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巻頭言

府は、本年6月に決定した骨太方

ラウドアウトされて、経済成長力が阻害

針2022の中で、安全保障環境が

されるという効果によるとみられる。因

一層厳しさを増していることから、外交

みに、近年のOECD諸国について、防

・安全保障双方の大幅な強化が求め

衛支出のGDP比率と一人当たりGDPと

られているとし、防衛力を５年以内に

の関係をみてみると、弱いながらも、負

抜本的に強化するとした。歴史的にも

の関係が存在しているようにみえる。

国際的にも巨額の債務を抱える財政状

巻頭言

況の下で、持続可能な社会保障制度の

響する関係もみられる。例えば、2000

構築という課題と共に、どのように進

年以降の20年間では、中国は、大幅に

めていくことになるのだろうか。年末に

支出額を増加させてきたが、そのGDP

向けて内容と予算と財源の３点セットで

比率は総じてみれば安定的であった。

国際情勢の変化と経済

考えるとされる。さらに防衛力強化は、 GDP比率が上昇した国もあるが、基調
的な動きとして防衛支出を増大させてき
経済とも関係してくるだろう。
第一に、基礎体力としての人口と経

た主要な国は、経済成長による経済規

済力について。国際政治学で議論され

模の拡大があってそれを可能としている

てきた国力の概念では、防衛力と共に

という実態な関係がみられる。

それを支える人口と経済力は重要な構

以上を踏まえると、成長力が衰えてき
ている日本では、対応は容易ではない。

成要素となる。
人口は、特に生産年齢人口が大きく

経済の実力以上に防衛力を抜本的に強

減少を続けている。出生数減少に歯止

化した場合、それが経済成長に負の効

めがかかっておらず、人口減少という

果をもたらす結果、経済の長期低迷を

国家的危機が今後も続く。

更に長引かせる要因となり、ひいては防

経済力は、相対的な地位の低下が著

衛力にも影響が跳ね返ってくる可能性が

しい。1995年には、
日本のGDP規模
（米

ある。また、経済力を高めながら、そ

ドル 換 算）が 米 国の 約3/4、世界 の

れに応じて防衛力を強化していくことが

18％を占めるまで高まっていた。
しかし、 難しい場合は、安 全保障と国民生活、
2020年には米国の約1/4、世界の6％ いわゆる大砲とバターのどちらを優先す
の水準にまで大幅に低下している。ち

るかという厳しい選択を迫られることに

ょうど四半世紀で日中が入れ 代わり、 なる。
今後防衛力の整備が必要な場合も、
中国とEUが共に米国の約3/4、世界の
17 ～ 18％を占める。また2010年代に、 経済力の強化を通じて実現していくとい
米国は、日本と対照的に世界シェアを う視点がやはり重要ではないか。それ
上昇させていた。国際社会における日

を補う上でも、対外政策などを通じた国

本の存在、相対関係がかつてと大きく

力の強化や費用対効果の高い効率的な

様変わりしている。さらに日本の経済

防衛力整備など、多面的、総合的に安

成長自体も、2030年代にはマイナス成

全保障戦略を考えていくことが期待され

長が常態化するとの予測もある。

る。また防 衛力整 備を進める際には、

こうした基礎体力の実態を改めて踏

漸進的なアプローチにより、経済との関

まえた上で、国力や防衛力の今後のあ

わりの面からも状況変化に柔軟に対応

り方、戦略的対応を考える必要があろ

できるようにしておくことも大事だろう。
日本経済の長期低迷の背景・要因に

う。

連合総研所長

藤本一郎
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他方、逆に経済成長が防衛支出に影

第二に、防衛支出と経済成長との関

は、将来の成長のための投資が減退し

係について。防衛支出が経済成長に及

ていたことがあげられる。今後の安全

ぼす効果については、成長促進と成長

保障にとっても、人材力、科学技術力

抑制の両方の可能性があるとされる。 などの強化を図り、日本経済の真の再
実際に生じる成長 への純効果として 生を早く実現することが何よりも望まれ
は、実証研究の様々な結果からマイナ

ることであろう。

スと結論せざるを得ないとの見方が示
されている１。防衛支出が多い国ほど、 １ T
 .サンドラー・K.ハートレー（1999）
「防衛の
経済学」
民間の設備投資や研究開発投資がク
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特集

開き、広がる、労働組合
労働組合への理解や参加が増えない原因に、「組合による組合員のための組合運
動」という閉鎖性があると指摘されてきました。しかし、2021年、労働協約の地域
的拡張適用が初めて厚生労働大臣によって決定され、海外ではわずか１年で会員
数を100万人以上増やした労働条件改善プラットフォームが登場するなど、集団的
労使関係に拡大の兆しが生まれています。
そこで本特集では、メンバーシップ型の労働組合のあり方に関する鼎談、労働協約
の拡張適用のさらなる展開に向けた論稿、イギリスのオンライン・プラットフォー
ムの全容を明らかにするインタビューを掲載します。労働者の連帯は広がりつつ
あります。
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鼎 談

閉ざされた労働組合から
開かれた労働組合へ

法政大学
キャリアデザイン学部教授

東京大学
社会科学研究所教授

連合総合
生活開発研究所主幹研究員

松浦 民恵氏

水町 勇一郎氏

中村 天江

働く人の発言と当事者性

働き方をしたいのかを、労働者が考えて発言す
る機能が弱くなっているように感じています。

中村 働く人の多様化が進み、働き方のニーズ
が個別化している中で、労働組合のこれからの

水町 働く人の多様化や働き方の多様化のなか

あり方について議論したいと考えています。最初

で、法律で何でもかんでも決めて、守ってもらう

に、現在の日本の労使関係の課題をどのように

ことが難しくなっています。労使の話し合いや、

とらえているかお聞かせください。

情報の見える化により、自主的な取り組みを進め
ていこうというのが世界の動向です。
労働組合の組織率は海外でも低下しています

松浦 私が危機意識を持っているのは、労働者
側の発言機能の低下です。例えば「働き方改革」

が、日本の問題は、ユニオンショップとチェック

についていうと、政府が決めた方針のもと、人事

オフで成り立つ企業別労働組合が基盤となって

主導で進められたケースが多く、結果として「働

いることです。ユニオンショップの人たちの多く

かせ方改革」になってしまったのではないかと危

は、必ずしも積極的に組合活動をしようという意

惧しています。

識をもっていません。入社のときから組合費を自

「働き方改革」のセミナーに参加されている従

動的に天引きされ、忙しいなか役員が回ってきた

業員や管理職の方々に、
「あなたがたはどのよう

ので非自発的に組合活動をしているのが、日本

に働きたいですか」とたずねても、なかなか答え

の組合活動で多く見られる姿です。
加えて、組合員による組合のための組合運動

が返ってこないことがあります。
「働かせ方改革」
への不満はあっても、それなら自分達はどういう

DIO 2022, 7. 8

になっていて、組合活動が市民の共感、尊敬を
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受けるようなものに必ずしもなっていません。組

水町 そうです。フランスではユニオンショップ

合として、その構造をどのように意識し、変えて

やチェックオフがない状態で、約1割の労働者が、

いくかという視点が大切です。

自ら組合費を払い、自分の時間を使って、組合
活動に取り組んでいます。彼らは、組合員では

中村 私も、働き方の多様化や雇用の流動化が

ない全労働者・全国民のために、社会運動とし

進み、キャリア自律が求められるようになってい

て組合活動を行っています。
組合員ではない人も、組合がストライキをする

ますが、日本では働き方は会社選びによって実
現するもので、自分たちで創るものとは思えてい

といえば、共感してストライキに参加しますし、

ないことを懸念しています。

市民運動でデモにも参加をします。その意味で、

国際調査を行ったところ、入職タイミングで
企業と働き方についてすり合わせている個人の

組合員ではない人が組合活動家に対し、尊敬の
念をもちながら、共感しています。
日本でもコミュニティーユニオンが出てきてい

割合は、アメリカやフランスなど海外諸国は８割、
９割のところ、日本は５割しかありませんでした。

ますし、昨年は茨城県で労働協約の地域的拡張

労働者がこのように受け身になってしまった背

適用が決まりました。労働組合のない所にも自分

景には、教育も含め、労働者は企業に比べ弱い

たちが作ったルールを広げ、単一企業に閉じな

立場にあることを前提とした、パターナリスティ

い労使関係が広がりつつあります。

ックな政策や労働法制の影響があると考えてい
ます。制度や仕組みが拡充されてきた一方で、

メンバーシップ型とジョブ型

個人ひとりひとりの力は十分にエンパワーされて
根源的には、
「労働関係は契約なのか、

こなかったので、個人は働くことに対する当事者

水町

性をもてないままになっています。

制度なのか」
「働く人は個人なのか、共同体なの
か」の議論があります。ローマ法では、個人と

松浦 伝統的な日本的雇用システムでは、長期

個人で、労働と対価としての賃金を交換する取

雇用の労働者が、経営側と一緒に組織を良くし

引契約だと考えるのに対し、ドイツのゲルマン法

ようと、より踏み込んで発言できることが強みだ

では、働くことは企業組織や共同体にメンバー

といわれてきました。

として参加をする関係として捉えられており、単

しかし、あるデータを分析したところ、勤続年

純な契約ではありません。

数が長いだけでは、労働者の発言が必ずしも活

日本は実態としてはゲルマン法以上に共同体

発化しないことがわかりました。勤続年数だけで

的な性格が強い。それが終身雇用であり、メン

はなく、自分達の組織をより良くしたいというよう

バーシップ型です。企業という共同体に入ること

な組織への愛着が発言につながります。組織に

で、雇用関係や労使関係が形作られ、組合もそ

対する労働者の愛着を取り戻すことが大切です。

の形で展開され、機能してきました。しかし、い
まやメンバーシップ型の問題が浮き彫りになり、

水町 フランスの組合組織率は約10％で日本よ

ジョブ型に変わっていく過渡期にあります。
ジョブ型では、個人が持つスキルと、ジョブ

りも低いですが、労働組合の存在価値や社会的

に対する企業の評価を結びつけるので、契約型

意義は大きなものがあります。

や個人型に近づいていきます。雇用がジョブ型
中村 フランスは労働協約の適用率が90％を超

になれば、労使関係も企業共同体的なものから

えていますね。

企業を超えた社会的なものに変わっていきます。
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鼎 談
そうすると、労働組合もジョブの観点や企業を

松浦 限られたインタビュー調査の範囲ですが、

超えた視点から組合運動を考えていかなければ

ERGでの活動は、伝統的な労働組合に比べて、

なりません。

自発性、柔軟性、開放性が高いと考えています。
ある日系企業が、人事主導で女性活躍推進のプ

松浦 水町さんと私は、ジョブ型に対する考え

ロジェクトチームをつくったのですが、人事主導

方が少し違うかもしれません。日本で企業別労

だとメンバーが受け身になり、活動がなかなか活

働組合が形成されてきた背景には、企業特殊的

発化しなかったそうです。ところが、人事が「あ

能力を重視する日本的雇用システムがあります。

なたたちの好きなようにやってください」と手を

企業別労働組合の合理性は、今もある程度存在

離したところ、メンバーに当事者意識が芽生え、

していると私は考えています。

活動が一気に活発化したということです。
自分たちの発言や取り組みによって実際に組

昨今の企業別労働組合の問題は、職場の課
題、目の前にある新しい課題を十分に吸い上げ

織が変わると、活動の手応えを実感できます。

られていない、また、発言を通じた課題解決につ

労働組合の活動も、この人事主導のケースと同

なげられていないことです。その点が、ジョブ型

じように、メンバーが受け身になっているのかも

かどうか、企業別かどうかという以上に深刻な問

しれません。また、ERGは労使の枠組みにとらわ

題だと思います。

れず、課題解決のためであれば人事とも手を組

グローバル企 業を中心に展開されている

みます。ERGのメンバーには管理職が入ってい

“ERG”
（Employee Resource Group）という従

る場合が少なくないですし、役員を巻き込んで

業員グループのインタビュー調査を実施したこと

課題解決や発信につなげている例もあります。

があるのですが、衝撃を受けたのは、当事者が
自発的に、自分達の目の前の課題の解決に取り

中村 メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用

組んでいることです。日系企業のERGにもお話

へという変化のなかで、労働組合が果たさなけ

を伺う機会がありましたが、
「自分達の組織を自

ればならない役割は２つあると考えています。
1つ目は、現状、日本企業のほとんどの職場は

分達の力で変えてやる」という姿勢が鮮明で、

メンバーシップ型のままですが、そのメンバーシ

当事者意識に圧倒されました。

ップの質はどうなのかという点です。総合労働相
中村 ERGの活動は、労働組合とどこが違うの

談では、10年連続で「いじめ・嫌がらせ」が1位

ですか。

です。労働組合のある企業でもパワハラ自殺が
起きています。
13カ国で行った国際調査において、
人間関係による離職が最も多いのは日本でした。
つまり、企業別労働組合は、職場のメンバー
シップの質を高められるか問われています。例え
ば、三井物産労働組合は組合員調査で問題の
ある職場を効率的に特定し、必要に応じて介入
しています。組合役員が全ての人に会って、情
報を集めるのではなく、データにより組合の生産
性を高め、組合員への関わり方の精度を高めて
います。
２つ目はジョブ型雇用になると、定期昇給が

DIO 2022, 7. 8
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機能しなくなることです。日本企業の賃上げはベ
ースアップと定昇に負っています。しかし、ジョ
ブ型雇用では勤続年数や年齢によって賃金は上
がりません。ジョブ型雇用のもとで、賃上げの仕
組みをどのように整備するのかはこれからの重要
な論点です。

組合活動家への尊敬や共感
水町 長い目で見れば、日本の生産性は落ちて
いて、実質賃金も上がっていません。複合的な

松浦 労働組合が一番大切にすべきなのは、働

要因があるものの、ここで変えなければ10年後、

く人たちの共感と支持を得ることだと思います。

20年後は泥沼です。労働組合が変革の意志を

働く人が多様化をしてきている一方で、労働組

持てるかです。

合の活動が、一部の人だけが関わる、閉ざされ

ドイツもフランスも伝統的に、社会運動や組

た活動のようになってしまうと、共感も支持も広

合活動に対する高い意識、尊敬があります。社

がらないでしょう。まずは企業の中で、労働組合

会的パートナーシップが大切であり、それを担う

の活動をより開かれたものにしていく必要があり

のは経営者と労働組合です。両者の話し合いに

ます。

よって社会のルールを決めるという文化がありま
す。組合活動家は尊敬される職業の一つです。

そのためには、労働組合の活動内容や意義を、
多くの人に理解してもらうことが重要です。一般
の組合員の方々から、組合費徴収への不満を少

中村 ドイツは企業の監査役会（Aufsichtsrat）

なからず耳にしますが、労働組合は、一般的な

に労働者代表が入っています。社会の意思決定

従業員グループと異なり、さまざまな法的保護を

のあらゆる階層に、労働者側の立場から関与で

受けられる組織です。組合員が困ったときに、労

きる。労働者の当事者性を高め、それがキャリ

働組合は頼りになるのだということもあまり理解

アの目標にもなります。

されていないので、労働組合についてPRするこ

日本の企業別労働組合は、管理職手前の人

とも大切ではないでしょうか。

たちで運営していて、いずれは抜けていきます。
組合役員が2、3年で代わることもよくあります。

中村 単組の方にヒアリングしたら、
「僕たちは

これだと、組合活動で長くリーダーシップを発揮

黒子でいいです」とおっしゃるんです。その組合

しにくいので、構造的な問題が後回しになり、プ

はパワハラ問題の解決などに尽力しているので

ロフェッショナルが育ちにくい。また、経営がグ

すが、組合員のプライバシー保護と、問題を公

ローバル化し、事業変化のスピードが加速して

けにしたくない経営を慮り、活動内容を組合員に

いるので、労使間で情報や経験の差が広がって

も報告していません。それでは、組合員には労

いるようにもみえます。

組は何もしていないように見えてしまいます。

日本でも、組合活動を経た個人のキャリア形

奉仕精神の強さが、組合員の理解を得ること

成がもっと魅力的になれば、優秀な人が集まり、

に対しては逆に作用してしまうこともあるので、

組合がより建設的な役割を果たしていけるように

情報発信をもっと意識的に行う必要があります。

なります。
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閉じた組合を開放する

組合活動を続ける中で「自分の時間や家庭生活
が犠牲になる」との回答も５割近くあります。賃

松浦 ユニオンショップとチェックオフは、労働

上げや雇用維持といった伝統的なテーマを抱え、

組合の組織基盤の安定に寄与する仕組みです

眼前の課題で手一杯になり、余力がないために、

が、組織基盤の安定は、組合への加入勧奨の

今日的な課題への対応が遅れているのです。

労力を必要な活動に振り向けられる面がある一

環境変化により、実現しやすい課題・実現し

方で、改革の必要性への感度を鈍らせる面もあ

にくい課題は変わります。今であれば、ハラスメ

るかもしれません。

ント防止やテレワークなどは、組合員のニーズに
応えられる課題です。実現が難しい課題を掲げ

水町 組合の運動は、ユニオンショップとチェ

て団結を仰ぐよりも、実現できる課題に着実に取

ックオフのままでも変えられます。日本の労働組

り組むことで、組合員からの支持は高まります。

合法は、組合員が2人いれば組合として認めてい

そのためには、組合自身が働き方を改革し、自

ますし、企業レベル・地域レベル・全国レベル

社以外の取り組みにアンテナをはることが必要

いずれでも組織化が可能です。

です。

労働組合の活動は、正当なものであれば、つ
まり他人の権利を侵害しないものであれば、広く

企業を越えたセーフティネット

様々な活動をしてよいと、憲法28条や労働組合
法で認められています。非組合員にも適用され

松浦 欧州では、産業別の労働組合と経営者

るルールを作る、消費者運動や環境運動と連携

団体の双方が、職業教育や職業資格の整備に

した活動をするなど、日本は諸外国に比べて自

関与しています。日本でも産業別の労働組合や

由です。

経営者団体が職業教育にもっと関与できる余地

労使が企業の中に閉ざされた組合運動、企業

があるのではないかと考えています。職業能力を

の中に閉ざされた労働協約ではなく、それ以外

高めることは、あらゆる労働者にとってメリットが

にも適用されるルール作り、話し合いをしたけれ

あり、待遇の改善にもつながります。

ば、法制度自体はこれを広く認めているので、そ
の選択肢を広く利用すればよいのです。企業別

中村 同感です。ただ、能力開発は個人の中長

労働組合が従業員や組合員のための組織からど

期的なキャリア形成にとっておおいにプラスで必

のように抜け出していくか。根本にある意識を変

要でも、労働者自身が積極的に教育訓練を望ん

えていけば、法律を改正しなくても、いくらでも

でいるとは限らないという現実があります。その

変えられます。意識と行動の問題です。

ことが、労働組合が教育訓練拡充を先導できて
いない根底にあるように感じます。

中村 法律は、様々なことができるように作られ
ていますが、現状、十分に使われていません。
「誰

松浦 例えば業界単位で共通して必要となる知

がどう使いこなすか」が問題で、松浦さんがお

識や能力はあると思います。それらを形成するた

っしゃるように働いている人たちがどのように働

めの職業教育を複数の企業で一緒に行えば、コ

きたいかを言語化できていなかったら、法律を活

スト効率が向上し、Win-Winな関係になり得ま

かそうとは思えません。

す。共通して必要な知識や能力の形成について

組合役員への調査では、
「決められた行事に
しか取り組んでいない」が５割を超えています。

DIO 2022, 7. 8
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合としても関わっていく意義があると思います。
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最近は、組合員のキャリア形成支援を行って、

松浦 日本的雇用システムの一番の問題は、労

若者の関心を高めている労働組合の事例も出てき

働者の活躍の場が一企業に閉じていることです。

ています。そのような事例とも通じるところがある

経営側にとっても、閉ざされた組織の中でしか従

かもしれませんが、職業教育は、あらゆる労働

業員に成長機会を提供できないと、従業員の育

者の関心事になり得るはずです。

成にも支障が生じます。それもあって、近年、副
業を認める企業事例が出てきているわけです。

水町 技術と市場の動きが早くなり、1つの企業

一度辞めた後に戻ってくる、途中から請負契約

で１人の労働者を30年、40年も守り続ける雇用

を結んで自由に働くなど、企業と働く人の関係性

保障が難しくなっています。そのなかで、企業を

には様々な形があっていいはずです。私はこれを

越えたセーフティネット、雇用保障をどうするの

開かれた長期協働と呼んでいます。

かが、世界各国で共通している課題です。
解雇に規制をかけていても、企業が倒産し、

中村 副業は、個人のキャリア形成の可能性を

解雇同然になることもあります。ヨーロッパでは、

広げるものでもありますが、
労働組合の方から「副

それで失業者が増えてしまいました。失業者が増

業について組合から使用者との議題にあげること

えるとその分、再就職や訓練が難しくなるので、

はない」といわれたことがあります。他社で働く

ヨーロッパが出した一つの答えは、きちんと教育

ことを含めたエンプロイアビリティ向上策を組合

訓練をして、就職や転職につなげていくことです。

が認めると、使用者は雇用維持の責任を果たさ

そのための最もリーズナブルな制度として、労使

なくなるからと。
少しずつ変わってきてはいますが、日本の労

で話し合い、組合も関与しながら教育訓練をして、

働組合は労働移動に対して積極的な推進はして

次の場所に就職させるシステムをつくりました。

きませんでした。しかし私は、雇用は流動的なほ

雇用流動化と組合の交渉力

うが、組合の交渉力は高まると考えています。な
ぜなら、組合の使用者に対する交渉力の源泉は

水町 事業譲渡や事業承継があるときに、ステ

マンパワーだからです。

ップを踏みながら、失業することなく次へ移して

「要求をきかなければ、ストライキになる」
「不

いく。現在は一部の企業で、出向など、企業間

満を放置すれば、従業員が辞める」というのが、

での調整がつく範囲内で部分的に行われていま

使用者が回避したい事態です。しかし、いまや

すが、これが広くできるようになれば、人員余剰

ストライキはほとんど行われず、一方で、労働移

の企業から、人員が足りない企業へと、労働者

動も円滑ではないため、使用者の意向と合わせ

を移動させる組合運動や労使関係もできていき
ます。コロナ禍のUAゼンセンの出向・転職支援
はその代表でしょう。
企業別労働組合から横にネットワークを広げ
ていくことで、教育訓練や望ましい労働移動も
進んでいきます。横のつながりを見ながら、実
態に合わせて企業別労組や産別労組が組織の
あり方を変えていくことで、環境変化に対応で
きるはずです。
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る形でしか妥結点を見出せないので、組合は大

りも給料が下がる転職や、人間関係や企業特殊

変だと思います。

的技能はリセットされるのに、給料が同じ転職し
かできないことです。海外諸国では転職によって

水町 ストライキの交渉力担保機能はゼロには

給料が増える人が数多くいます。

なっていませんし、重要です。伝統的には、同じ

なぜ日本企業は前職以上の給料を払えないか

場所で働き、利益を同じくする労働者が一斉に

というと、自社の賃金表で、この等級の人は600

工場からいなくなることによって圧力をかけてき

万円、800万円などと決めているので、前職で

ました。ただ、働き方が変わり、ストライキによ

1000万円だったとしても800万円しか出せないわ

って圧力をかけにくい構造になってきていること

けです。それで人を獲れず、事業成長の機会を

も事実です。

失うのは、企業にとっても従業員にとってもマイ

争議行為の正当性が認められる範囲内という
制約はつきますが、言論の自由も保障されている

ナスです。ジョブ型雇用によって柔軟な人材の
受け入れが広がることを期待しています。

ので、その形で組合運動を展開することもできま
す。例えば、組合員2人でも、市民に訴え、共感

水町 賃金は、大企業でも50代から再就職に向

を得ればよいのです。

けてどんどん下がっています。出向や転籍をした

一方的な言論活動ではなく、この組合活動は

ときに、60歳まで元の企業と同じ給料を保障して

社会に支えられ、社会を変えていくための第一

くれる所は、ほとんどありません。企業内の事情

歩として、自分たちの活動を展開している。それ

で賃金がどんどん減っていくときに、労働組合同

によって、企業としてもきちんと相手をして、話

士が横でつながり、転職を支援できると、賃金

し合って、実態を変えていかなければならないと

の事情も考慮した労働移動のサポートができる

思わせる情報発信力、説得力が鍵です。

かもしれません。

中村 雇用の流動化に必要なのは、個人が希望

社会のなかの労働組合

すれば、前職以上の待遇で転職できる健全な労
働市場です。具体的には、賃金の増加をともな

中村 いまや、ストライキを望まない労働者が沢

う転職が突破口になると考えています。

山います。他の国に比べて日本では、デモや署

日本で労働移動が広がらない一因は、前職よ

DIO 2022, 7. 8
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という研究結果もあります。このような日本で労
働運動を広げていくには何が必要なのでしょう
か。
松浦 予定調和でない発言や活動が疎ましがら
れる風潮は、日本では労働運動に限らず、多く
の場面でみられます。例えば「キャリア自律が
大事」と言われていますが、多くの労働者は、ど
こまで本気でキャリア自律を求められているの
か、半信半疑で空気を読もうとしているようにみ
えます。このように、空気を読みながら自分の行
動をコントロールする風潮があるのは、組合活動
に限ったことではありません。
この状況を変えるには、ひとりひとりが少しず
つ勇気を出して「あえて空気を読まない」行動
をしていくしかないと思います。空気を「変えら
れる」人材を大切にしていくことも重要です。
水町 最大の問題は、組合運動が企業や組合
員の中での内向きだったことなので、意識的に
外に広げていくことが大切です。競争環境のな
かで経営は外を見ているのに、組合員は企業の
中しか見ていないのでは、対応が後手に回って
しまいます。
組合同士が横でつながって、勉強をして、共
通の視点を持つことで、活動としても横につなが
っていくことです。活動としても横に広がってい

松浦 民恵氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

くことによって、企業別労働組合の企業の中だ

専門は人的資源管理論と労働政策。労働政策審議会職業

けの視点から、意識としても活動としても脱却し

安定分科会労働力需給制度部会の部会長代理を務める。
著書に「シリーズダイバーシティ経営 働き方改革の基本」

ていきます。結果的には、市民の共感や尊敬を
受けられる活動になっていくかもしれません。

（共著）、「営業職の人材マネジメント」などがある。

水町 勇一郎氏

専門は労働法学。著書に「労働法〔第９版〕」、「労働法入

中村 変化の時代。組合自ら視野や行動を変え

門 新版」、
「集団の再生―アメリカ労働法制の歴史と理論」、

ていくことが、変革の第一歩になります。労働組

「労働社会の変容と再生―フランス労働法制の歴史と理
論」、「パートタイム労働の法律政策」などがある。

合は、働く人たちにとってどんな存在であるのか、
近年注目されている組織の「パーパス」
、組合で

東京大学 社会科学研究所 教授

中村 天江

連合総合生活開発研究所 主幹研究員

いえば理念やミッションを再確認する時期に来て

「働くの未来」をテーマに調査研究・政策提言を行う。

いるように思います。

「2025年」「Work Model 2030」等を発表。著書は「ジョ
ブ型 vs メンバーシップ型」（共著）など。「理解・共感・
参加を推進する労働組合の未来」研究会を推進中。
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寄 稿

歴史的前進となった
労働協約の
地域的拡張適用
ＵＡゼンセン
企画グループ担当副書記長

松井 健氏
働者」です。3労組の組合員は当然のこととして、

初の厚生労働大臣決定

組合員以外の労働者にも同じ労働協約が適用さ
労働協約の地域的拡張適用が2021年9月22日

れることになります。

に決定されました。地域的拡張適用の決定は

適用される労働協約の主な内容は次の3点で

1989年以来32年ぶりとなります。過去の事例は

す。第一に、労働者の各年度に付与される所定

都道府県内の特定地域を対象にした都道府県

休日数の最低日数を111日以上とすることです。
第二に、休日振替を行うことなく所定休日に労

知事による決定でした。厚生労働大臣によるも

働が行われたときには、
休日労働割増賃金として、

のとしては今回が初めてとなります。
これを単なる歴史とせずに、労働協約の地域

通常の労働時間の賃金の１時間あたりの額の

的拡張適用をより良い経済、社会をつくるため

135％に休日労働を行った時間数（８時間未満の

のツールの一つとして活用していくには、続く第

場合は８時間とみなす）を乗じた賃金を支払うこ

2、第3の決定が必要です。産業別労働組合Ｕ

とです。

Ａゼンセンの役員として携わった立場から、今

第三に、付与された所定休日数または実際に

回の経過や課題を紹介し、今後の取り組みへの

取得できた休日数が111日に満たない場合は、年

材料を提供したいと思います。

度の最後の日から順にさかのぼって最低日数に
達するまでの日数について所定休日とみなして、

労働協約の概要

休日労働割増賃金を支払うことです。年間所定
休日111日付与の実効性を確保するために協約に

地域的拡張適用の決定により、ＵＡゼンセン

組み入れた条項です。

ヤマダ電機労働組合、ケーズホールディングス
ユニオン、ＵＡゼンセンデンコードーユニオンと

申立てにいたる背景

株式会社ヤマダ電機、株式会社ケーズホールデ
ィングス、株式会社デンコードーの3労組3社で
締結した「年間所定休日に関する労働協約」が

流通業の労働組合の大同団結

茨城県内全域に拡張適用されることとなりました。

ＵＡゼンセンが結成されたのは2012年11月で

適用される労働者は、茨城県内の「大型家電

す。それまでは流通業の労働組合は、日本サー

量販店」に雇用される「無期雇用フルタイム労

ビス・流通労働組合連合とＵＩゼンセン同盟流

DIO 2022, 7. 8
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通部会の二つに分かれて運動をしていました。そ

中で、必ず経営者の理解を得ることが必要です。

の二つがＵＡゼンセン結成により、ＵＡゼンセン

家電量販店業種の組合全体で取り組みを進めま

流通部門に一本化されました。流通部門には約

したが、必ずしも多くの企業の理解を得ることは

550組合が所属し、組合員は100万人を超えるこ

できませんでした。しかし、ＵＡゼンセン流通部

ととなりました。

門が直接企業に説明する等の取り組みを進め、

ＵＡゼンセン結成から2年間を「顔合わせ・心

2020年4月22日、3労使の6代表者が署名する労

合わせ」
、3年目以降は「力合わせ」をスローガ

働協約を締結することができました。この労働協

ンに流通労働運動の再構築を進めていきました。

約の締結があったからこそ労組法18条による地

労働協約の地域的拡張適用についての取り組み

域的拡張適用の申立てに進むことができることに

を始めた2015年はまさに「力合わせ」が求めら

なりました。

れるタイミングでした。

決定にいたる経過

家電量販店業種での取り組み
ＵＡゼンセンに加盟している家電量販店業種

2020年8月7日に3労組委員長による「労働協

の企業別労働組合は約60組合、組織人員は合

約の地域的拡張適用に関する決定を求める申立

計で6万9千人程度となっています。その中には、

て」を厚生労働大臣に提出しました。そして、8

業界売上10位までの企業のうちの９つの企業別

月24日に厚生労働大臣から中央労働委員会に対

労働組合があります。大手家電量販店の労働組

して、労組法第18条1項の規定に基づき、決議

合の最初の結成は、1969年の全星電社労働組

をするよう求めが出されました。

合で、それ以来40年、直近の結成・加盟である

10月7日開催の中労委総会にて、公労使各2名

2013年のコジマ電機労働組合に至るまで、組織

ずつで構成する小委員会が設置され、具体的な

拡大を続けて来ました。先輩組合が後輩組合を

審査が進められていきました。2021年1月18日に

育て、業種としての取り組みを積み重ね、業界

は小委員会委員による申立者に対するヒアリング

全体の労働組合の連帯を醸成してきました。

が行われました。その後十数回にわたる委員会

一方で、激しい市場競争の中、労働条件の改
善については一進一退を繰り返し、立ち遅れてい

を経て、
7月13日に小委員会報告書及び決議（案）
がまとめられました。

ました。1990年代後半には企業間競争が全国的

そして、7月21日中労委総会にて、小委員会報

に激化し、多くの企業が倒産し、存続した企業

告および決議（案）が審議され、8月4日の中労

においても、賃金、一時金を削減し、年間休日を

委総会にて、
「労働協約の地域的拡張適用に関

切り下げざるを得なかったケースもありました。そ

する決定を求める申立て」に係る決議（令和３

のような経験を経て、個別企業労使による労働

年８月４日）
」
（以下「決議」という）が採決され

条件の維持向上の取り組みには限界があり、業

ました。

種全体としての取り組みが欠かせないとの認識

その後、8月18日に中労委会長より厚生労働大

が労働組合には強く共有されてきました。その一

臣に決議文が報告され、9月22日に決議内容どお

つの手段として労働協約の地域的拡張適用につ

りの厚生労働大臣決定が公告されました。

いて検討を進めていくこととなりました。
審査のポイント：要件と妥当性

労働協約の締結
協約締結には、当該労使のそれぞれの関係の
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労組法第18条は「一の地域において従業する
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寄 稿
同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用

くの質疑がなされました。

を受ける」ことを拡張適用の要件としています。

結果として、
「決議」は、
「本件については、

その要件を満たすか、そして、要件を満たす場

恣意性を排して客観的に確定でき、明確性を備

合において拡張適用する妥当性があるかが、審

えた地域として、行政区画としての都道府県を

査の焦点でした。

『一の地域』の単位とすることが適当である。都
道府県の区域は、地域別最低賃金等、労働条

「一の地域」について

件の最低基準を画する地域として、協約に関与

申立てでは、3労使の労働協約で定めた茨城

していない労使に対する説得性も高い」とし、
「一

県全域、千葉県の一部、栃木県の一部及び福

の地域」を茨城県全域のみとする修正を行いま

島県の一市を「一の地域」として拡張適用を求

した。

めました。連続した市区町村で、
「同種の労働者

あくまで、
「本件については」という限定がつ

の大部分」の要件を満たす範囲で可能な限り広

いているものの、全国展開する企業が関わる拡

く設定しました。

張適用について都道府県単位という考え方が示

今回の申立ては、過去の拡張適用の事例に多

されたことを踏まえ、今後の申立てを検討してい

い特定産業の産地とは異なり、都道府県をまた

く必要があります。協約の適用地域は全国とし、

いだ地域を対象とし、使用者は全国に事業を展

申立ての際に「大部分」の要件を満たす都道府

開する企業です。この地域を「一の地域」とす

県で拡張適用を申し立てるという方法も考えられ

ることについて、申立者に対するヒアリングで多

ます。

「同種の労働者」について
協約の適用対象労働者は大型家
電量販店を営む事業主と労働契約
を結んだ無期雇用フルタイム労働
者としました。
適用対象労働者は、異なる企業
で働く労働者となるため、企業を超
えて特定できる明確性が重要です。
そのため、日本標準産業分類と大
店立地法という法律を基本に大型
家電量販店と設定することとしまし
た。これにより家族経営的な小規
模店舗等で働く労働者は除外され
ることになりますが、どこかで線引
きが必要なため明確性を重視しまし
た。
無期雇用フルタイム労働者との
限定については、この協約は年間
休日を定めることから、対象労働者
は1年を超える契約が必要であり、

DIO 2022, 7. 8
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また、1日の所定労働時間が短い労働者に同じ年

した。家電量販店の組合も労働時間短縮に関す

間休日を適用することは、必ずしも適切とは言え

る12組合連名の統一要求書を各社に提出してき

ないとして整理しました。なお、無期雇用フルタ

た実績があり、その活動が協約締結の下地にな

イム労働者の年間休日数がそれ以外の労働者の

りました。

年間休日の下限となっている実態を踏まえ、無期
雇用フルタイムの年間休日数の下限を定めれば、
それ以外の労働者の下限ともなるとの判断もあり

拡張適用を行うことの妥当性について
① 労働委員会の権限について

ました。

労組法18条に定めた要件を満たしていたとし

日本においては、企業を超えた職種の概念が

ても、労働委員会がそれに加えて拡張適用をす

希薄なため、
「同種の労働者」の定義が難しい

る必要性について検討し、可否を決定できるの

現実があります。今後の申立てにあたっても、拡

か、その点が審査に関する重要なポイントでした。

張適用を求める内容により知恵を絞る必要があ

中労委の委員の間でも様々な意見があったよう

ります。

です。小委員会報告や「決議」においては、制
度の趣旨に合致しているか、濫用的な利用がな

「大部分」について

いかという視点で、妥当性については限定的に

第18条に規定する「大部分」については、第

検討されたと考えられます。

17条に規定する「4分の3」が一つの目安となり
ます。今回は、適用地域において90％以上の労

② 公正競争確保のための具体的な必要性
申立者ヒアリングにおいて、家電量販店にお

働者が協約の適用を受けており問題とはなりま

いて、過去に企業間競争が全国的に激化し、多

せんでした。
申立添付書類として、適用対象の可能性のあ

くの企業が倒産し、存続した企業においても、

る全98店舗の概要、労働者数の実数、推計値

賃金、一時金を削減し、年間休日を120日から

等を丹念に調べた資料を提出したことが有効で

106日まで切り下げざるを得えず、今なお111日ま

あったと考えています。中労委自身による調査に

でしか戻せていない企業があることを説明しまし

時間をかけずに「大部分」の要件を確定するこ

た。この具体的な事実が、公正競争の確保に資

とができたことは、今後の審査において参考にな

するものとして地域的拡張適用制度の趣旨にか

ると思います。

なうという判断の強い材料となったと推測されま
す。

「一の労働協約」について
日本の労使関係では、個別企業を超えた労働

③ 労働協約で定める労働条件の水準

協約を締結することは例外的であるため、
「一の

年間休日111日という水準についても検討され

労働協約」の要件を満たすことは大きな課題で

ています。ヒアリングでは、111日という水準は日

した。ＵＡゼンセンが個別企業と労働協約を結

本の労働者一人平均の年間休日数116日を下回

ぶ方式など、色々な可能性について検討しまし

る水準であり、最低基準として決して過大な水

たが、最終的に、一つの書面を回付し3社個別

準ではないという主張をしました。

労使毎に押印し、
「一の労働協約」とすることと

では、本件協約の水準が111日を超え、例え

しました。ＵＡゼンセンでは、繊維業種の組合

ば116日であったらどうなるのでしょうか。中労委

において業種単位で集団的交渉を行い、労使連

の妥当性判断に影響する可能性があると考えら

名の合意文書をかわす事例は過去に多くありま

れます。今後の申立てにあたって重要な考慮要
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寄 稿
休暇、時間外労働時間等を幅広く検討したらよ

素となります。

いのではないかと思います。特に、時間外休日労
働に関しては多くの事業場で36協定が締結され

④ 団体交渉権の侵害の可能性
拡張適用が労働組合の団体交渉権の侵害に

ています。産業別組合で、36協定の時間外労働

なるかも検討されています。3労使の協約は最低

時間、休日労働日数の上限や手続きを定め、そ

基準を定めるもので、より有利な労働条件を求

れを拡張適用の対象として取り組んでいくこと

めて交渉することを妨げるものではなく、また、

は、社会的に大きな意義があると考えられます。

拡張適用を受ける使用者のうち1使用者の労働

賃金に関しては、最低賃金法に特定最低賃金

組合は賛意を示し、1使用者には労働組合が存

があるため、その取り組みを優先すべきです。し

在しないので、団体交渉権の侵害の問題は生じ

かし、特定最賃の新設の必要性に対して使用者

ないとされました。

側委員が一律に否定する現状においては、労働

では、拡張適用を受ける使用者の労働組合が
反対したらどうなるでしょうか、疑問が残ります。
今後の取り組みにおける大きな懸念事項です。

協約の地域的拡張適用による取り組みもあわせ
て検討すべきでしょう。

公正労働基準の必要性の理解

⑤ 競争制限を目的とした濫用の可能性

労働基準法等の法律、ならびに、個別労使の

競争制限を目的に制度を濫用的に利用してい

労働協約を守ることは理解できる。しかし、それ

ないかも検討されています。今回は特段そのよう

らに加えて企業を超えて適用する労働協約がな

な事情は認められませんでした。

ぜ必要なのか、この点についての労使の理解が、
労働協約の地域的拡張適用の最大の課題です。

拡張適用の始期および終期について

企業活動の目的は、株主の利益の最大化であ

拡張適用の始期は、周知期間を考慮して2022

るという考え方に対し、消費者、従業員、サプ

年4月1日となりました。協約の終了時期の2023年

ライヤー、地域住民等のステークホルダーの利

6月末まで、1年2カ月の効力となります。労働協

益を重視することにあるとの考え方が強まってい

約の有効期間が最長3年と定められている中で、

ます。労使関係においては、従来から日本生産

申立受理から決定まで1年2カ月もかかることは労

性本部が確認した「生産性運動三原則」があり

組法18条の趣旨からすると問題です。今回の審

ます。生産性向上の目的は国民の経済生活水準

査内容、方法を前例として整理し、より迅速な

の向上にあるとし、
それを進める際の三つの原則、

審査をすることが求められます。

①雇用の維持拡大、②労使の協力と協議、③成
果の公正な分配を定めています。

地域的拡張適用制度の今後

日本の企業の多くは、企業の成長とともに従
業員の生活水準の向上を求めているのではない
でしょうか。そして、もしそうであるなら、市場競

拡張適用を求める内容

争における公正労働基準が必要となります。
仮に一つの企業が、成長に伴う分配として、

あらゆる協約条項を拡張適用できる可能性が
ありますが、今回のケースを踏まえればその内容

従業員により高い労働条件を提供したとしましょ

は最低基準とすることが適当だと考えられます。

う。その企業は他企業より高い人件費コストを負

労働時間に関して、今回は年間休日のみを対

担し、市場競争に参加しなくてはなりません。こ

象としましたが、年間所定労働時間、年次有給

DIO 2022, 7. 8

の企業が市場競争の中で存続できるか否かは、
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多くの要因によるので一概にはいえませんが、存
続のために労働条件を切り下げざるを得ないこと
も十分想定されます。競合する企業の労働条件

域的拡張適用による下支えが必要となります。

新しい雇用問題への展開

が一定の水準まで引き上がれば、切り下げを避

労働協約の地域的拡張適用はドイツの法制度

けることができるかも知れません。しかし、企業

にならったものと言われます。2016年時点で日本

間で労働条件の水準を約束することはできませ

とドイツの労働組合の組織率は17％程度でほぼ

ん。独占禁止法は、企業の公正かつ自由な競争

同じですが、ドイツの労働協約適用率は60％弱

を促進することが必要だとし、独占やカルテル・

なのに対し、日本は組織率と同じ17％となってい

談合などを不公正な取引として禁止しています。

ます。ドイツにおいては、1990年代以降、グロー

労働市場の状況にもよりますが、結果として、市

バル化、デジタル化に伴い不安定雇用が増大し、

場競争の中で、企業の成長が労働条件の向上に

経済格差が拡大する中、労働組合の組織率が

は結びつかない恐れがあります。

低下するとともに、労働協約の適用率も低下しま

労働組合は市場競争による労働条件の切り下

した。2014年にそうした実態を踏まえ、拡張適用

げを何度も経験し、活動を積み重ねてきました。

しようとする協約の同種の労働者に対するカバ

その活動の基本は企業を超えた公正労働基準を

ー率50%以上の要件が削除され、公共の利益の

確立することです。労働組合を組織し、企業と

ために必要であるという要件を満たせば、拡張

一定の労働条件を定めた労働協約を結ぶことに

適用を行うことが可能となるよう法改正されまし

より、労働者間、企業間の底辺への競争を制限

た。不安定雇用の増大に対し、協約自治を再強

しなくてはなりません。このような労働組合の活

化する方向で対応しています。

動は、国際的に認められ、日本では憲法28条に

2019年にOECDは“Negotiating our way

規定されています。そして、労働組合法にかか

up”という報告書を発表しました。そこでは、
「よ

わる労働組合および使用者の対応は原則、独占

く組織された社会的パートナーと労働協約が広

禁止法の適用除外とされています。

範囲に及ぶ国では、労働環境の質が平均して高

市場の具体的な単位は産業、業種になります。

いため、健全な社会的対話が生産性の向上に寄

企業の成長と労働者の生活水準の向上の両立

与する」と団体交渉を評価しています。さらに、

のためには、市場の単位ごとに公正労働基準を

起こりつつある新しい課題（格差拡大、デジタ

確立したうえで企業間競争を行うことが必要で

ル化、非正規雇用）の解決に資する可能性があ

す。それが積み重なり、市場経済全体での両立

るとして、団体交渉の活性化に期待を寄せてい

につながります。

ます。そして、拡張適用しようとする労働協約の

日本の労働組合の最大の発明である「春闘」

「合理的な労働者のシェア」や「公益」という条

においては、交渉は個別企業労使で行いますが、

件について議論があるものの、法による拡張適

産業別組合が産業別統一闘争としてコーディネ

用の意義を認めています。

ートを行ってきました。その結果、少なくとも

日本においても、労働協約の地域的拡張適用

1980年代までは経済成長と国民の生活向上の両

の再起動が求められています。今回、その突破

立が果たされてきました。

口が開かれました。後に続く取り組みを強く期待

しかし、労働組合の組織率が低く、他企業の

したいと思います。

参入が容易な業種ほど、産業別組合の取り組み
だけで公正労働基準を維持することが難しい現
実があります。そうした場合に、労働協約の地
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インタビュー

イギリスOrganise
プラットフォーマー
の躍進
Organise CEO

Nat Whalley氏

―― 最初にOrganiseの紹介をお願いします。

行うことができます。
２つめは「労働者主導のネットワークをつくる」

Organiseは、オンライン上で、誰もが匿名で

です。Organiseは匿名で参加できる、働くことを

参加できる労働条件の改善プラットフォームで

核としたソーシャル・ネットワーク・サービス

す（図1）
。2017年に設立し、
AmazonやUberなど、

（SNS）になっています。Organise上で、同じ産
業や同じ企業で働いている、今まで接点のなか

様々な働き方の問題に取り組んできました。
会員数は、コロナによるパンデミックが始まっ

った人たちが出会い、働き方の悩みや問題、疑

た2020年3月時点は約８万人でしたが、2020年12

問について話すことができます。意見交換も活発

月には100万人を超えました。パンデミックにより

にされています。

労働条件の悪化の問題が起き、人とのつながり

３つめは「労働の世界を変える」です。従来、

を求める人が増えたことが、Organise躍進の背

オルガナイザーや活動家は肩書や名刺をもち、

景にあると考えています。

世間からもそういう存在だと認識されてきました。

イギリスにはかつては強い労働組合がありまし

しかし、
もっと多く、
自然発生的に組織化（オルグ）

たが、いまや民間セクターでは、40歳以下の組

できる人たちがいます。職場や同僚から意見を

合組織率は６％しかありません。
労働組合がない、

集めたり、先頭をきって何かを提唱したり。その

労働組合について知らない人たちがOrganiseに

ような人たちが集まる場をつくり、活動を後押し

参加してくれています。

したいと考えています。
多様な人たちが出会い、つながり、行動でき

―― Organiseの特徴はどこにあるのでしょ

るようにするには、これら３つを同時並行で進め

うか。

ることが大切です（図2）
。

Organiseは３つのミッションを掲げています。

―― 具体的な取り組みを教えてください。

１つめが「ツールを提供する」です。プラット
フォーム上で、企業への嘆願書や世論を喚起す

CO-OPというスーパーマーケットの例をお話し

るためのオープンレター（公開状）をつくること

します。CO-OPは巨大チェーンで、全国に2000

ができます。申し入れの根拠を集めたり、参加

以上の店舗があり、何千人もの従業員を雇用し

者の意見を募ったりするためのアンケート調査も

ています。小さな町や村の小規模な店舗では、
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「1on1シフト」といわれる、店頭に１人、バック

状況がわかるので、狙われやすいのです。
ところが、CO-OPの本社は、この事態を把握

ヤードに1人という体制で運営していることが多く

していませんでした。会社は従業員に、改善点

あります。
しかし、従業員にとって2人でお店を運営する

や要望についてたずねるアンケート調査をしてい

負担は大きく、
「1on1シフトをなくしてほしい」と

ました。しかし、それは勤務時間外に回答を求め

いう署名活動が起こりました。すると、あっとい

るもので、仮にアンケートの回答に30分かかって

う間に、全国のCO-OPで働くスタッフ約1000人

も、賃金は支払われません。従業員はわざわざ

の署名が集まりました。オンライン上だから、違

回答しないので、把握できなかったのです。
Organise上のグループがレポートをつくり、そ

う店舗で働いている人たちがつながり、グループ

の内の５人が代表となり、会社に申し入れに行き

をつくることができたのです。
その内に、国中の皆がなぜ「1on1シフトをなく

ました。

してほしい」と思っているのか、問いかけること
になりました。働き方の実態は自分たちがよく分

―― 会社の反応はどうでしたか。

かっているので、アンケート調査の質問も自分た
ちでつくります。その中に、
「店舗で働いている時

すぐに、
「わかった。人員を増やす」とはなり

に、泥棒や強盗に入られたことはありますか」と

ませんでした。会社の最初の反応は、
「従業員が

いう質問がありました。

連絡しあうためのヘッドセットを提供します」で
した。ところが、ヘッドセットをつけて勤務する

―― ショッキングな質問ですね。

ようになっても、強盗に入られる状況は改善しま
せんでした。
プラットフォーム上のグループは存続していた

調査の結果は衝撃的でした。３人に1人が、
「過
去３カ月間に、武器をもった泥棒に入られた経

ので、
「ヘッドセットをつけても、盗みに入られた」

験がある」と回答したのです。1on1シフトでは店

「私の所も同じ」といった声がいくつもあがり、ヘ

頭に1人しかおらず、近隣に住んでいれば店舗の

ッドセットの提供では不十分ということがわかっ

図１ Organiseのホームページ

図２ OrganiseのPrinciples
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のグループのメンバーに伴走して、何を問題視

たのです。
キャンペーン（運動）を続けている内に、全

して、どんな風に会社に働きかけるか決めるのを

国紙などでも問題が取り上げられ、会社へのプ

手伝っています。キャンペーン・コーチは全員

レッシャーは高まっていきました。また会社を動

Organiseのスタッフで、大半はOrganise参画以

かすために、Organise上のグループはデータを

前から活動家の経験があり、知識をもっています。

収集して、強盗に入られるのは金曜日と土曜日の

また、プラットフォーム上のツールを使って情

夜が多いことを明らかにしました。今では一部の

報収集や合意形成を行っています。例えば、会

店舗ではありますが、金曜日と土曜日の夜には警

社がブランドイメージを重視している、こういっ

備員が配置されるようになっています。

たことは追及されたくない、といった情報を集め、
切り込み方を検討します。どの戦略を取るのか、

――このケースは賃上げなどではなく、命

メンバーの投票によって決めることもあります。

を守るための取り組みですね。
――戦略の成功例を聞かせてください。
その点が重要です。運動を展開し、会社に改
ある広告会社ではCEOがセクハラを行ってい

善を求める時に、何を前面に出すかをよく考える

ました。この広告会社は、学生に商品やサービ

必要があります。
Uberなどのデリバリーで働く人たちの状況は、

スの割引購入の案内などをしていて、売り上げも

イギリスでも問題になっています。基本的には自

好調でした。しかし、CEOのセクハラ被害を受

営業者とみなされるので、被用者ほど保護され

けてきた人たちが中心となって、CEOに退任を

ません。この時、何を問題とするのか。

迫るキャンペーンを始めました。

価格や料金を前面に出すと、これがビジネス

キャンペーンを始めた人たちは社内の事情に

モデルだといわれるし、低賃金の仕事は他にも

通じているので、会 社の売り上げの半 分が

あるので、賛同が多く集まるとは限りません。し

Apple社との取引によることがわかりました。そこ

かし会社は、
「安全をないがしろにしている」と

で、従業員が広告会社に直接、CEOのセクハラ

は思われたくない。社会も、働く人の命を軽んじ

問題を訴えるのではなく、取引先であるApple社

ることは認めない。
「働く人たちの安全」を前面

に、
「取引している広告会社のCEOはこのような

に出すことで、会社側が耳を傾けてくれる可能

セクハラを行っている。よって、取引を止めてほ

性が高くなると考えています。

しい」という手紙を送りました。
その結果、Apple社が契約を打ち切り、広告

Amazonのドライバーが運転する車に国会議
員が同乗するというキャンペーンを行ったら、

会社の売り上げは半減し、CEOは辞めることに

Amazonが非常に嫌がったこともあります。

なりました。

―― 何を前面に出すか。ここが知恵の絞りど

―― 問題の出所が会社のトップとなると、

ころですね。一方でOrganiseは、
「誰でも声を

正攻法では解決が難しい。だから、取引先

あげられる」とうたっています。これまで運

から攻めたのですね。

動をしたことがない人たちが、なぜこのよう
な戦略的なアプローチを取れるのでしょうか。

ファッション会社のCEOもセクハラで辞めるこ
とになりました。Organiseにはセクハラの問題が

キャンペーン・コーチが、プラットフォーム上
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40年間ずっとトップだったので、ワンマン経営な

―― Organiseには、匿名で参加できます。

ところがありました。Organiseには、彼のセクハ

それによって、発言の信ぴょう性は問われ

ラにあった人が100名近く集まりました。

ませんか。

被害者たちは会社に対して、
「1カ月の猶予期
間を与えるから、その間に会社として何らかの対

Organise上に、例えばAmazonで働く人たち

応をし、
返事をしてほしい」と伝えました。しかし、

は1万2000人います。誰かが「こういう問題があ

１カ月たっても会社は何も反応しませんでした。

ります」というと、すぐに10人、20人、30人から、

結局、この問題が新聞に掲載され、その翌日、

「私も同じ経験をしている」と反応があるのです。

会社の株価は1億5000万ポンド下がりました。こ

プラットフォーム上に多数の会員がいることによ

こまでくると会社はもはや被害者の訴えを無視で

って、情報の信ぴょう性が高まり、また、足りな

きません。

かった情報を補える仕組みになっています。

このケースで大事なのは、従業員は、最初か

加えて時々、会員に対して、その会社で働い

ら新聞で取り上げてもらうよう動いたわけではな

ていることを証明してください、という確認を行

いという点です。会社に猶予期間を与えて、対

っています。従業員バッジや給与明細の提示を

応を待ちました。にもかかわらず、会社が何もし

お願いしています。

なかったので、これ以上、待ってもどうにもなら
ないと判断し、新聞掲載に至ったわけです。簡
単ではありませんが、どう動けばいいのか、何が
トレードオフになるのか、見極めながら動くこと
が重要です。

―― Organiseの活動内容は、伝統的な労働
組合と重なるにもかかわらず、なぜ労働組合
ではなく、プラットフォームをつくろうと思
ったのですか。
Organiseを始める前、私は政治活動家でした。

―― 株価や売り上げが減少し、会社の業績
が悪化すると、従業員にとって解雇や賃下

政治活動家として、オンラインをうまく活用すれ

げのリスクが高まります。そのことに対す

ば、共感を集め、法律を変えられることを経験し

るためらいはないのですか。

ていました。すなわち、オンラインであれば、沢
山の人が影響力をもち、変化を起こすことができ

キャンペーンを行った人たちは、従業員は会

るとわかっていたのです。
同時に、私は1人の働く女性でもありました。

社と収入の一部を共有していることや、一連の
取り組みにより会社の業績が下がることを理解し

しかし、女性は職場でひどい扱いを受けることが

ていたと思います。しかし、それは短期的な影響

少なくありません。

で、長期的にはセクハラを行うCEOがいなくなり、

例えば、友人は妊娠を理由に解雇され、失業

会社が健全になり、売り上げも上がるようになる。

しました。母も私を妊娠中に解雇されました。イ

会社の売り上げや収益が一時的には損なわれて

ギリスでは女性の9人に1人が、妊娠により失業

も、最終的には良い結果につながるので活動し

や解雇を経験しています。これは本当に不正義

ていると、私は信じています。

なことで、変えたいと思いました。
―― でも労働組合ではなかった。
実は、妊娠により解雇された彼女は、労働組
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合に加入していました。彼女は最初に組合に助

定める労働時間指令のキャンペーンなどを行っ

けを求めたのですが、組合は彼女に、
「使用者は

てきました。

法的に間違ったことは何もしていない。解雇する

１つのイシューに特化したほうが、新鮮なデー

権利があるし、ルールにのっとって手続きを行っ

タをタイムリーに集めることができます。プラット

ている」といったのです。イギリスの法律では、

―フォームを介して人がつながり、意見交換も

6カ月以上継続して勤務していないと、産休など

活発に行われます。そこにOrganiseの強みがあ

の権利を行使できないからです。

ります。

その時、法律に合わせるのではなく、違った

労働組合は、本部があり、地域支部があると

形で影響力を行使できないかと思いました。もち

いう階層構造になっています。地理的に散らばっ

ろん、こういった問題が起きた時、労働組合に

ているところに特徴がありますが、転職や転居に

頼るという選択肢はあります。しかし、それは長

より地域を移る人は珍しくありません。地域単位

いトンネルの先にあるようなことで、解決までと

ではどうしてもカバーできない人がでてきますが、

ても時間がかかります。

プラットフォームには地理的制約はありません。

従来型の労働組合よりも、
より早く状況を変え、
より早く解決策を見出せるのはプラットフォーム

―― プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 優 位 性 で す ね。

だと思いました。

Organiseは何人で運営しているのですか。

―― 労働組合との最大の違いはどこでしょ
うか。

スタッフは全部で15人です。半分がエンジニ
アで、半分がキャンペーンのサポートをする人た
ちです。キャンペーンのコンテンツをつくったり

Organiseは労働組合のように働く人たちを代

もします。

表していませんし、会社に直接、交渉を申し入
れることもありません。いろんな人たちがプラット

―― Organiseのホームページやメールは、直

フォーム上に集まることによって、つながり、キ

感的でわかりやすく、読み手の行動を喚起す

ャンペーンを行うことができる。ここが一番、違

るUI（ユーザーインターフェース）になって

います（図2）
。

います（図3）
。デザインも洗練されています。

なので、必要に応じて、労働組合を案内する
その点は重視しています。Webのデザインを

こともあります。

変えたり、新しい企画を始めたりする時は、必ず
―― 伝統的な労働組合は、セクハラといった

プロトタイプをつくって、一般公開の前に会員３

特定の問題ではなく、幅広い労働条件の改善

名に見てもらって、意見を集めます。こちらが想

を使用者に申し入れることが多いように思い

定していなかった受け取り方やフィードバックを

ます。扱う事象の範囲にも違いがありますか。

受けることもあるので、必要な修正をしてから、
公開しています。

労働組合がマルチイシュー、クロスイシューに

また、１つのWebサイトだけで全てを実現しよ

取り組むのに対し、Organiseはシングルイシュ

うとせず、サブドメインを使い分けることが大切

ーです。特定のイシューに焦点を当てますが、そ

です。Organiseでは、
会員向けのホームページと、

の問題が複数の業界で起きていれば、全国キャ

ジャーナリスト向けのホームページを分けていま

ンペーンを行います。これまでも週の労働時間を

す（図4）
。１つの団体、１つの組織だから、１つ
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図3 メールの例

図４ キャンペーン開始ページの情報

のWebサイト、である必要はなく、利用者が違え

―― キャンペーン・コーチも専門的な仕事で

ば、利用者にあった場をつくり、情報を提供する。

す。彼らの採用や育成はどのように行ってい

この点は、伝統的な労働組合や団体の課題のよ

ますか。

うに思います。
今後、キャンペーン・コーチの支援を受けな
―― 会員を増やすために何か行っていますか。
最初の頃はデジタル広告を使ったりもしました

がら、キャンペーンに参加した人が、コーチにな
りたいと思い、コーチになることが出てくると期
待しています。
中長期的には、キャンペーン・コーチを自動

が、今では、口コミが一番有効だと考えています。
友人に誘われたり、誰かに紹介されたりして

化したいとの野心もあります。人と自動化の間に

Organiseに加入した人は、退会せずに、会員で

は、
「何を人が行い、何はロボットが行うのか」

いつづける可能性が高いのです。

という緊張関係があるので、見極める必要があり

また、自分たちでOrganiseの魅力を語ること

ますが、人が行う限り、どうしてもコーチがいな

は難しいので、ストーリー・テリングの専門家を

いからここまでしか支援できない、これ以上大き

雇っています。その人は動画作成もできるので、

なキャンペーンは打てないという限界が出てきて

動画も使いながら、Organiseの紹介やキャンペ

しまいます。ですので、できるところは自動化し

ーンの成功事例などを、わかりやすいストーリー

ていきたいと考えています。例えば、嘆願書のタ

にして伝えてくれます。ストーリー・テリングによ

イトルづけは自動化できると思っています。
一方で、変化を起こすために何を掘り下げ、

って、Organiseのブランド力が高まっていると思
っています。

どんなキャンペーンを行うのかを考える部分は、
人にしかできません。そこはコーチが担う役目だ
と考えています。
執筆 中村天江
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イシューから
連帯が広がる
―集団的労使関係の構造変化―
連合総合生活開発研究所
主幹研究員

中村 天江
労使関係再興への針路

はありません。
しかし、フランスやデンマークは労働協約の

労使関係は、個人が将来に展望をもって働き、

適用率が高く、労働組合の組合員でなくても、

企業が発展するための基盤です。VUCA（変動・

労働協約によって一定の労働条件が保障されま

不確実・複雑・曖昧）の時代になり、個人が仕

す。対して、日本やアメリカは労働協約の適用

事を失ったり、労働条件が悪化する懸念が高ま

率が低く、労働協約により労働条件が守られる

っているため、労使関係は一層重要になってい

労働者は一部です。
アメリカは、組合の組織率や労働協約の適用

ますが、労働組合の組織率は低迷したままです。
いったい日本において、集団的労使関係を再

率が低いのは日本と同じですが、
「交流のある人

興する道筋はどこにあるのか。それが本特集の

間関係」として労働組合をあげる割合は、日本

最初の問題意識です。労使関係の活路を見出す

よりも高くなっています。つまり、アメリカの労働

ために、本特集では、国内外の労働運動の活動

組合は、組織化や労働協約とは異なる形で、社

家と研究者の方々にインタビューや寄稿をお願

会のなかで存在感を発揮しています。
また、日本以外の国は、
「個人による労働条件

いしました。
そこから浮かび上がったのは、集団的労使関

交渉」を行う人が８割を超えており、個人単位

係は構造変化の只中にあり、再興の兆しが生ま

の労使コミュニケーションが活発です。海外で

れているということでした。組合員のための経済

は個人単位の労使コミュニケーションと集団的

的な労働条件の向上という伝統的な組合活動の

労使関係が重層的に機能しているのに対し、日

外縁に、大きな発展余地があるのです。

本はどちらも脆弱といえるでしょう。
以上から、日本は個人単位の労使コミュニケ

日本の労使関係の根本的な問題

ーションが弱いので、集団的労使関係の重要性
が諸外国より高いにもかかわらず、労働協約の

考察に入る前に、日本の労使関係の現状を確

適用率が低く、労働組合の存在感も薄いという

認しておきます（表１）
。労働組合の組織率は、

状況にあるといえます。日本の労使関係の根本

日本は17.4％のところ、アメリカは10.3％、フラン

的な問題は、労働組合の組織率の低さに加え、

スは10.8％なので、労使関係を労働組合の組織

それを補完・代替する社会的機能も脆弱なまま

率だけで比較すれば、日本が最低というわけで

になっていることです。
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労働協約の拡張適用による広がり

今の労働組合は職場で起きている新しい課題へ
の対応が後手になっていると指摘します。メンバ

このように労使関係が脆弱な日本において、

ーシップ型の労働組合は、職場の人間関係や働

労働協約の地域的拡張適用が行われたことは、

き方の柔軟化の問題により力を入れていくべきで

実に画期的です。３労組３社で結ばれた年間所

しょう。

定休日に関する労働協約が、県内の大型家電量

一方、東京大学の水町教授は、企業別労働

販店で働く無期雇用フルタイム労働者すべてに

組合が、組合員による組合のための組合運動に

適用されるという、地域的拡張適用そのものが

なっていることが、社会の共感や支持を得られな

32年ぶりですし、厚生労働大臣による地域的拡

い原因になっているので、組合は外とのつながり

張適用の決定は初めてです。

をもっと大切にするべきだと主張します。松浦氏
も、組合には開放性が重要だと語っています。

労働協約の地域的拡張適用を、他の地域、
他の産業、他の労働条件に広げることができれ

UAゼンセンの労働協約の拡張適用は、まさ

ば、集団的労使関係の包摂範囲は大きく拡大し

に組合運動を外に広げる取り組みです。本特集

ます。組合に加入していない労働者にも、待遇

では取り上げませんでしたが、UAゼンセンはカ

確保のセーフティネットを広げられる意義は大き

スタマーハラスメント防止の運動も行っており、

なものがあります。UAゼンセンの松井氏は寄稿

「カスハラ」という言葉を世に広め、政策対応も

で、ドイツの2014年の労働協約拡張適用に関す

促しました。

る要件緩和の法改正を紹介したうえで、日本で

産別労組には、企業横断的な職業訓練や職

も「後に続く取り組みに強く期待したい」と呼び

業紹介の整備だけでなく、企業の壁を越えて労

かけています。

働者に共通する働き方の問題を可視化し、解決
することが期待されるようになっています。

労働組合の内・外のつながり
デジタルのインパクト
鼎談では、労働組合のつながりに関して２つ
の論点が話題になりました。１つめは、組合内部

労働運動をデジタルの力により大規模に展開

のつながり、メンバーシップのあり方です。法政

しているのが、イギリスの労働条件改善プラット

大学の松浦教授は、働き方が多様化するなかで、

フォームOrganiseです。労働者は誰でもプラッ

表１

労使関係の国際比較
日本

アメリカ

フランス

デンマーク

ドイツ

イギリス

労働組合の組織率

17.4％

10.3％

10.8％

67.4％

17.0％

23.6％

労働協約の適用率

16.9％

11.7％

98.0％

82.0％

54.0％

26.0％

交流のある人間関係として
労働組合をあげる割合

2.7％

4.8％

11.1％

17.0％

個人による入社時の
労働条件交渉
（転職者）

52％

83％

89％

86％

出所：労働組合組織率と労働協約適用率はOECD.stat ”
Trade Union Density”
2016年, OECD.stat ”
Collective Bargaining”2018年の値、労働組合と交流がある割合、個人による入社時
（転職時）
の労働条件交渉は、
リクルートワークス研究所「5カ国リレーション調査」2020年の値
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解 題
トフォーム上でキャンペーンを始め、嘆願書をつ

働者の安全性」をキャンペーンの前面に出すこ

くり、企業に改善を申し入れることができます。

とで、労働者や社会の共感を広く集め、企業が

さらにOrganiseはマスコミや政治家、企業の取

対応せざるをえない状況をつくりだしています。
また、プラットフォームという基盤があること

引先を巻き込む運動も展開しています。
Organiseはパンデミックが起きた2020年、会

で、
「会員は、
１度キャンペーンに参加して終わり」

員数を一気に100万人以上増やしました。しかし、

ではなく、プラットフォームに残り、他のキャン

運 営 スタッフは わ ず か15人しか いませ ん。

ペーンに参加する機会も得ています。つまり、労

Organiseがこれほどの影響力をもつに至ったの

働者とのつながりに持続性があります。プラット

は、オンライン・プラットフォームは、地理的な

フォーム上に調査機能も備えているため、定量

制約がなく、全国の労働者の受け皿になったか

的な情報収集が可能な点もプラットフォームの

らです。匿名参加にもかかわらず、会員数が多

優位性です。

いために精度の高い情報収集に成功しています。

まとめると、Organiseはイシュー・ドリブンで

Organiseではキャンペーンを成功させるため

連帯をつくり、プラットフォーム上でつながりを

に、何を問題視し、いかに企業に働きかけるのか

保持し、ITと専門家の支援により、運動を効果

という戦略立案をキャンペーン・コーチが支援し

的に展開する。こうして行った運動の成功により、

ています。CEOのWhalley氏は、現時点でも会

労働者のさらなる支持を得るという好循環が回

員数に比べて運営スタッフの人数は非常に少な

っています。

いにもかかわらず、将来的にはキャンペーン・コ
ーチの役割の一部を自動化し、規模を拡大した

イシューか？連帯か？

いと構想を語っています。
日本では集団的労使関係といえば、企業別労

伝統的な労働組合との違い

働組合と使用者との関係を指すことが一般的で
す。しかし、労働協約の地域的拡張適用やオン

労働者の安全性の向上や賃金の支払い、ハラ

ライン・プラットフォームによる労働条件の改善

スメントの防止など、Organiseの取り組みは、

は、企業の壁を越えています。また、働く人たち

労働組合の守備範囲と重なっています。しかし、

の連帯が先にあるのではなく、特定のイシューに

「Organiseは労働組合ではない」と、Whalley氏

よって連帯を広げているのも大きな特徴です。
今日、働く人の価値観やライフスタイルは多

は述べます。
労働組合との最も大きな違いは、Organiseは

様化し、企業別労働組合は組合員に共通するテ

労働者が運動を行うためのプラットフォームであ

ーマを見出すことが難しくなっています。もちろ

って、直接、企業と団体交渉する主体ではない

ん雇用継続や賃上げは誰もが望みますが、右肩

という点です。そのため、Organiseを利用してい

上がりに経済が成長した時代のように、それらの

る労働組合もあります。加えて、伝統的な労働

要望を叶えることは難しくなっていますⅰ。一方で、

組合に比べ、次のような特徴があります。

職場のいじめやハラスメントは、当事者にとって

まず、特定のイシューの解決に焦点を当てる、

は極めて深刻な問題にもかかわらず、組合員全

イシュー・ドリブンな連帯であることです。その際、

員の問題にならないというジレンマがあります。

キャンペーン・コーチという専門家が伴走し、戦

つまり、働く人の多様化が進むなかで、単組は

略面で支えています。例えば、労働者の不満が

実現可能なイシューを掲げることが、構造的に

安い賃金や待遇の悪さだったとしても、
あえて
「労

難しくなっているのです。
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間淵（2004）は、1973年から2003年にかけて

験したこと」の１位は、
「執行部へのなり手がい

の意識調査を分析し、日本人の理想とする人間

ない」66.9％です（表２）
。
「組合活動を続けるな

関係が希薄化し、労働者の連帯に必要なのは利

かでの感じる悩み・不安」の１位は、
「自分の時

害の共有感覚になっていると指摘しましたⅱ。こ

間や家庭生活が犠牲になる」45.7％です（表３）
。

の観点に照らし合わせると、連帯ありきの労働運

また、
「決められた行事にしか取り組んでいない」

動よりも、イシューから始まる労働運動のほうが、

53.5％（表２）
、
「仕事や職場の変化についていけ

現在の働く人のニーズに合っているのです。

ない」21.0％と（表３）
、環境変化に順応できて
いない単組も多くあります。

「担い手がいない」問題の解決

単組は組合活動の担い手が不足し、役員の負
担が重くなっているのに対し、わずか15人のスタ

加えて、産別労組やプラットフォームによる労
働運動は、労働運動の効率性を劇的に高めるも

ッフで運営するOrganiseや、産別労組が主導す
る労働運動は生産性が全く異なっています。
連帯ありきの組織では、連帯を維持するため

のでもあります。
現状、単組は深刻なリソース不足に陥ってい

にパワーがかかります。とくに利害の共有感覚が

ます。組合役員が「組合活動を続けるなかで経

乏しく、仮に利害の共有感覚はあっても、その実

表２

組合役員が組合活動を続けるなかで経験したこと

執行部へのなり手がいない

66.9％

組合の職場会議への参加状況が悪い

59.2％

魅力あるキャリアではなくなっている

58.7％

組合役員と組合員間の考え方の違い

55.8％

決められた行事にしか取り組んでいない

53.5％

出所：労働調査協議会（2015）「第４回 次代のユニオンリーダー調査」
※選択肢14項目のうち上位５つを掲載

表３

組合活動を続けるなかで感じる悩み・不安

自分の時間や家庭生活が犠牲になる

45.7％

仕事が忙しくて組合業務ができない

28.0％

組合が忙しくて仕事に支障をきたす

25.8％

代わりがいないのでやめられない

22.0％

仕事や職場の変化についていけない

21.0％

出所：労働調査協議会（2015）「第４回 次代のユニオンリーダー調査」
※選択肢19項目のうち上位５つを掲載
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解 題
現ができない状況が続くと、人と人との関係性に

掲げて実現できれば、それが成功体験となり、

より、組織の連帯を維持しなければなりません。

組合の求心力は高まりますⅲ。

直接会い、対話する重要性が高くなるのです。

Whalley氏は、賃金ではなく労働者の安全性

逆に利害の共有感覚や、問題を解決できたとい

を前面に出したり、企業に猶予を与えたりする戦

う成功体験の多い組織では、直接会わなくても、

略が有効だと述べています。鼎談では、メンバ

連帯を維持することが可能です。

ーシップ型の労働組合であれば、職場の人間関

労働組合の組織率向上も、連帯ありきの労働

係の健全化に力を入れる必要性が指摘されまし

運動の面があります。数が力を生むのは事実で

た。また、円滑な労働移動を広げることが、労

すが、数を重視することが、働く人のダイバーシ

働組合の交渉力につながるとの言及もありまし

ティが進み、価値観やライフスタイルが多様化

た。これらは従来、企業別労働組合の最重点課

するなかで、労働運動の成果を上げにくくする構

題ではありません。しかし、環境変化により重要

造があることに留意がいります。

性が高まっているのです。
労働組合は時に、
「多くの人に共通する解決

好循環の鍵は「成功体験」

不可能な課題」と「一部の人の課題だが解決可
能」のどちらを追求するのが、労働組合の求心

図1に、イシューありきの労働運動と、伝統的

力を高めるのか考える必要があります。もちろん、

な連帯ありきの労働運動の違いをまとめました。

より多くの組合員にとっての課題を解決できるこ

ここまで連帯ありきか、イシューありきか、という

とが最善ですが、それが難しい時に、
「多くの人

観点で考察をしてきましたが、図１をみると、労

に共通する解決不可能な課題」と「一部の人の

働運動の好循環を回す要は、イシューや連帯以

課題だが解決可能」のどちらを選択するのか。

上に、
労働者の要望を実現するという
「成功体験」

多数決を重視する組合は、前者に力点を置きが

にあると考えられます。連帯から始める労働運動

ちですが、課題を解決できない状況が長く続くと、

でも、構成員の一部が賛同・共感できる要望を

運動の負担や失望が組合員に蓄積し、組合の求

図１

労働者の連帯とイシューの循環

出所：中村天江作成
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心力は損なわれます。あえて、後者に取り組み、

ーが広がっています。環境変化に適応できるよう、

その小さな成果をくりかえし組合員に伝えていく

労働運動も進化していかなければなりません。
進化に必要なのは、自労組で蓄積してきた価

ことが、組合の存在意義を高めます。

値観や手法だけにとらわれず、新たな価値観や

変化を乗り越えるために「外」へ

手法を積極的に取り入れることです。伝統を守
るだけでは、労働者の期待やニーズに応えるこ

「連帯ありきの労働運動」の今日的な難しさと

とができないからです。しかし、組合役員が繁忙

「イシューありきの労働運動」の発展性は、組織

を極めていれば、そのような余裕はありません。

行動の研究知見によって説明ができます。組織

環境変化を乗り越えるには、組合活動の効率化

は、同一の取り組みを長く続けると、それがルー

や生産性向上を避けては通れないのです。

ティン化し、過去の成功体験にこだわり、同じこ

すでにITツールやデータが、組合活動の生産

とを繰り返す「能動的惰性」に陥ります（松尾

性や交渉力向上に大きく寄与する事例が生まれ

2011） 。組織を取り巻く環境が変わらなければ、

ていますⅵ。デジタルは労働運動を支えるスタッ

能動的惰性は運用の効率性や精度を高めるため

フの人数さえも、劇的に減らす可能性を秘めて

有効です。

います。従来の方法論や視界を見直すことで、

ⅳ

しかし、組織を取り巻く環境が変わると、能

労働運動に新たな活路が開きます。
その際、単組は何に重点的に取り組むのか、

動的惰性は一転、変化適応への阻害要因になり
ます。新たな環境のもとでは、過去の延長では

産別は何をするのか。そして、単組が進化して

ないところに、成功要因があるからです。環境変

いくために産別はどんな支援をするのか。単組と

化を乗り越えるには、組織が今までに有している

組合員、産別と労働者、単組と産別。それぞれ

考え方や行動の枠組みに従って問題解決をはか

のつながりを深めるところから、労働者の連帯は

る「シングルループ学習」ではなく、既存の枠

さらに広がっていきます。

組みを捨てて、外部の新しい考え方や行動の枠
組みを取り組む「ダブルループ学習」が必要に
なります（Argyris 1976）ⅴ。

ⅰ リクルートワークス研究所（2021）
「
「賃金のベースアッ
プからキャリア支援」
へ。三井物産労働組合のデータ改革」
『兆

ここでいう「外部」には２つの意味があります。
１つは文字通り組織の外側という意味で、もう１
つは組織の従来の判断基準や行動様式の外側、
つまり内部改革という意味です。労働協約の拡
張適用やオンライン・プラットフォームはまさに
前者の事例です。一方、企業別労働組合が、
伝統的な賃上げや雇用継続に留まらず、職場の
メンバーシップの質の向上といった今日的な課
題に優先的に取り組むのは後者です。

し発見 キャリアの共助の「今」を探る』
ⅱ 間淵領吾（2004）
「労働組合に関する日本人の意識の変
遷−1973 〜 2003 年に実施された各種世論調査の結果から−」
社会科学研究, 56
（1）
, 45-84.
ⅲ

リクルートワークス研究所（2021）
「解散危機に陥った

三井物産労働組合は、なぜ大復活できたのか？」
『兆し発見
キャリアの共助の「今」を探る』
ⅳ 松尾睦（2011）
「
「経験学習」入門」ダイヤモンド社
ⅴ Argyris, C.（1976）Single-loop and double-loop models
in research on decision making. Administrative science
quarterly, 363-375.
ⅳ 中村天江（2022）
「労働組合のデジタル改革 −「集まる」
から始めない発想へ−」
『改革者8月号』政策研究フォーラム

「つながり」による進化
いまや、働く人のダイバーシティが進み、働き
方は多様化し、さらにはDXやグリーンエコノミ
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報

告

生活時間の確保（生活主権）を基軸に
した労働時間法制改革の模索

－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－（概要）

連合総研では、2018年度より「今後の労働時間

もに、諸外国の研究者との意見交換や労働者の生

法制のあり方を考える調査研究委員会」を立ち上

活時間に関する実態と意識を把握、解析する等の

げ、調査研究を進めてきた。本委員会が立ち上げ

国際的・学際的な検討作業も同時に進めてきた。

時点から抱き続けてきた問題意識は、従来の労働

こうした検討結果をまとめた本報告書は５つの

時間法制をめぐる諸課題を踏まえつつ、いま一度、

パートによって構成されている。第Ⅰ部は総論と

労働時間法制が本来基軸に据えるべき基本原理を

して、新たな労働時間規制を構想する際の基本的

問い直し、規制を再構成する必要があるのではな

視点を示すものである。第Ⅱ部は、アンケート分

いかというものであった。従来、労働時間の問題

析の手法を通じて、本委員会の重要概念である「生

は労働者の「健康」や高度プロフェッショナル制

活時間」についての労働者の意識や生活時間の確

度創設に代表されるように「賃金」との関連で語

保状況を詳細に記したものである。第Ⅲ部は、第

られることが多かったといえる。しかし、これら

I部・第II部を踏まえつつ、各執筆者の独創性の下

の２つの要素と並んで、いや、それ以上に、労働

であるべき労働時間法制の姿を法律論として詳述

者の「生活」との関連において、労働時間規制を

したものである。第Ⅳ部は、本委員会の中での議

捉え直すべきではないのか。持続可能な社会づく

論を通じてコンセンサスが得られた事項を中核と

りや労働者のワークライフバランスの重要性が改

しつつ、これらを提言として明瞭な形で取りまと

めて強く認識される今日においては、労働時間法

めたものである。最後に第Ⅴ部は、本委員会での

制のこれまでの発想を超えて、労働者が仕事だけ

議論を今後の労働運動においてどう受け止め、ま

でなく、持続可能な社会の担い手として家庭や地

た、それを発展させるべきかという観点からの考

域社会での責任を果たし、生きがいをもって生活

察を加えたものである。以下では、本報告書の上

を送るために必要な生活時間の確保を基軸とする

記パートのうち、第Ⅰ部・第Ⅱ部・第Ⅳ部を中心

法整備が求められているのではないか。

に、その内容を紹介することとしたい。その他の

このような問題意識の下で、本委員会では特に

第Ⅲ部・第Ⅴ部を含む報告書の全文については、

労働者一人ひとりが現実に生活時間を確保できる

連 合 総 研 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.rengo-

仕組み（労働者の生活主権を確立するための仕組

soken.or.jp/work/kenkyu/）に掲載されている

み）を模索すべく、労働法学を専攻する研究者を

ため、詳しくはこちらを参照されたい。

中心にあるべき規制のコンセプトを構想するとと

DIO 2022, 7. 8

（文責：連合総研事務局）
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

第Ⅰ部 総論：今後の労働時間法制の在り
方を考える視点と論点

労働時間法制のあり方を考える必要性もある。ミニ・
ジョブ、ギグ・ワーク等の副業・複業的就労に従事
して生活を維持せざるを得ない労働者も増大してい

労働時間は、健康を左右する要素（ 健康時間）であ

ることを考えれば、賃金収入を確保するうえで必要

るだけでなく、賃金額や賃金収入を左右する要素（ 賃

な労働時間を確保するための法的規制も求められて

金時間）
、家庭生活や社会生活のあり様を左右する要

こよう。そして、コロナ禍によるテレワークの拡大は

素（ 生活時間）
、雇用量を左右する要素（ 雇用時間）

生活時間と労働時間の調整問題を現実の問題として

でもある。しかし、現行労基法労働時間法制は、工

いる。それゆえ、いまや、労働時間法は、健康、賃金、

場法以来の保護法的規制として、健康・安全の確保

生活、雇用の全てのファクターを視野に入れ、公法

に主眼をおいた公法的規制であるため、労働時間が

的規制のみならず私法的規制を用いた総合的労働時

もつ多様な側面を必ずしも十分に配慮調整したもの

間法としての単独立法を構想することが望ましいと

とはなっていない。更に、近時の労働時間法政策は、

いえよう。

市場経済のグローバル化に伴い成果主義処遇制度の
導入を進める企業経営の動向と相まって、賃金と労
働時間の切断をはかる賃金時間の弾力化を基軸に展
開されてきた。賃金時間の弾力化は決して健康確保
措置を不要とするものではないにもかかわらず、裁
量労働制等の弾力化措置は、現実には賃金時間の弾
力化にとどまらず健康時間の弾力化をもたらし、長
時間労働の温床にもなった。

第Ⅱ部 生活時間のなかの労働時間―「第
40 回勤労者短観」データにみる労
働時間と生活時間状況の関連
（ 1）検討課題
ここでは労働時間の長さが生活時間の圧迫に繋が
っているのかを検証すべき問いとして検討を進めて

かかる問題を生み出してきたのは、労働時間をと

ゆく。具体的には以下の３点に焦点を当てる。これ

もすれば賃金や健康の問題としてのみ捉え、労働者

らの点に関する分析結果を総合的に検討し、問いに

が自己啓発をはかる時間や家庭生活や社会生活の充

対する暫定的な結論を得たい。

実をはかる時間、つまり、市民社会の一員として市
民社会の充実をはかる生活時間の問題としてみる意
識が希薄であったからではないか。長時間労働は労
働者の健康を阻害するだけでない。長時間労働を範
型とする雇用慣行は、育児や介護のケアを担う労働
者を非正規労働に追いやり、ジェンダーバイアスをも

（ 1 ）長
 時間労働によって生活時間の不足が生じる
のか
（ 2 ）人
 々が必要とする生活時間のパターンが、長
時間労働によって異なるのか
（ 3 ）人
 々は時間外労働への処遇に対し何を希望す
るか

生む。そして、何よりも、家庭生活の貧困や市民社

なお以下では、本報告書における１日の最長労働

会の土台をなす地域社会の貧困をももたらす。それ

時間を 10 時間とすることに沿って、週あたり実労働

ゆえ、今日の労働時間法制は、労働者の健康確保の

時間が 50 時間以上である場合を長時間労働とみなし

みならず、社会生活や家庭生活を営む時間の確保に

て分析を進める。

も目を向ける必要がある。いや、柔軟な働き方が喧
伝される現在だからこそ、生活時間の確保にこそ労
働時間規制の主眼がおかれなければならない。

（ 2 ）データと方法
労働者が生活時間に対してどのような意識を抱い

更に、情報通信技術の発達に伴い、
「 雇われない

ているのか、また労働時間が生活時間の状況にどの

働き方 」といわれる非雇用型就労が拡大しているこ

ように関連しているのかを明らかにするため、
「第

とも考えれば、個人就業者（自営的就労者）を含めて

40 回・勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（ 勤
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労者短観）
」データを用いて検証をおこなう。同調査

女性についてみると、週あたり労働時間分布のピ

の対象は「 全国に居住する 20 代から 60 代前半まで

ークが「 20 時間未満 」と「 40 時間以上、45 時間未満 」

の民間企業に雇用されている者 」である。標本抽出

にあることがわかる。年齢層が上がるほど「 40 時間

は（ 株）インテージリサーチのモニターに対する割当

以上、45 時間未満 」の割合が減る一方、
「 20 時間未

抽出であり、2020 年 10 月１日から 10 月５日までの

満 」の割合は増える。これは、結婚や出産、介護な

あいだウェブ法により調査が実施された。以下で用

どの家族形成、ケアに関わるライフイベントの発生に

いるデータのサンプルサイズは 4307 である。

沿って、フルタイムの仕事からパートタイムの仕事に
シフトする状況を反映したものといえるだろう。50

（ 3 ）分析結果

時間以上の実労働時間の割合は男性よりも小さい。

①週あたり労働時間の男女別・年齢層別分布

しかしながら、この数値をもって女性と長時間労働

まず、労働時間の分布を確認しておこう。図表１

が無関係であるとまで論じることはできない。有配

は男女別、年齢別に週あたり労働時間の分布を示し

偶者や子どものいる女性は家庭での役割遂行が期待

たものである。

されるため、結果として労働時間が長くなりづらい

男性の集計結果のうち、50 時間以上の週あたり労

ということに過ぎないかもしれないからである。

働時間についてみると、いずれの年齢層でも 10％以
上となる結果となった。週あたり労働時間が 60 時間

②生活時間の確保状況

以上である場合に限ってみても、20 代から 50 代半

次に、生活時間の確保状況に関する人々の意識に

ばまでで 10％弱となっている。週 60 時間以上の実

ついて、確保を重視しているか、また実際に確保で

労働時間がいわゆる「 過労死ライン 」と呼ばれる月 80

きているかの割合と、両者の比をグラフに示した図

時間以上の時間外労働に対応していることをふまえ

表２をみてみよう。

ると、長時間労働の量的規模が依然として無視でき
ないものといえるだろう。

る時間の中で最も割合が大きいのは睡眠（ 80％）
、趣

図表１
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男性の集計結果をみてみると、確保を重視してい

男女別・年齢層別の週あたり労働時間の分布
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

味（ 77％）であり、仕事（ 72％）
、家事（ 68％）
、家族

の比を示しているのが図表２の折れ線グラフであり、

との団らん（ 64％）が続く。これらと比べて割合が小

これによれば、比の値が大きいのは順に仕事（ 1 . 1 ）
、

さいのは地域活動（ 27％）
、社会参加活動（ 31％）で

家事
（ 0 . 98 ）
、
地域活動
（ 0 . 96 ）
、
家族との団らん
（ 0 . 93 ）

ある。この結果から窺い知ることができるのは、男

であり、少なくとも主観的にはこれらの活動に対す

性の生活時間においてプライベートな活動が重要な

る不足はあまり意識されていない。一方、比の値が

位置を占めているということであろう。先に見たと

小さいのは順に副業（ 0 . 7 4 ）
、学習・訓練（ 0 . 7 6 ）
、

おり、全体として長い労働時間の中で、心身をリフ

交際（ 0 . 8 ）
、社会参加活動（ 0 . 81 ）
、睡眠（ 0 . 82 ）で

レッシュするための時間を重視していることが結果

ある。社会的な活動や自己研鑽、あるいは心身を休

としてあらわれている。

めるための時間が相対的に不足しているといえるだ

一方、実際に時間が確保できていると考えてい
る割合に目を移すと、最も割合が大きいのは仕事

ろう。
同様に女性の集計結果をみると、重視している割

（ 79％）であり、
趣味（ 67％）
、
家事（ 66％）
、
睡眠（ 65％）

合が高いのは順に睡眠（ 88％）
、家事（ 84％）
、趣味

が続く。確保を重視している割合と比較すると、男

（ 80％）
、仕事（ 77％）である。
「 勤労者短観 」に無業

性にとって趣味や睡眠時間が不足している認識がみ

の有配偶女性（ いわゆる「 専業主婦 」
）が含まれてい

てとれる。

ないことを踏まえると、働く女性が家事労働と市場

この点をもう少し詳細に検討するため、確保でき

労働の板挟みに合っているという問題を反映してい

ている割合を重視している割合で除すことで比を計

るといえる。そのなかで、男性と同じく心身の回復

算した。希望と現実がバランスしている場合にはこの

のための時間を重視している傾向が読み取れる。重

比の値は１となる。一方、確保を重視している割合

視している割合が小さいのは男性と同じく地域活動

に対して実際に確保している割合が大きい場合には
１を超え、小さい場合には１よりも小さくなる。こ

図表２

（ 19％）
、社会参加活動（ 24％）である。
実際に確保できている時間についてみると、割合

生活時間の確保状況
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が高いのは仕事（ 84％）
、家事（ 81％）であり、睡眠

かでの差が大きい。特に「 家庭・地域時間不足 」の

（ 71％）
、趣味（ 71％）
、家族との団らん（ 70％）が続く。

割合について 35 時間以上 50 時間未満と 50 時間以上

男性と概ね同様の結果であり、睡眠や趣味の時間を

の間で比較すると、男性では２倍以上、女性では３

確保しづらい状況であると解釈できる。

倍弱の開きがある。規範的是非は別にして、人々が

生活時間を確保できているかと重視しているかの

市場労働のみに生活時間をあてようとしているのな

比についてみると、仕事（ 1 . 1 ）
、地域活動（ 0 . 98 ）
、

らば、図表３のような分布にはならないはずである。

家事（ 0 . 97 ）
、家族との団らん（ 0 . 92 ）は概ね希望と

全ての人がそうではないかもしれないが、平均的に

現実がバランスしているようにみえる。一方、学習・

は長時間労働がその他の活動の機会を奪っていると

訓練（ 0 . 72 ）
、副業（ 0 . 73 ）
、社会参加活動（ 0 . 77 ）
、

考えるべき結果だといえる。

睡眠（ 0 . 8 ）
、交際（ 0 . 82 ）は、相対的に確保ができて
いない活動であるといえる。男性と類似の結果であ
るが、その背景は長時間労働そのものではなく、市

④時間外労働への処遇として何を希望するか
図表４をもとに、時間外労働に対する補償として、

場労働と家事労働の合計による社会経済的義務の性

残業手当（ 割増賃金）
、休暇のいずれを望むのかにつ

格が強い時間の長さによるといえるだろう。

いての回答結果を確認しよう。
男女や週あたり実労働時間の別を問わず、最も多

③実労働時間別の生活時間の状況

いのは残業手当で 60％から 70％台となっている。男

各類型の分布は週あたり実労働時間によってどの

女間では女性の方が残業手当を望む割合が大きく、

ように変わるのだろうか。図表３は週あたり実労働

労働時間の点では 35 時間以上 50 時間未満のグルー

時間別に生活時間不足類型の分布を示したものであ

プで最も大きく、35 時間未満で最も小さい。この質

る。

問が仮想的な状況での回答を求めるものであるため、

男女ともに、実労働時間が長いほど生活時間不足

残業手当を望む回答者の割合が大きいことは自然だ

を意識する傾向があり、とりわけ週 50 時間以上か否

といえる。また、あくまで解釈に過ぎないが、現状

図表３
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生活時間不足の類型の週あたり実労働時間別分布
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

図表４

時間外労働に対する処遇選好の分布

の賃金の支払額が生活にとって十分ではないという

による休暇の選好に表れているともいえる。全体平

意識が反映されている可能性もあるのかもしれない。

均では休暇を望む人は少ないが、職場の外に重要な

また、35 時間未満で相対的に割合が小さいことは、

活動領域を有する（ にもかかわらずそのための活動

短時間労働に従事する人びとには残業手当（ 割増賃

時間が確保できていない）人びとは、確かに休暇を

金）を受け取る権限がないことも反映していると思わ

望んでいるのである。休暇選好の少なさをもって生

れる。

活時間アプローチの意義を過小評価すべきではない。

休暇を選好する割合は男女ともに小さいものの、

ここでの分析結果は、わたしたちが何のために日々

女性については、週あたり実労働時間が 50 時間以上

の生活を送っているのか、労働という活動領域の外

である場合に休暇を選好する割合が他の場合よりも

に自分の持ち場、居場所を確保できているのか（ そ

４％ポイント程度高い。そもそもこの労働時間区分に

もそも、そうしたものが必要だと思っているのか）と

該当する女性回答者の数が少ないため判断には慎重

いう問題を提起しているともいえる。

でなければならないが、長時間労働に従事せざるを
えない女性は生活時間が絶対的に不足していること
を示唆している可能性があるかもしれない。

第Ⅳ部

（ 4 ）分析結果のまとめ

生活時間の確保（生活主権）を
基軸にした労働時間法制改革に
向けた提言

以上の分析結果を踏まえると、タイム・ユースの自

この提言は、現行法が定める労働時間規制に必ず

由（ 個々人の時間の使い方は自由意思に委ねられる

しもとらわれることなく、将来（ 10 年、20 年先）を

べきだという考え方）と社会全体の文化を発展、成熟

も見据えた形で「 労働時間法のあるべき方向性 」を本

させるための社会全体での活動総量である「 社会の

委員会の中で論議した結果、コンセンサスが得られた

時間 」の多様性の実現から、現代の日本社会はまだ

事項を取りまとめたものである。以下、その概要を

遠い位置にあるといわざるをえない。そのような社

紹介する。

会状況が、
家庭、
地域、
趣味の時間不足に置かれる人々
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（ 1）労働時間法の基本理念、法の規制手法

務と調整し難い時間帯（
「 生活コアタイム 」
）における

労働時間が「 労働者の心身の健康 」
、
「 生計の基礎

職務の免脱に関する使用者の配慮義務や労働者の職

をなす賃金 」
、
「 労働市場における雇用量 」
、
「 労働者

務免脱請求権等の私法的規制の定立を目指すべきで

の個人としての生活、家庭生活、市民社会の一員と

ある。

しての生活 」に与える影響を踏まえ、将来の労働時

次に、働く「 場所 」の主権を確保するための規制の

間法制においては、
「 健康確保 」
、
「 生計維持のため

あり方としては、まず、契約当事者双方の利益を踏

の賃金確保 」
、
「 労働市場における雇用確保 」
、そし

まえつつ、労働者の働く場所の選択権としての「 在

て「 生活確保 」を基本理念とした総合的規制の定立を

宅勤務・テレワークの選択権 」及び「 在宅勤務・テレ

目指すべきである。

ワークを選択しない権利 」を尊重すべきである。

上記目的の違いに応じて、労働時間規制の手法に

加えて、労働者が在宅勤務・テレワークに従事す

ついても相対的な把握を目指すべきである。労働基

る場合においては、
「 仕事 」と「 生活 」を明確に区分

準法 32 条以下を中心とする現行の労働時間規制は監

した休息時間を確保すべきである。

督行政・罰則適用による履行確保を基礎にした公法

更に、労働者が在宅勤務・テレワークに従事する

的規制としての性格を強く持つものであるが、将来

場合において、使用者には労働者の私生活・私的領

の労働時間法制を考える際には、公法的規制にとど

域（ 生活時間・生活空間）を尊重し、それら私生活・

まらず、私法的規制の拡充（ つまり、労働時間に関

私的領域を侵害しないよう配慮が求められる。

する労働者の契約上の権利、使用者の契約上の義務
の拡充）をも視野に入れた形での規制の定立を目指
すべきである。

②１日単位の最長労働時間・最低生活時間規制
労働者の心身の健康確保及び労働市場における雇
用確保の観点、並びに、全ての労働者にとって私生活・

（ 2 ）基本理念を踏まえた労働時間法の諸原理
① 労働者の「 生活主権 」

家庭生活・社会生活は１日単位で展開されるもので
あり、その生活を事後清算することができないこと

第一に、労働時間・労働場所が賃金と並ぶ労働契

を踏まえ、
「１日 」を単位として労働時間数の上限を

約の中核的要素であることを踏まえ、その決定につ

定め、延いては、その裏側にある最低限度の生活時

いては、使用者が一方的になすのではなく、労使対

間を労働者が日々確保できることを目指すべきであ

等の決定を目指すべきである。特に、私生活・家庭

る。

生活・社会生活の確保が全ての労働者の重要な法益

上記考え方の下で、より具体的には、原則として、

であることにかんがみて、使用者には、働く時間の

１日の労働時間数の上限を 10 時間（ 休憩時間込みで

配置及び働く場所に関する労働者の選択を尊重・配

11 時間）とし、その裏側にある最低生活時間につい

慮することが要請される（ 労働者の「 生活主権 」
）
。

ては１日 13 時間の確保を目指すべきである。

第二に、この「 生活主権 」とは、前述の通り、働く
「 時間 」の主権（
「 時間主権 」
）と働く「 場所 」の主権か

③時間外労働に対する時間清算原則

ら成り立つものであるが、それぞれの主権を確保す

労働者の心身の健康確保及び私生活・家庭生活・

るための規制の基本的な方向性は、次のようにまと

社会生活の確保という観点から、現行労基法 32 条が

めることができる。

規定する１日８時間を超えて行われる労働について

すなわち、上記「 生活主権 」のうち、働く「 時間 」

は、これに相当する時間の休暇を労働者に与えるこ

の主権を確保するための規制のあり方として、労働

とによる補償（ 時間清算）を原則として目指すべきで

者が一生活者としての人間らしい豊かな生活を全う

ある。

するために、その生活の中で重要な意味を持ち、業
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もっとも、具体的な制度設計のあり方として、労
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

働者のニーズ等も考慮に入れつつ、全ての超過時間

て、一時的な形で労働時間の短縮を請求した労働者

について時間清算原則を貫徹するのではなく、例外

が、一定期間経過後に短縮以前の労働時間数の下で

的に、超過時間のうち、月単位で一定時間を超えな

の就労を求める権利（ 復帰権）を検討すべきである。

い部分については金銭清算も認めるべきである。か

第二に、生計を維持するうえで複数のパートタイ

かる金銭清算の例外が妥当する限度時間については、

ム労働を掛け持ちせざるを得ない労働者を念頭に置

法律及び集団的合意の下でそれを規律する方向性が

きつつ、その者に対して、最低限度の労働時間数の

考えられる。

下での就労を保障する制度や、当該労働者が就労す
る職場でフルタイムとして働ける可能性がある場合に

④使用者の労働時間管理・把握のあり方

は、フルタイム労働への転換を促す制度を検討すべき

第一に、労働時間の持つ多様性を踏まえ、労働時

である。

間把握がなされるべきである。
第二に、賃金支払の基礎となる労働時間について
は、賃金の適正支払を確保する観点から、使用者に

⑦個人自営業者への労働時間規制の適用
個人自営業者についても、特に健康確保や生活時
間確保の要請が及ぶことを前提に、労働時間・生活

は厳密な日々の管理が求められる。
第三に、健康確保の目的の下で把握を要請される
労働時間についても、使用者はこれを適切に把握し

時間規制の適用可能性を引き続き検討していくべき
である。

なければならない。特に、労働に関連する通勤・研
鑽時間や副業・兼業に従事する時間についても、使

⑧労働時間規制の履行確保のあり方について
現行労基法は監督行政・罰則による労働時間規制

用者による適切な形での把握が求められる。
第四に、労働者自身による権利行使のための前提

の履行確保を予定しているところ、それに代わる、

として、使用者に労働時間に関する情報の開示義務

あるいはそれを補強する履行確保の仕組みとして、

を課すべきである。

事業主に対して、労働時間・時間外労働・生活時間

第五に、使用者は、労働者が持つ生活時間に対す

に対する労働者の意識に関する情報開示義務を定め

るニーズを把握し、かかるニーズを踏まえた適切な

ること等を通じたモニタリングシステムを構築するこ

対応を行うべきである。

とを目指すべきである。

⑤労働時間の短縮請求権
労働者の私生活における環境変化や家庭生活・社
会生活における役割・責任が変化することを踏まえ、
かかる変化への対応として、使用者の経営上の必要
性との衡量の下で、一時的な形での労働時間の短縮
を労働者が請求する権利（ 労働時間短縮請求権）を私
法的規制において定立することを目指すべきである。
⑥労働時間の延長請求権
賃金決定要素としての労働時間の性格に鑑みて、
収入確保のために労働時間数の延長を求める者のた
めの労働時間の延長請求権を検討すべきである。
より具体的には、第一に、生活環境の変化に伴っ
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今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会 研究体制
（
［ ］内は執筆分担）
主 査：毛塚

勝利

中央大学法学部元教授・労働法学研究者 ［第Ⅰ部、第Ⅲ部第７章］

員：橋本

陽子

学習院大学法学部教授 ［第Ⅲ部第３章］

細川

良

委

青山学院大学法学部教授 ［第Ⅲ部第４章］

石﨑由希子

横浜国立大学国際社会科学研究院准教授 ［第Ⅲ部第５章］

石田

東京大学社会科学研究所准教授 ［第Ⅱ部］

圷

賢示
由美子

東京駿河台法律事務所弁護士 ［第Ⅲ部第２章］

松井

良和

茨城大学人文社会科学部講師 ［第Ⅲ部第１章］

柳

宏志

連合経済・社会政策局次長

古賀

友晴

連合労働条件局部長

事務局：新谷

信幸

連合総研事務局長 ［第Ⅴ部］

杉山

豊治

前連合総研副所長（〜 2020年７月）

平川

則男

連合総研副所長
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金沢紀和子

前連合総研主任研究員（〜 2021年10月）

後藤

長崎県立大学講師（前連合総研研究員（〜 2022年３月））
［第Ⅲ部第６章］

究
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◇好評発売中
生活時間の確保
（生活主権）
を基軸にした労働時間法制改革の模索
−今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書−
（公財）連合総研 発行

定価：1,500円（税込）

［本書の内容］
第Ⅰ部 総論 今後の労働時間法制の在り方を考える視点と論点
第Ⅱ部：各論① 生活時間に関する労働者の意識
生活時間のなかの労働時間
−
「第40回勤労者短観」
データにみる労働時間と生活時間状況の関連−
第Ⅲ部：各論② あるべき労働時間規制のコンセプトについての考察
第１章 最長労働時間規制及び時間外労働に対する補償のあり方について：
時間清算の原則の実現に向けて
第２章 生活時間に着目した法政策転換を
〜カギとなる時間帯「生活コアタイム」〜
第３章 労働時間法制における「時間」と「賃金」をめぐる考察
第４章 技術革新に伴う働き方の変化と労働時間
〜「労働時間」の再構成と「生活主権」にもとづく働く時間・場
所の選択〜
第５章 労働時間把握・管理に関する法的検討
第６章 個人自営業者に対する労働時間規制の適用可能性：
規制の多様性を踏まえた覚書的考察
第７章 労働時間法制の履行確保改革
第Ⅳ部：生活時間の確保（生活主権）を基軸にした労働時間法制改革に
向けた本研究委員会の提言
第Ⅴ部：結語 労働時間規制緩和論への対抗軸となりうるもの

あらゆる運動にジェンダー平等の視点を
−男女共同参画社会の実現に向けた労働組合の役割に関する調査研究委員会報告書−
（公財）連合総研 発行

定価：1,500円（税込）

［本書の内容］
第Ⅰ部 総論
男女共同参画社会の実現に向けた労働組合の役割
〜日本の女性労働の到達点とジェンダー・ギャップ指数からみて〜
第Ⅱ部 各論（国別の整理）
第１章 連合におけるジェンダー主流化の取り組みに向けて
〜日本の男女共同参画の現状と課題〜
第２章 諸外国の取り組みと日本への示唆
〜政策や目標実効性を高める観点から〜
第１節 女性の労働市場におけるノルウェーの成功と課題
〜女性役員クォータを中心にして〜
第２節 ドイツにおける職場のジェンダー平等の実相と労働者代
表の役割
第３節 フランスにおける男女共同参画のあゆみ
第３章 日本における今後の労働組合の取り組み
第Ⅲ部 日本の労働運動への提言
〜あらゆる運動にジェンダー平等の視点を〜
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九 段 南 だ よ り

連合総研

事務局長（専務理事）

新谷

信幸

ダイバーシティを高めるために労働組合は何をすべきか
－連合総研 ２つの研究会報告まとまる－
小欄の前々号（376号）で、連合総研とQuick-ESG研

亜細亜大学教授）です。

究所との共同研究として、ESGのうちのＳ（社会）指標

ジェンダー平等に対する連合としての取り組み経過の分

について、労働安全や従業員の健康、賃金の公正性、ダイ

析を行うと共に、ドイツ、フランス、ノルウェー、イギリ

バーシティなど、人的資本に関する非財務情報の開示に向

スの経年的な取り組みを分析し、国としての政策や労働組

けた研究会（主査：水口剛

合の取り組みを調査（ドイツＤＧＢとノルウェーＬＯには

高崎経済大学学長）の取り組

み をご紹介しました。
1

Webインタビュー実施）し、それぞれ国の専門家の立場

今回は、連合総研の2つの研究委員会が7月と8月に取

から日本の労働運動への提言をまとめて頂きました。権丈

りまとめた研究委員会報告をご紹介したいと思います。

主査からは総論的に「～あらゆる運動にジェンダー平等の

いずれも、ジェンダー平等と障害者雇用という面から、
ダイバーシティを高めるために労働組合が取り組むべき役

視点を～」と題したジェンダー主流化に向けた4つの提言
を示して頂きました。

割について、それぞれの研究委員会で提言をまとめて頂き
ました。

報告書がまとまったもう一つの研究委員会は「障害者の
更なる雇用促進・職場定着に向けた課題と労働組合の役割

折しも、7月中旬にはダボス会議を主催するスイスの非
営利財団「世界経済フォーラム」
（ＷＥＦ）が、2022年

に関する調査研究委員会」
（主査：眞保 智子・法政大学現
代福祉学部教授）です。

版の「男女格差（ジェンダーギャップ）報告」を発表しま

この研究委員会もコロナ禍による調査延期などを乗り越

し た。 各 国 に お け る 男 女 間 の 格 差 を 経 済（Economic

え、単組での障害者への取り組み基礎情報調査（回答数

Participation and Opportunity）
、教育（Educational

248組合）や、8つの単組ヒヤリング、2つの産別ヒヤリ

Attainment）
、
健康（Health and Survival）
、
政治（Political

ングを行い、これまでほとんど調査が行われて来なかった

Empowerment）という4つの分野から分析し、日本は調

障害者雇用に関わる労働組合の取り組みや、労使関係上の

査 対 象146か 国 中、 総 合 指 数 で の 順 位 が116位（ 経 済

取り扱いについて初めて明らかにしています。

121位、教育は21か国同率1位、健康63位、政治139位）

障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わり、
また、

という結果でした。主要国首脳会議（Ｇ７）に参加する7

法定雇用率（民間2.3％、国・地方公共団体2.6％）も引

か国中の最下位、Ｇ20参加国でみても日本より下位はトル

き上げられた今、障害者の雇用促進や職場定着を進める上

コ（124位）
、サウジアラビア（127位）
、インド（135位）

で、日々職場で働く障害者と接している労働組合の役割が

で、世界から日本がどのように見られているか考えさせら

重要です。

れます。

「障害者雇用だから特別なことをするということではな

フランスは今年版のジェンダーギャップ報告では15位

く、労働組合としての活動を当たり前に展開している、こ

でしたが、今から16年前の2006年の総合順位では日本

のことこそが、大きな知見と言えるのではないか」との眞

79位に対し、フランスも70位とともに低い結果でした。

保主査の指摘は、本報告書での先行事例と共に、労働運動

当時、政治分野と経済分野の指導的地位に占める女性の割

を担う役員に受け止めて頂ければ幸いです。

合が両国とも低かったのですが、男女格差解消に向けた取

いずれも、ダイバーシティを高めるために労働組合の果

り組みで、日本と欧米諸国との違いはどこにあったのか、

たす役割について、新しい発見が必ずあると思います。ぜ

各国の労働組合はその中でどのような役割を果たしてきた

ひご一読をお願いします。

のか、国際比較の中でジェンダー平等の課題を検討してき

1 h ttps://www.rengo-soken.or.jp/info/2022/06/

たのが、連合総研「男女共同参画社会の実現に向けた労働
組合の役割に関する調査研究委員会」
（主査：権丈 英子
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最近の書棚から
『戦後革新の墓碑銘』

労働組合に寄せる大きな期待
第一に、そもそも「戦後革新」とは た政権はなぜ実現しなかったのかとい

何であったのかという点である。本書 うことである。社会党史や総評史にお
のなかで「戦後革新」についての明確 いても、
「戦後革新」そのものがなぜ
な定義はされていないが、著者がどの 崩壊していかなければならなかったの
ように「戦後革新」をみていたのかは かという点については、総括が不十分
随所に読みとることができる。

だった、と著者は振り返る。著者にと

シュトュルムタールの「医師たるべ っての「戦後革新」は砂川闘争に始ま
きか、嗣子たるべきか」という言葉を り、
「戦後革新」の次の政治勢力にな
引用し、
「戦後革新」には嗣子と医師 るはずであった「リベラル新党」の挫
の二つの魂が存在したと著者は述べ 折で終わっている。
る。すなわち、社会主義を実現したい

著者が書いた脚本を動かすリーダー

高木郁朗著・中北浩爾編

という願望をもちつつ、現実では日常 が欠如していたのか、現場レベルの多

旬報社
定価1,800円（税別）

的な社会改革を行うという意味を示し 様な労働者や人々の心を惹きつける運
ている。このスタンスが「戦後革新」 動になっていなかったのか、
「リベラ
の根底にあると思われる。

自

ル」に含まれる社会民主主義的な考え

「戦後革新」での具体的な改革の内 方にもなんらかの欠陥があったのかな
民党・公明党連立政権に対抗す 容については、著者が原案を執筆した ど、いまとなってはさまざまな理由が
る勢力は、近年の選挙結果をみ 社会党『新宣言』に表れている。掲げ 想定できるが、本書のなかでは直接的

ても、弱体化しつつあるのは明らかで られた項目は、反戦、人権、民主、人 には明らかにされていない。
ある。現在の政治情勢を理解するため 間的労働、平等、生活の質、環境など、

最後に、
「戦後革新」を引き継ぐも

「戦 のは何か、
「墓碑銘」に込められた思
にも、「戦後革新」とは何であったの 憲法の理念と一体化されたもので、
「リベラ
かを振り返ってみることには大きな意 後革新」が求めてきたものであった。 いとは何かという点である。
味があると思われる。本書はまさに、 そのなかでも、著者が生涯にわたって ル新党」の挫折から十数年後、民主党

麻生

その「戦後革新」のなかに人生の大半 最も重視しているのは「人間的労働」 と社民党の連立政権が成立した。しか

裕子

三池闘争、安保闘争などにかかわり、 進める主体は誰かということである。「戦後革新」の立て役者たちも含まれ

を投じてきた著者の自叙伝である。
著者は、大学時代に砂川闘争、三井

であるといえる。

し、著者はある意味「悔しい」と感じ

さらに重要なのは、
「戦後革新」を たという。それは、民主党のなかには

「社会党・総評ブロック」とい ていたが、その主流は巨大化した自民
1960年代には、一貫して自民党勢力 通常、
と対抗してきた「戦後革新」の中軸を う言葉を使うが、著者は、あえてこれ 党から分離してきた保守政治家であ

連合総研主任研究員

なす総評や社会党でスタッフとして活 を「総評・社会党ブロック」と呼ぶ。 り、けっして「戦後革新」を引き継ぐ
動し、その後、70年代初めに大学教 ここに、労働組合が「戦後革新」の中 「リベラル」とはいえなかったからだ。
員に就くという経歴をもつ。研究者に 軸にならなければならないとする著者
転身した後も、総評、社会党、さまざ の強い思いが見受けられる。
まな労働組合の活動に大きく貢献し

著者は、人生をかけてきた「戦後革
新」を引き継いでいくものについて、

それだけではない。総評、社会党に このように述べる。「すべての人々が

た。例えば、社会党の綱領的文書『新 在籍していた頃から、さまざまな現場 人間的労働に従事する新しい社会シス
宣言』
、国鉄分割民営化をめぐる国労 を回るという経験をしてきた著者は、 テムを構築することを軸として、さま
委員会報告、社会党史や総評史の執筆 ムリナーシの「汗と血と涙をもった多 ざまな改革を行う諸勢力こそが、いま
といった、「脚本家」としての役割を 様な労働者あるいは人々こそが主体で では墓場に入った「戦後革新」の後継
」
果たすだけではなく、連合の関連団体 あるべきだ」という考え方に共感した 者ということになる。
「戦後革
である教育文化協会のRengoアカデ エピソードを紹介している。

「戦後革新」でも「リベラル」でも、

ミーなどの労働教育にも尽力してい 新」も同様で、多様な労働者や人々が 一貫して「労働」が中軸になければな
る。

主体となり、その結集軸となるのが労 らない、と考える著者にとっては、と

本書の主題である「戦後革新」をめ 働組合であるべきだと著者は考えてい りわけ労働組合に寄せる期待が大きい
ぐって、明らかにしておきたい論点が たのかもしれない。
いくつかある。

のではないだろうか。

第二の論点は、
「戦後革新」が求め
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今月のデータ

Pew Research Center“American Trends Panel”
Gallup“Historical Trends: Labor Unions” 等

GAFA企業で相次ぐ組合結成
上昇に転じたアメリカの労働組合支持率
驚きをもって受け止められました。

新興企業で組合結成が続く
2021年1月、シリコンバレーにあるGoogleの親会社Alphabetの

しかし、これらの企業では経営人材や高度専門人材が高額報酬を

従業員らが、労働組合“Alphabet Workers Union（AWU）
”を結

得ている一方で、業務請負や物流部門、小売り部門の労働者は低賃

成し、大きな注目を集めました。AWUには、フルタイムの従業員だ

金で働くことを余儀なくされ、待遇に対する強い不満が組合結成の

けでなく、有期雇用の従業員やベンダーや請負業者も加入できます。

原動力になっています。また、若い人を中心に倫理や正義を重視す

AWUは、組合員の労働条件の向上や、差別やハラスメントの抑止に

る“social goodness（社会善）
”の志向も、組合回帰の一因になっ

加え、社会や環境に対して倫理的に行動することもミッションに掲

ていますⅰ。

げています。

労働組合の組織率は、アメリカも含め、多くの国で長期的に下落

Amazonはアラバマ州やニュージャージー州で組合結成の動きが

が続いています（図表１）
。とくにアメリカの労働組合組織率は

あるものの、経営側は反組合の姿勢を貫いています。しかし2022年

2019年時点で9.9％と、主要先進国のなかで最低です。アメリカは

4月、ニューヨークの物流センターで同社初となる組合“Amazon

日欧に比べ労使関係が闘争的で、戦後、組合活動を強く規制するタ

Labor Union”が結成されました。

フト・ハートレー法が整備されるなどの歴史的経緯もあり、労働組

さらにAppleでも、2022年6月、メリーランド州の店舗で労働組

合を忌避する経営者が数多くいますⅱ。

合が結成されました。これにより、世界のテクノロジーを牽引する

そんなアメリカにおいて、GAFAやさらにはStarbucksなど、世界

GAFAの実に3企業で労働組合が結成されたことになります。巨大テ

的な新興企業で組合結成が相次いでいることは、時代の変化を感じ

ック企業は高報酬で福利厚生も充実していることから、この動きは

させます。例えば、Starbucksは2021年12月にニューヨーク州の

図表１ 労働組合の組織率

出所：OECD.Stat“Trade Union Density”
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店舗で組合結成が決まって以降、全米の200を超える店舗で組合結

図表２ 労働組合組織率の長期的衰退の影響

成が可決されています 。運動を主導する“Starbucks Workers
ⅲ

国にとって

United”は、
「われわれはアンチ・スターバックスではない」と、経
営と発展的なパートナーシップを結ぶことを標榜しています。

組合支持率は過去50年で最高に
Pew Research Centerが2022年に行った調査（図表２）によれ

非常に良い

10%

10%

やや良い

29%

26%

やや悪い

39%

38%

非常に悪い

19%

23％

3%

3%

100%

100%

回答なし

ば、アメリカでは労働組合の長期的衰退は、国にとっても、働く人

合計

にとっても、悪いと考える人が５割を超えています。労働組合組織

働く人にとって

出所：Pew Research Center（2022）
“American Trends Panel”

率の長期的衰退は、国にとって悪い（
「非常に悪い」
「やや悪い」の
合計）と考える人が58％、働く人にとって悪い（
「非常に悪い」
「や
や悪い」の合計）と考える人が61％もいます。

共和党支持層でも労働組合を支持する傾向がでてきているのは、ア

また、Gallupが1930年代からアメリカで行っている調査でも、労

メリカでは富の偏在や物価の上昇により、労働者階級や中流階級の

働組合に対する意識の変化が見られます。労働組合に対する意識は、

生活が苦しくなっているためです。バイデン大統領は労働組合強化

2009年は「支持する」48％、
「支持しない」45％でしたが、2021

を公約の１つに掲げて当選し、2021年4月には「労働者の組織化と

年には「支持する」68％、
「支持しない」28％と、12年間に「支持

権限強化に関する大統領令」に署名するなど、労働者寄りの政策を

する」が20％も増加しています。
「支持する」は2012年以降右肩上

強化しています。

がりで上昇し、2021年の「支持する」68％は、1965年以来最高値
に達しています（図表３）
。

はたして、アメリカでは労働組合の結成の波はさらに拡がるので
しょうか。そして、労働組合の組織率は上昇に転じるのでしょうか。

紙幅の制約があるため図表は省略していますが、Gallupの調査で

今後の動きを注視したいと思います。

は、労働組合への支持は、バイデン政権の基盤である民主党支持層
で上昇し90％に達しているばかりか、トランプ政権の基盤である共
和党支持層でも上昇傾向が続き、47％になっていますⅳ。
Pew Research Centerの調査でも、共和党支持層の内、40歳以
上もしくは収入が多い人は、労働組合の長期的衰退を「良い」と考
える割合が高いのに対し、39歳以下もしくは収入が低い人は、労働
組合の長期的衰退を「悪い」と考える割合が高くなっていますⅴ。

ⅰ リクルートワークス研究所（2021）
「アメリカGoogle社員が労働組合を結成した理
由とは。労働問題専門家に聞く」
ⅱ チャールズ・ウェザーズ（2010）
「アメリカの労働組合運動 保守化傾向に抗する
組合の活性化」昭和堂、前田尚作訳
ⅲ 時事通信ニュース「米スタバ、労組結成投票の停止要求＝当局が不正に加担と主
張」2022年8月16日
ⅳ Megan Brenan（2021）
“Approval of Labor Unions at Highest Point Since 1965”
Gallup
ⅴ Ted Van Green（2022）
“Majorities of adults see decline of union membership
as bad for the U.S. and working people”Pew Research Center

図表３ 労働組合を支持するか、しないか？

出所：Gallup“Historical Trends: Labor Unions”
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［職員の異動］
＜退任＞
金成 真一（かなり しんいち） 主任研究員
6月27日付退任
〔ご挨拶〕2020年11月に厚生労働省より着任しましたが、
帰任することとなりました。
主担当のESG－S指標に関する調査研究委員会は、S指標案
を取りまとめ、5月27日に中間シンポジウムを開催したとこ
ろであり、これから最終着地点を目指す中で連合総研を離れ
ることとなってしまったのは大変心残りですが、副担当の障
害者雇用の研究会では単組の取組のインタビューに参加した
り、男女共同参画の研究会では海外の労働組合へのインタビ
ューに参加したりと、貴重な経験も数多くさせていただきま
した。心より感謝申し上げます。
１年7 ヶ月という短い期間でしたが、連合総研で学ばせてい
ただきましたことを、今後の業務に活かしてまいりたいと思
います。引き続きよろしくお願い申し上げます。
萩原 文隆（はぎわら ふみたか） 主任研究員
7月31日付退任
〔ご挨拶〕2018年8月の着任以降、4年間勤務をさせていた
だきました。
この4年間を振り返りますと、やはり「コロナ禍」の中での
業務となったことが忘れられません。これまで担当していた
「with/after- コロナ研究委員会」が立ち上がった時に、
「一
年後、もう『コロナ』なんて終わって、忘れられているかも
しれない」などと言っていましたが、現在もそのような様子
はありません。一日も早く、いつもの生活が戻ってくること
を望んでいます。
退任後は、出身産別である電機連合の関連事業会社で勤務を
いたします。
これまでお世話になりました皆様にあらためて感謝を申し上
げます。
＜着任＞
遠坂 佳将（とうさか よしまさ） 主任研究員
７月１日着任
〔ご挨拶〕この度、厚生労働省から連合総研に出向させてい
ただくことになりました。
この貴重な機会を十分に活かして、医療、福祉、労働の分野
に限らず、国民生活にかかわる分野について幅広く見識を深
めていきたいと思います。
その中で、第一線で活躍される学者・有識者の皆様とのご縁
を大切にしていきたいと思います。
趣味は船旅です（コロナ禍でしばらく行けていませんが）。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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I NFORMATION
【 ５月の主な行事】
５月 11 日 所内・研究部門会議
13 日 第15回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの
責任投資原則促進に関する調査研究委員会
（主査：水口 剛 高崎経済大学学長）
18 日 所内勉強会
20 日 生活時間確保に向けた新たな労働時間法制を考えるシンポジウム
23 日 第18回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と働き方に
関する調査研究委員会
（主査：藤村 博之 法政大学教授）
24 日 第１回産業構造の大きな変化と新型コロナウイルス感染拡大を契機とした、
就労支援と能力開発の一体的な仕組みの実現に向けた調査研究委員会
（戎野 淑子 立正大学教授）
25 日 所内・研究部門会議
27 日 第10回with/after コロナの雇用・生活のセーフティネットに関する
研究委員会
（主査 : 玄田 有史 東京大学社会科学研究所所長）
27 日 ESG-S 指標に関する調査研究委員会中間シンポジウム
		「今、改めて ESG の「S」指標を考える」

【 ６月の主な行事】
６月１日 所内・研究部門会議
７日 第１回経済社会研究委員会
（主査：吉川 洋 東京大学名誉教授）
13 日 第２回非正規で雇用される労働者の働き方・意識に関する実態調査と
労働組合の役割に関する調査研究委員会
（主査：森 ます美 昭和女子大学名誉教授）
15 日 所内・研究部門会議
22 日 所内勉強会
28 日 第２回経済社会研究委員会
（主査：吉川 洋 東京大学名誉教授）
29 日 第５回日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する
調査研究委員会
（主査：清水 敏 早稲田大学名誉教授）

editor
労働組合を取り巻く状況は構造変化

そのことはあまり認識されていませ

の只中にあるのではないか。そんな

ん。労働組合の今日的な社会的意義

問題意識から、「特集」や「今月のデ

を言語化し、もっと伝えていけたら

ータ」をまとめました。海外の先進

いいのにと思います。現在、主担当

的な事例や各種データを見ていて感

として推進している「労働組合の未

じるのは、日本でも着実に労働運動

来」検討会・研究会で、より発展的

の新たな胎動が起きているというこ

な方向性を見出していきたいと考え

とです。日本でも社会課題解決に挑

ています。

む労働組合がでてきているものの、

（中村天江）

