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報 告

　連合総研は10月28日に連合総研HPにて
「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」を公表
した。前号に続き、今号では、第Ⅱ部「持続可
能な成長を支える公正な分配を目指して」を掲
載する。
＊第Ⅰ部及び補論、第Ⅲ部目次は、11・12月
合併号を参照のこと。
　なお、本文の記述は一部を除き原則９月中旬

時点のデータに基づく。また、文中の図表番号
は、報告書本体における番号であり、連続した
番号となっていない。なお、内容の詳細や引用
に当たっては、報告書本体を参照されたい。
URL（ 連 合 総 研HP）https://www.rengo- 
soken.or.jp/work/2022/10/281330.
html

新たな時代における経済の好循環実現に
向けて

「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

第１章　ディーセント・ワークの実現

　コロナ禍により、日本の経済社会構造が大きく変

容するとともに、従来より我が国が抱えてきた様々

な課題が顕在化した。中でも、「ディーセント・ワ

ーク」の実現に向けた取組の遅れはその最たるもの

であろう。今後ますます人口減少・少子高齢化が加

速する中、持続可能な成長の実現のためには、限ら

れた労働力の効率的な活用と併せて、全ての労働者

において「ディーセント・ワーク（働きがいのある

人間らしい仕事）」が実現されるとともに、活発な

イノベーションを通じて生産性の向上が図られるこ

とは不可欠である。

　「ディーセント・ワーク」とは、99年の第87回

ILO総会に提出された事務局長報告において初めて

用いられ、ILOの活動の主目標と位置付けられてき

たものである。我が国において、（1）働く機会があ

り、持続可能な生計に足る収入が得られること （2）

労働三権などの働く上での権利が確保され、職場で

発言が行いやすく、それが認められること （3）家

庭生活と職業生活が両立でき、安全な職場環境や雇

用保険、医療・年金制度などのセーフティネットが

確保され、自己の鍛錬もできること （4）公正な扱い、

男女平等な扱いを受けること、と整理されている 。

　ディーセント・ワークの実現を通じ、日本の労働

市場が海外からも高く評価され、優れた人材を呼び

込めるようになれば、イノベーションも加速するこ

とが期待される。こうした好循環の構築は、我が国

にとってまさに喫緊の課題であるといえよう。

第１節　 非正規雇用を中心とする将来の
生活不安への対応

　初職就業時に非正規雇用されていた労働者の割合

は、就職氷河期世代（1993年頃から2005年頃までの

間に学校卒業期を迎えて深刻な就職難を経験した世

代、現在の40歳代～ 50歳代が該当）において大幅

に上昇した。そこで連合総研調査において、40歳代

未婚の非正社員、正社員が抱える将来の生活不安を

比較したところ、「これまで」および「将来」の不

安度は、ほとんどの項目で、正社員よりも非正社員

のほうが高く、特に「将来の賃金の額」「公的年金

の受け取り額」などの経済的問題に対する不安度が

高い。
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図表Ⅱ－１－１　雇用形態別にみた「これまで」と「将来」の個別不安度

（備考）１．緑色の網掛けは10点以上、黒色の網掛けは１点以上の差。
２．回答者数は、正社員149、非正社員421。いずれも40歳代未婚。
３．連合総研「『人生100年時代』長寿社会における新たな生き方・暮らし方に関するアンケート調査」

（2020年１月実施）より集計・作成。

　初職就業時に非正規雇用されていた労働者の割合

は、就職氷河期世代以降もさらに上昇を続けている

ことから、こうした将来不安を解消することは、我

が国全体として消費喚起を図る上でも不可欠であ

る。そのためには、非正規雇用の賃金引き上げ、正

規との格差の是正、非正規雇用で働く労働者の教育

訓練が必要と考えられる。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

第2節　 法定最低賃金引き上げの推進
　日本の「法定最低賃金制度」には、都道府県ごと

に当該地域のすべての雇用労働者を対象に設定され

ている「地域別最低賃金」と、特定の産業や職種に

対して設定される「特定最低賃金」がある。このう

ち、「地域別最低賃金」については、非正規雇用の

増大など雇用・就労形態の多様化と所得格差の拡大

する中で、均等・均衡処遇の実現に資する役割が期

待され、近年、その水準の大幅な引き上げが行われ

ている。ただし、実態をみると、地域間格差拡大の

是正や最低賃金支払いの履行確保などの課題を抱え

ており、とりわけ履行確保の観点については、労働

組合、経営者団体を通じた周知活動や各地方の労働

局などによる取組の強化が求められる。

図表Ⅱ－１－５　2022年地域別最低賃金 地域間格差の推移

（備考）労働調査会「最低賃金決定要覧」から作成。

図表Ⅱ－１－６　最低賃金支払義務違反事業所数と違反率

（備考）１．厚生労働省「中央最低賃金審議会」資料および労働調査会「最低賃金決定要覧」から作成。
２．各年とも１～３月の結果である。

2021年は緊急事態宣言等が発出されたことに伴い、申告や労働者からの相談等に基づく事案
等緊急性があるものを除き、監督の実施を一部延期している。
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　一方、労働組合が中心となって主体的に取り組む

ことにより、新設や金額改正が行われる「特定最低

賃金」については、「地域別最低賃金」を下回るケ

ースも散見されることから、使用者側から不要論が

強く主張されるなど、一部地域や産業においては、

水準改正はおろか、その存続すら厳しい状況に置か

れている。しかしながら、労働組合の組織率が低位

にある現状を踏まえると、未組織労働者について団

体交渉の補完的な機能が期待されるほか、国を挙げ

第３節　 共通理解なき「ジョブ型雇用」
導入と労使の課題

　近年の経済社会の急激かつ大きな構造変化に伴う

各企業の課題への解決策の一つとして、いわゆる「ジ

ョブ型雇用」が大きな注目を集めている。しかし、

現在、取り上げられている「ジョブ型雇用」をめぐ

る論議は、一般的に想定される「欧米型のジョブ型

雇用」とは異なる、いわば日本版「ジョブ型雇用」

についての論議であり、労使をはじめ関係者間にお

ける共通理解は未だ醸成されていない。そのため、

まずは定義を統一するところから始める必要がある

て年功賃金から日本に合った形での職務給中心のシ

ステムへの見直しが進められる中、産業ごと、ない

しは職種ごとの最低基準を設定するニーズは、今後

ますます高まることが想定される。こうした状況を

踏まえると、「特定最低賃金」をさらに意義ある制

度として発展・継承させる必要がある。したがって、

労働組合、とりわけ産別（産業別労働組合）による

積極的な取組が期待される。

との指摘もなされている。

　企業が「ジョブ型雇用」に関心を持ったきっかけ

としては、多様な人材や高い専門性を有する人材の

確保が挙げられている。しかし、導入状況の現状を

みると、今後の他社の導入状況の「様子眺め」や、

社内での関心の高まりにより情報収集を行っている

段階の企業も少なくない。また、この「ジョブ型雇

用」の導入にあたっては、国内外の企業グループ全

体として従業員の職業能力を明確にすることによる

人材の最適配置を目的としている事例もあるもの

の、その関心の中心は、人材確保の観点、とりわけ

図表Ⅱ－１－７　最低賃金適用労働者数と特定最低賃金件数の推移

（備考）労働調査会 2022年「令和４年版最低賃金決定要覧」から連合総研事務局作成。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

図表Ⅱ－１－12　人事・労務からみた「ジョブ型雇用」への関心

（備考）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 2021年11月16日 企業人事部門アンケート
「ジョブ型雇用の実態調査」結果概要

高度で専門的な技術を有する経験者を「即戦力」と

して採用することではないかと考えられる。

　「ジョブ型雇用」の導入にあたっては、適用対象

範囲や職務の確立・明確化及びそれらに応じた賃金

体系の構築をはじめ、人材育成のあり方の見直しや

セーフティネットの整備といった数々の課題が存在

する。産業横断的あるいは職種共通的な資格や能力

基準評価などが必要になることも想定されよう。こ

れらの取組は個々の企業による対応のみでは解決が

困難な課題であることから、産業別の経営者団体や

労働組合による息の長い取組が期待される。

第４節　 情報開示によるディーセント・
ワークの実現

　近年、世界的に企業経営における非財務情報の開

示が大きな潮流となっているが、ESG（環境・社会・

（備考） 「成果主義ではないジョブ型雇用」（産経新聞：2020年10月26日朝刊）、「労働政策で考える『働く』のこれから」（Worksデ
ジタル10月17日号：リクルートワークス研究所）を参考に作成。
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ガバナンス）投資の拡大と相俟って、投資を呼び込

むものとして、我が国においても官民を問わず関心

が高まっている。ESG投資のうち、海外では「S（社

会）」である人権や労働が重要視され、人的資本の情

報開示の取組として、DJSI（Dow Jones Sustainability 

Indices）やISO30414（ISO（国債標準化推進機構）

による社内外への人事・組織に関する情報開示のガ

イドライン）が策定されるなど、様々な指標が生ま

れている。また、人権デューデリジェンスを義務化

する法律が整備された国も増えている。こうした国

際的な潮流を受け、日本国内でも経済産業省を中心

に人的資本や働き方に関する情報開示の検討が進め

られている。

　ただし、働き方や雇用の問題は、国内の法律や商

慣行の影響を強く受けるため、海外の指標に注目す

るだけでは解決しない。日本で優先的に取り組まな

ければならない課題には、例えば、仕事や家庭参加

における男女格差や、雇用形態（雇用管理区分）格

差の解消などがある。また、健全な働き方を社会に

広げていくためには、単に制度整備を進めるだけで

は足らず、最終的には人々の意識や職場の価値観、

社会規範を変える必要がある。その実現に向け、働

き方を「見える化」する取組の一つとして、日本版

ディーセント・ワーク８指標（JD ８）の情報開示が

ある。JD ８とは、日本特有の働き方の問題に焦点

をあて、誰もが尊重され、働きがいをもつことがで

図表Ⅱ－１－16　日本版ディーセント・ワーク８指標（ＪＤ８）

（備考）連合総研・QUICK ESG研究所
「日本版ディーセント・ワーク８指標（Japan Decent Work 8 Index : 以下ＪＤ８）」
※2022年５月27日「今、改めてESGの『S』指標を考える」シンポジウム資料
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

きるようにする指標として、連合総研及びQUICK・

ESG 研究所により取りまとめられたものである。

　誰ひとり取り残さない、持続可能な社会を実現す

るためには、株式市場や労使対話においてＪＤ８の

観点が重視されることが極めて重要であり、こうし

た取組が進むことは、働く個人のウェル・ビーイン

グを向上させるとともに、人材の獲得や従業員の離

職防止などを通じ企業価値を高めることに資するで

あろう。ひいては社会の持続可能性を高め、我が国

の企業が世界から有望な投資先として選ばれること

にもつながると考えられる。労使が共に連携しつつ、

より一層積極的に「働き方の見える化」を推進して

いくことが期待される。

第２章　労働組合の新たな役割

　我が国の労働組合の組合員数及び組織率の推移を

みると、高度成長期にピークを迎えた後は第一次オ

イルショック、第二次オイルショック、バブル崩壊

を経て、経済成長率自体の低下やデフレの長期化、

経済社会構造の変化等を背景に低下傾向となった。

さらにその後、リーマンショックや東日本大震災、

そして今般のコロナ禍など、100年に一度ともいわ

れる負のショックに次々と見舞われる中、低迷を続

けている。同時に、賃金引き上げのほか、各種政策

決定過程における労働組合のプレゼンスも相対的に

低下した。しかしながら、今般のコロナ禍により、

我が国の労働市場が抱える諸課題が顕在化・深刻化

する一方で、雇用形態の多様化・複雑化はますます

進んでおり、労働者のニーズの的確な把握や労働者

の権利保護における労働組合の役割はむしろ増して

いるといえよう。

第１節　 生産性向上を高める労使協議
　人口減少・少子高齢化が加速し、労働力人口が減

少する中、持続可能な経済社会の実現のために生産

性の向上は不可欠である。そのため、多くの職場で

AI等の新技術の導入が図られているところである

が、その際、労働者側の理解を十分に得るべく労使

協議が事前に行われていることが、真に生産性向上

を実現する上で極めて重要となる。

　連合総研が昨年実施した『経営に関する労使協議

についてのアンケート調査』結果によると、経営に

関する労使協議機関は、調査対象全体では８割を超

える労使において設置され、かつ定期的に開催され

ているものの、従業員規模によるばらつきが大きく、

図表Ⅱ－２－11　労使協議における労働組合の考え方
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図表Ⅱ－２－12　労使協議における労働組合の実際の行動

（備考）『経営に関する労使協議についてのアンケート調査』2021年10月～ 12月実施（連合総研）

規模が小さいほどその設置割合は低い。

　また、労働組合側も生産性向上の必要性は理解し

ているものの、生産性向上を推進する上で会社・労

働組合が実行すべき項目として、「従業員の意識改

革」を多くの労働組合が挙げている。また、生産性

向上に向けた「新技術の導入」についての労使協議

は実施されているものの、事前協議の明文化や実施

に至る労使は２割を切っている状況である。

　さらに、経営に関する労使協議における労働組合

の考え方と実際の行動との間には乖離が見られるこ

とから、労働組合が経営側への協力と組合民主主義

のバランスに苦慮していることがうかがえる。

第２節　 「DXの推進」に向けた人材育成・
能力開発のあり方

　成長と分配の好循環の実現に当たっては、労働者

の賃金を適切な水準に引き上げていくことはもとよ

り、人材育成・能力開発といった人的投資の拡充が

不可欠である。とりわけ、企業が国際競争力を維持・

強化していくためには、「デジタルトランスフォー

メーション 」（以下、DX）をスピーディーに進め

ていく必要がある。

　しかし、経済産業省が2020年に実施した調査によ

ると、全体の９割以上の企業がDXにまったく取り

組めていない「DX未着手企業」レベルか、散発的

な実施に留まっている「DX途上企業レベル」の状

況にあるとされている。こうした結果を受け、経済

産業省をはじめ、多くの産業、団体により、DX実

現に向けた組織改革や人事制度改革などの環境整備

に関し各種調査や提言がなされているところではあ

るが、我が国のDX投資の規模自体は未だ小さく、

かつその担い手となる人材が大幅に不足しているこ

とがボトルネックとなって、諸外国と比べ大幅に取

組が遅れているのが実情である。

　JILPTが2021年に実施した企業調査では、「デジ

タル技術を活用するうえでの課題」について、最も

多い回答が「デジタル技術を利用するための人材が

不足している」であった。

　厚生労働省が2018年に分析した結果によれば、

GDP（国内総生産）に占める企業の能力開発費の国

際比較で、日本は0.10％と突出して低い水準にある。

　我が国の企業におけるＤＸ推進に向けた人材育

成・能力開発はようやく緒に就いたばかりである

が、今後はリスキリングの積極的活用を通じた「人

34



DIO 2023, 1

新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

図表Ⅱ－２－16　企業におけるデジタル技術を利活用するうえでの課題（図表４）

（備考）「JILPT人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査（企業調査）」（2021年）。

図表Ⅱ－２－21　GDPに占める企業の能力開発費の割合の国際比較（図表９）

（備考）厚生労働省「平成30年版 労働経済の分析」（2018年９月）を参考に作成。

の投資」を行う企業が徐々に増えていくものと見込

まれる。他方、その効果が十分発現されるためには、

労働者側も自らのエンプロイアビリティ及び処遇の

向上の機会と捉え、能動的にキャリア形成やスキル

アップに取り組む必要がある。従来、多くの労働組

合は、人材育成・能力開発は会社責任として、個々

の労働者のスキルアップやキャリア形成に関し深く

関与してこなかったが、今後は労働者自身の意識向

上や、育成されたDX人材の処遇等の見直しにあた

り、より積極的に関与することが求められるといえ

よう。

第３節　連帯による地域の支え合い
　かねてより、労働組合は地域の支え合い活動に取

り組んできたが、あまり注目されてこなかった。し

かし、少子高齢化・人口減少の進行に伴い、行政サ

ービスのみでは複雑化する社会課題に対応すること

は困難となっており、共助の充実が地域の持続可能

性を高める上で不可欠となっている。その代表的形

態の一つである労働組合が果たす役割もますます重

要性が増しているといえよう。

　例えば、連合北海道は、新型コロナウイルス感染

症拡大を受け、マスクの寄贈や経済的打撃を受けた
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一次産業や困窮者の支援を展開した。日頃のネット

ワークを活かし、自治体や大学、NPOやメディア等

と連携することで、支援活動は迅速かつ大規模なも

のとなった。

　このほか、労働組合の支え合い活動としては、従

来から行われている災害時のボランティアやカンパ

がある。近年では、Ｗｅｂでの情報提供やクラウド

ファンディングなど、テクノロジーを活用した新た

な支え合い活動も生まれている。2019年には労働組

合や地域NGO・NPOによる支え合い・助け合い活

動をサポートするオンライン・サイト「ゆにふぁん」

を開設し、社会課題の解決を図るための「運動の結

節点」の役割を果たしている。このように、労働組

合は一義的には組合員のための互助組織ではある

が、その連帯は内部にとどまらず、支え合い・助け

合いの精神に基づき、必要に応じ他の主体を巻き込

むことで、社会課題を乗り越える原動力の役割を果

たしている。

連合の「ゆにふぁん」
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