

に機能することが重要なことである。

「Covid-19 が雇用と業務スタ
イルに及ぼした変化、政府の
対応と労働組合の役割」

韓国２
ジョン・フンジュン（ソウル科学技術大学　経営学科教授）

　Covid-19感染拡大は韓国おいても雇用の減少など

の影響があったが、業種別、雇用形態別、所得水準

ごとに雇用不安に差があることが明らかになった。飲

食店・宿泊などの対面サービス産業、非正規雇用（臨

時・日雇）、低賃金労働者がより大きな雇用不安をも

ち、雇用保障・社会保障のあり方が課題となっている。

独立契約者（従業員のいない1人自営業者）とプラット

フォーム労働者が増加しており、その保護法について

の議論も始まっている。

　労働時間についてはCovid-19を期に弾力的労働時

間制活用が大きく広がった。フレックスタイム制が特

に多く女性の経済活動参加に寄与している。しかし、

弾力的労働時間制度は活用できる職種が限られてい

る。また、社内インフラ（イントラネット）が構築され

ていなければならないので主に大企業でのみ活用さ

れる。非正規雇用労働者も正規雇用労働者と比べて

弾力的労働時間制度に活用割合が低いが、その要因

は業種が対人サービス業のエッセンシャルワーカーが

多いことにある。

　このような状況下で政府は、①「雇用維持支援金（日

本の雇調金）」「緊急雇用安定支援金」を支給し解雇

や零細事業主を救済した②雇用保険（失業手当）を

2025年までに段階的に全国民に適用するというロード

マップを発表した③「プラットフォーム従事者保護法

案」を発表した、という対応をおこなった。

　Covid-19感染拡大により労働組合は、労働市場の

格差（賃金と雇用の安定）をどのように縮小させるか

を重要な課題と捉え、雇用関係の多様化により普遍

的な社会安全網（雇用保険・労災保険・傷病手当な 

ど）が重要であり、労働基本権の死角に置かれた労

働者をどのように保護するかを検討することが急務と

なっている。

会場の様子

同時通訳ブース
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「東アジアの共通課題としての少子高
齢化と切迫する労働供給－多様な人材
の活躍と労働組合の役割－連合「人口
減少・超少子高齢社会ビジョン」検討
委員会（最終報告）より」

日本１

佐保昌一（連合総合政策推進局長）

　日本の社会では急速な超少子高齢化が進展し、「働

き方改革」により「一億総活躍社会の実現」をはかり、

労働力不足へ対応し労働生産性と賃金を引き上げ、生

産と消費を支えていくことが重要となっている。財政

と社会保障制度の持続可能性が問われている。

　連合は2035年の社会を展望し、目指すべき社会に

向けて「連合ビジョン」を策定した。雇用労働分野に

おける諸解題に対応し、取るべき進路として①「雇用

の原則は定めのない直接雇用」であり「有期雇用契約

の入り口規制」を実現する②ハラスメント防止、同一

価値労働同一賃金、高齢者・障害者雇用等多様性を

受け入れる職場づくり③失業なき労働移動に向けての

体制整備④雇用関係によらない「曖昧な雇用」への

法的整備⑤リカレント教育・生涯学習の推進等持続可

能な発展を担う人材育成の強化⑥労働時間の短縮と

雇用形態間の均等・均衡待遇の確保⑦社会でともに

生活する仲間としての外国人労働者の受け入れの整

備などをおこなってく必要があると考えている。

　社会保障分野の諸課題に対しては①社会保障の機

能強化②効率性の高い社会保障制度の構築③サービ

ス供給体制と財政の両面から持続可能な制度の構築

が必要となる。仕事と生活の両立の分野では、①仕

事と育児の確実な両立②仕事と介護の確実な両立③

仕事と治療の両立を可能とする職場環境づくりが急務

となっている。

　日本はこれらの課題先進国として、課題への解決

策を示し国民とともに着実に一つひとつの課題を解決

し、いきいきと安心して暮らせる社会をつくり、各国

のモデルとなるべきである。

「COVID-19によるANAグループ
への影響と労使の取り組み」

日本２
濱田恵輔（航空連合ANA労働組合中央執行副委員長）

　航空関連産業はCOVID-19の影響をもっとも大きく

受けた産業のひとつである。航空旅客需要が蒸発し

たことにより労働条件の低下だけでなく、誇りをもっ

て取り組んできた仕事がなくなるという困難な状況に

立ち向かってきた。この間、会社は「社員の雇用を守

り運航便再開に向けて教育訓練を充実させる」という

方針を社内外に宣言し様々な施策を進めてきた。ＡＮ

Ａ労働組合として①いかなる環境でも安全は絶対に譲

れない②人件費に関する施策については「生活を守 

る」ことのできる賃金水準であること③「チームスピリ

ット×チームワーク」を高める施策が構造改革と同時

に展開されること④ＡＮＡグループの姿・将来展望が

示されること、という方針のもとに労使で度重なる協

議をおこなってきた。そして、一時帰休・部分就労の

拡充により労働時間は大きく減少し、一時金などの賃

金も減少した。教育訓練の拡充や社外出向、各種休

業・部分就労制度などの新たな働き方を導入し、雇用

維持に努めた。希望退職や特別転身支援などあくま

で本人の意向による特別措置や兼業・副業の許可の

緩和などさまざまな施策を労使で協議し実施した。労

働組合独自では組合費徴収の減免や共済制度の拡充

など少しでも組合員の生活に資するような取り組みをお
日本から報告を行う連合佐保総合局長

―  34  ―



DIO 2022, 1

第24回ソーシャル・アジア・フォーラム東京会議オンライン開催

こなった。

　さらに経営のパートナーとして各職場、部門、にお

いて経営との労使協議を通じて経営のチェックを実施

した。労働組合の「課題認識」を経営に提出し部門

戦略に具体的に反映させた。ＡＮＡ労働組合は、労

働条件の維持・改善のみならず、今後も経営のパート

ナーとしての価値を発揮することでCOVID-19の苦難

を乗り越え豊かな未来を創っていきたいと考えてい

る。

　日本の報告に対しては、「社会保障制度の維持のた

めの財政健全化についての考え方」「連合としての雇

用原則や労働者性に関する考え方など多様な労働者

に対する労働組合の対応」「ハラスメント防止の取り組

み状況」「コロナ下におけるＡＮＡ労働組合の取り組

みの現状について」など多くの意見・質問が出され日

本の労働状況についての関心の高さが示された。

　その後のフォーラム全体を締め括る全体討論・総括

が、川本連合会長代行（総評会館理事長「ソーシャル・

アジア・フォーラムを支援する会」代表世話人）の議

事進行でおこなわれた。

　「日本の高齢化対策について効果のあった施策につ

いて」「雇用類似の働き方をしている人へのCOVID-19

における補償のあり方」「人権デューデリジェンスにつ

いての取り組み状況について」など短い時間だったが

活発な討論がされた。今回の2つのテーマに関して、

３つの国･地域それぞれの国情の違い、各国特有の課

題も存在するものの、共通の課題も多いことが明らか

となった。課題解決に向けて、各国労働組合をはじめ

とした相互協力がますます必要になると思われる。

　最期に各国代表の挨拶がおこなわれ、日本側から

は古賀 伸明連合総研理事長（「ソーシャル・アジア・

フォーラムを支援する会」代表世話人）が今回のホス

ト国としての挨拶をおこなった。なお、次回は、「ポス

トコロナ時代における東アジアでの包摂的で公正な労

働の世界の構築と労働組合の役割」（仮称）という原

案をもとにテーマについて詳細を各国事務局で調整を

進め、中国で会議を開催することを確認し閉会した。

日本からの報告を行うANA濱田中央執行副委員長

写真左から、金子代表世話人、川本代表世話人（古賀理事長）中嶋顧問、西原顧問
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