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巻頭言

巻頭言

して実現するのか？
　まじめに労使交渉をやっている数多く
の当事者の方々は、莫大なエネルギー
を費やして、相互に納得できる結論を見
出していこうと奮闘を重ねています。マク
ロの経済・社会状況の分析から、産業
・企業の課題、そのもとでの雇用・労
働のあり方等 、々微に入り細にわたって
討論を繰り返し、結論を見出していこう
としているわけです。
　労使関係のミソは持続性です。「その
場しのぎ」や「思い付き」のような、そ
の年だけ通用すれば良いというようなも
のでは、先につながりません。
　労使交渉は本来、どちらか一方が勝
った負けたなどというものではありませ
ん。言うならば、お互いが高め合う存在
です。だからこそ持続性が備わり、労
使双方が未来に向かっていくことができ
るということだと思います。経営者の胸
三寸だけで労働条件が決まるなどという
文化では、持続性は担保されないと言
わざるを得ません。
　経営者はそのうち替わっていきますか
ら、特定の経営者個人の「思い付き」
はそのときこっきりですが、労使交渉は
労働協約という名の「約束事」に帰結し、
議事録とともに引き継がれていくのです。

＜いいこといい話を目立たせたい＞
　今月から来月にかけて、様々な数字
が踊ることでしょう。メディアの皆さんに
注目してもらいたいのは、その数字はど
のような交渉に裏打ちされているのか、
そしてどのような波及力を持つのかとい
うことです。
　労働組合の世界には「相乗効果」と
いう言葉があり、「共闘」という習わしが
あります。いい話はまねをする、土台に
していく、という文化があるのです。
　しかし残念ながら日本の労働組合組
織率は16.5%です、そもそも「交渉」と
いうツールを持たない8割以上の労働者
と使用者に向けて、まねをしてもらえる
ような「いいこと」「いい話」を目立たせ
ることが必要なのです。

ります。しかしだからこそ、久方ぶりの
インフレ下の春闘、寒さをものともしな
いホットな労使交渉が展開され、事態
が打開されなければなりません。
　そんななか、報道では使用者側の積
極的な発言が目立っています。どうも
一般メディアは名だたる経営者の一挙
手一投足に注目を集中しているようで、
労使対等という目線とはややかけ離れ
た「スター待望」論的な挙措にうつり
ます。私としてはややげんなりしている
のが正直なところです。
　スター待望の代表格は4割賃上げの
ユニクロ・柳井社長かもしれません。

＜肝腎なことは波及力＞
　私はこの種のハデな話に対しては即
座におのが眉にツバをつけるのが習い
性になっているわけですが、しかし、
柳井社長は押しも押されもせぬ立派な
経営者であり、もちろんのこと、彼の
やろうとしていること自体にケチをつけ
る気は毛頭ありません。下げるのでは
なく上げるということなのですから、ま
ことに結構な話であることは間違いあ
りません。
　しかし、「春闘」というわが国全体
を巻き込んで展開される壮大なイベント
において、この4割アップというしろも
のはいったいどういう位置づけになる
のでしょう。
　「すごいねェ、さすが柳井さん」「で
も自分のところはまねできないなァ」
　これで終わってしまうのではないでし
ょうか。
　それじゃダメなんですよね、春闘で
は。悪いけど主役とは言えないんです。
　春闘という営みにおいては、波及力
が伴わなければだめなんです。労働側
はもちろんのこと、使用者側も、自ら
の取り組みのモデルを、連鎖につなげ
てもらいたい。その連鎖によって、社
会全体の取り組みとして、賃上げの「う
ねり」をおこしてもらいたい。

＜うねりの素は交渉努力＞
　しからばその「うねり」はどのように

さが身にしみる毎日です。連日の
物価上昇のニュースにも気が滅入寒
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　リスキリングが脚光をあびている。すでに一部の大手企業ではリスキリングの
導入が進んでいるが、政府がリスキリングの公的支援の充実・強化として「５年
間で１兆円」の予算規模を表明して以降、より注目が集まっており、ある種のブー
ムと言ってもいいだろう。
　このように、リスキリングが近年加熱気味となっているが、労働者の能力開発
や内部・外部労働市場におけるエンプロイアビリティを高める手法であることは
間違いない。
　本特集では、リスキリングを一過性のブームで終わらせることなく仕組みとし
て定着させ、働く者の力とする観点からそのねらいや課題の提起とイギリスの職
業訓練の状況等の報告をいただいた。ご一読願いたい。

リスキリングを働く者の力に

特集
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１．脚光を浴びるリスキリング

リスキリングが脚光を浴びるきっかけは、2020

年に開催されたダボス会議で、第4次産業革命

に伴う技術の変化に対応した新たなスキルを獲

得するために、2030年までに10億人により良い教

育、スキル、仕事を提供するというイニシアチブ

（『リスキリング革命』）が発表されたことによる。

以降、欧米諸国などで、成長分野に人材をシフ

トし、企業の成長・発展につなげるためリスキリ

ングが積極的に導入されている。

日本においても一部の大手企業で、事業の活

性化に向けた企業投資の一つとして、リスキリン

グの導入が進んでいる。また、政府においても、「構

造的賃上げ」をめざす中で、リスキリングにおけ

る労働者の能力開発を主要な取り組みと位置づ

け、公的支援の充実・強化として「５年間で１

兆円」の予算規模を表明。本年１月の岸田総理

の施政方針演説でも、リスキリングによる能力向

上支援、日本型職務給の確立、成長分野への

円滑な労働移動の促進を三位一体とする労働市

場改革の加速が強調された、より踏み込んだ提

案がなされ、現在、その具体化に向け国会で論

議がされているところである。

２．リスキリングは正しく認識されてい
るか

こうしたことから今後は、国内においても企業

はもとより個人においてもリスキリングが浸透し、

これら一連の状況をビジネスチャンスと捉えた市

場も形成されるものと想定されるが、その一方で、

政府の主張には「日本型の職務給の確立」「成

長分野への円滑な労働移動」が含まれているこ

とは前述したとおりである。そのことから「労働

移動」自体が目的化することや、解雇無効時の

金銭解決制度導入に向けた論議が再燃しかねな

い懸念もあるなど、雇用や働き方、ひいては労働

関連法制などにも影響を与えかねない側面につ

いては注視していく必要がある。また、リスキリ

ングについて、その目的を一部のデジタル人材

の育成・獲得とすることや、OJTの延長で対応

できるなど、あやまった認識で捉えている経営者

も少なくないとの識者の指摘もあり、真に「リス

キリングを働く者の力に」するためにも、本質を

正しく理解しておきたい。

３．個々のニーズで主体的・効率的に
学べる新たな人材育成戦略を

山田論文では、政府におけるリスキリング支

援を経済対策の一連の流れで捉え、背景には「人

的資本経営」がコンセプトであると指摘。加えて、

欧米企業は企業成長のカギを握る優秀な人材へ

の投資を増やし、人材の一層の成長と獲得のた

めに注力している一方で、日本企業の人材投資

の少なさに警鐘をならすとともに、業務で求めら

れる新たな知識・スキルを個々人のニーズに従

って主体的・効率的に学べる、新たな人材育成

戦略が求められると論じている。

リスキリングとセットで語られるジョブ型雇用

や労働移動について、同論文では、個々人が納

得してポジションにつき、主体的にキャリアを形

成できるよう、現場マネジメントや職場のラーニ

解　題

リスキリングを働く者の力に
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ングコミュニティーを支える仕組みをつくること、

ならびに破壊的イノベーションが起こりやすい雇

用の流動性を前提とした環境と継続雇用を前提

としたこれまでの連続的イノベーションの環境を

併存した「両利きの経営」の追求を提起している。

ただし、「人的資本経営」を実践するには必ずし

もジョブ型雇用が必須になるわけではないとも論

じている点についても付け加えておく。

４．キャリア自律との「セット化」にみ
る課題

藤本論文では、企業がリスキリングの際に、

従業員に自主的な能力開発・キャリア形成を求

めるキャリア自律とのセット化に注目する。この

「セット化」は、従業員や教育訓練の多様化が

一層進展し、職場や階層別の研修など集合的な

場での能力開発を難しくすることにより、今後の

能力開発・キャリア形成における基本的なあり

方として定着する可能性があると予見する。

「セット化」の下でのリスキリングにおける懸

念として、同論文では二つの課題を提起する。

一つは、能力開発やキャリア形成に関する決定

権をこれまで以上に個々人に委ねることになるた

め、特に若手・中堅社員がその必要性を理解し

積極的に進めたいとは思うものの、いざ行動する

となると難しさやプレッシャーを感じて躊躇する

事態が往々にして起こりうること。もう一つは、

キャリア形成における個人の自主性と企業が求

める効率的・効果的なリスキリングとの間に齟齬

が生じた場合の対応である。個人のキャリア自

律が企業の期待するリスキリングの進捗につな

がらないとなった時に企業はどのような対応をと

るのか、疑問を投げかけている。論文後段にこ

れらの課題への対応における企業労使の役割も

記載しており、一読願いたい。

５．TUCヒアリング報告―再教育にだ
れもがアクセスできる仕組みの構築を
めざす―

藤波論文は、イギリスの職業訓練の状況とこ

れに対する労働組合の取り組みについてイギリ

ス労働組合会議（以下、TUC）に実施したヒア

リング報告である。イギリスの代表的な技能形

成プロセスについて、社会的パートナーシップに

規制された職業訓練であるアプレンティスシップ

システムがあげられるが、日本と同様に使用者が

主導するOJTなどの訓練も実施されている。70

年代にサッチャー政権が社会的パートナーシッ

プ主導から使用者主導へ市場指向を強めたこと

により、アプレンティスシップシステムが衰退し

てきた経過があるが、1990年代の終わりから

2010年の間に使用者主導のトレーニングについ

ても総量は半減し、2011～ 18年の期間について

も約10％減少したとTUCは指摘する。

イギリスも日本と同様にデジタル人材など有ス

キル人材が不足しており、政府もアプレンティス

シップシステムや労働者の訓練に投資する使用

者への支援などの対応を始めたところである。

TUCとしても、再訓練を権利として拡大し、必

要な訓練を無償で受けられる仕組みをはじめ、

国家スキル・タスクフォースを通じ、五つの主要

な施策の実現に向け積極的な社会対話を実践し

ている。

どの論文、報告にも根底で共通しているのは、

リスキリングの主人公は経済でも企業でもなく、

労働者である。リスキリングをどう活用していく

のか。企業労使の役割発揮が求められる。
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１．はじめに
岸田内閣は、スローガンに掲げる「新しい

資本主義」の優先課題として「人への投資と
分配」を位置づけ、リスキリングを主要施策
の一つとして、５年間で１兆円の支援策を講
じるとしている。そのほか、「日本に合った
職務給への移行」「労働移動の円滑化」とい
う方針が示されており、これまでの働き方や
雇用の在り方にも影響を与える取り組みが今
後進んでいくことが予想される。こうした取
り組みの背景にはどういったことがあり、ど
ういった課題があるのか。そして、働き手に
とって真に望ましい形で「人への投資」が進
んでいくためには何が必要か、以下で考察し
たい。

２． 政府の取り組み―リスキリングと人的資
本経営

まず、政府は「人への投資」で具体的には
どのようなことを狙っているのか。「人への
投資」というワーディング自体は、岸田内閣
以前にも用いられていた。例えば、菅内閣下
の2021年6月に策定された「成長戦略実行計
画」では、第5章は「「人」への投資の強化」
とされており、「リカレント教育の推進」や「失
業なき労働移動」という表現が盛り込まれて
いる。それが岸田内閣になって「格上げ」さ
れ、2022年6月に取りまとめられた「新しい

資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
においては、計画的な重点投資の筆頭に「人
への投資と分配」が位置づけられた。さらに、
その後策定された「総合経済対策」の重点事
項でも、「人への投資と分配」が最初に挙げ
られ、「リスキリングに対する公的支援につ
いて、人への投資策を5年間で1兆円の施策パ
ッケージに拡充する」ことが目玉施策とされ
た。

こうした政府の「人への投資」の背景にあ
る考え方としておさえておく必要があるの
は、「人的資本経営」というコンセプトである。
この呼び水となったのは、経済産業省が2020
年9月に公表した「持続的な企業価値の向上
と人的資本に関する研究会 報告書」―通称

「人材版伊藤レポート」である。それによれば、
「人的資本経営」とは企業競争力の源泉が人
材との認識から「人材の『材』は『財』であ
る」と捉えたうえで、企業価値向上をもたら
す「人的資本」の形成をもたらす経営、と定
義される。そこでは、①経営戦略と人材戦略
の連動の重要性が強調され、そのうえで②目
指すべきビジネスモデルや経営戦略と現時点
での人材や人材戦略との間のギャップを把握
できているか、③人材戦略が実行されるプロ
セスの中で、組織や個人の行動変容を促し、
企業文化として定着しているか、という点が
要諦とされている1。

政府のリスキリングを中心とした
『人への投資』の狙いと課題

山田　久
（日本総研副理事長）
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そうした「人的資本経営」の重要性が指摘
され、注目されるようになってきた背景には
大きく２点の事情がある。

第1は、経済社会のデジタル化が進展し、
経済成長や企業成長にとっての無形資産の重
要性が増すなか、その形成のカギを握る人材・
人財をいかに強化するかにフォーカスが当た
るようになってきたからである。そうしたな
かで、欧米企業は多くの無形資産の源泉であ
る優秀な人材への投資を増やし、人材の一層
の成長と獲得のために注力するようになって
いる。『労働経済白書』によれば、能力開発
費（企業内外の研修費用等を示すOFF-JT）

元来、日本企業はOJTを中心に従業員の社
内教育には熱心に取り組んできた。しかし近
年、厳しい業務環境のもとで全体的には教育
訓練費が減少してきた。皮肉なのは、デジタ
ル化による業務改革が進む欧米企業で、むし
ろ人材投資が積極化され、リスキリングでも
先行していることだ。「リスキリング」とは
仕事の現場で新たに求められるスキルを従業
員に習得させる、企業主導の取り組みとされ、
その主体が主に個人である「リカレント教育」
と対比されている2。このコンセプトが注目さ
れる背景にはデジタル化がある。デジタル化
は企業の在り方や業務プロセスを抜本的に変
え、IT技術者のみならず、広く従業員にデジ

の対GDP比を主要先進国で比較すると、2010
～ 14年 で み て 米 国：2.08 ％、 フ ラ ン ス：
1.78％、ドイツ：1.20％、英国：1.06％に対し、
わが国はわずか0.10％にとどまる（図表１）。
さらに、1990年代後半以降の傾向をみると、
米国、フランスではこの比率が高まる傾向に
ある。しかし、わが国はこの間、能力開発費
のGDP比は低下傾向をたどっている。しかも
最近10年については、企業の財務体質が改善
し、手元流動性が大きく積み上がっていった
にもかかわらず（図表２）、人材投資が減少
してきたのである。

タル知識の習得を要請する。従業員にデジタ
ル技術の活用を前提にした新たな業務知識や
スキルを身につけさせることが、企業の生き
残りに不可欠になっているのである。経済社
会環境の大幅な変化により、主体的なキャリ
ア形成への転換が必要であり、従来のOJT中
心・集合型階層研修は時代遅れになっている。
キャリアの自律を促しつつ、ｅラーニングや
外部研修等を積極活用して、業務で求められ
る新たな知識・スキルを個々人のニーズに従
って主体的・効率的に学べる、新たな人材育
成戦略が求められているのである。

第2は、欧米でのコーポレートガバナンス
における人材関連の情報開示の流れである。

（図表１）企業の能力開発のＧＤＰ比の国際比較

（資料）厚生労働省「労働経済白書平成30年版」
（注）能力開発費が実質GDPに占める割合の5年平均。企業内外の研修費用
等を示すOFF-JTの額で、OJTに要する費用は含まず。
内閣府「国民経済計算」、JIPデータベース、INTAN-Invest databeaseを利
用して学習院大学宮川努教授が推計したデータをもとに作成。

（図表２）日本企業の手元流動性の推移

（資料）財務省「法人企業統計年報」
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人材関連情報の開示については、欧州で先行
して進められてきた。2014年、欧州委員会は
非財務情報開示指令（NFRD）を取りまとめ、
従業員500人以上の企業に対し、「社会と従業
員」を含む情報開示を義務付け、それ以降、
順次内容を拡充しつつ実行に移している。米
国では、2020年8月に証券取引委員会（SEC）
がRegulation S-Kを改正し、人的資本に関す
る情報開示を義務化する方針である3。欧州
委員会が人材面での情報開示を進めてきた動
機には、環境問題はじめ持続可能な社会の実
現に向けて様々な枠組みの転換が求められて
いるとの認識のもとで、「大掛かりな産業単
位でのスクラップ＆ビルド、そして各産業・
企業においても厳しいトランスフォーメーシ
ョンが求められる」と捉え、「その上で、変
化のイニシアティブを取るとともに、各企業・
産業ごとの人財（Human Capital）の状況を
正確に把握し、域内の人材の再配置・リスキ
ル・アップスキルを半ば強制的に進めること
で産業の大転換に備えようとしている4」と
考えられている。そこには率先して新たなル
ール作りを進め、新たな時代で有利に立とう
というEUの思惑もあると思われる。

以上の状況下、資本市場からの圧力を通じ、
リスキリング含め、競争力強化につながる人
材投資を企業に促そうという思惑が、「人的
資本経営」の考え方のベースにある。そして、
企業による「人的資本経営」の推進を政策的
にサポートするのが、政府による「人への投
資」関連の諸施策の基本的な位置づけという
ことになる。

３．企業の取り組みの状況と課題
では、企業は人的資本経営やリスキリング

にどのように取り組んでいるのであろうか。
人的資本経営の基本として経営戦略と連動し
た人事戦略構築が謳われている。それには、
米国流のジョブ型人事制度の親和性が高いと
されており、実際、このところ産業界にはジ
ョブ型ブームがみられる。例えば、パーソル
総合研究所が2020年末から21年初にかけて
行った従業員300人以上の企業に勤める人事・

経営関連業務従事者へのアンケート調査によ
れば、57.6％がジョブ型人事制度を導入済み
ないし導入検討中と答えた。政府が「日本に
合った職務給への移行」としているのも、こ
うした動きに連動したものである。

もっとも、このジョブ型人事というワーデ
ィングが意味するところは曖昧で、欧米流の
初めに職務ありきの人事制度という意味に広
く考えれば、歴史上何度も繰り返されてきた
のが実情である。近い過去ではいわゆる成果
主義がブームとなった1990年代終わりから
2000年代にかけての職務給導入の広がりであ
る。経団連の調査では、ジョブ型人事（雇用）
導入は35.0％に上り、その導入時期は34.1％
が2009年以前としている5。実は当時も、成
果主義には経営戦略との連動性が重要と指摘
されていた。

とはいえ、成果主義が人件費削減のための
後ろ向きな性格が強かったのに対し、今回の
ジョブ型人事・雇用を志向する動きはデジタ
ル化対応など人材獲得のための前向きな性格
が強いと言える。ただし、ジョブ型雇用とは
従来型の就社型雇用（メンバーシップ型雇用）
に比べ、人材調達の考え方が大きく異なる。
それは内部育成中心と外部調達中心という違
いがある。このことは労働市場の流動性と関
わっており、ジョブ型雇用では中途採用が当
たり前で、一定の流動性が前提になる。この
点につき、日本企業も意識しており、現状新
卒者の中途・経験者の採用比率では、9：1が
最頻値で23.9％を占め、46.3％の企業が新卒
が８割以上と答えている。これに対し、今後
については、最頻値が8：2となり、新卒が８
割以上と答えた企業の割合は37.4％にまで低
下する6。

一方、パーソル総合研究所の調べでは、ジ
ョブ型人事導入企業は非導入企業に比べ、退
職勧奨や希望退職募集、再就職支援策など
の退出管理が行われている割合はほぼ倍に上
った7。さらに、大手企業の人材育成の方針
についての経団連調査によれば、社員のキャ
リア形成について、自律性を重視すると答え
た企業が62.9％にのぼり、一方、支援強化が
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必要としたのは40歳程度以下の若年層・中堅
層である8。これは、リスキリングを含めた人
材投資は若手・中堅を中心とした選別的なも
のとなる可能性を示唆している。つまり、こ
こで、労働力の二極化のリスクが問題になる。
そもそも企業の論理からすれば、企業価値向
上につながる人材に選別的に投資することに
合理性がある。そうした企業行動が典型的に
表れているのが米国であり、実際、雇用の二
極化・社会の分断が問題になっている。米国
での人材投資額は主要先進国を上回ってお
り、企業競争力は強化され、高い収益性を実
現する陰で、労働分配率が低下し、所得格
差が拡大している。

さらに重要なのは、人的資本経営を実践す
るには必ずしもジョブ型雇用が必須になるわ
けではない、ということである。例えば、人
材版伊藤レポートが経営戦略と連動した人材
戦略の策定・実行の好事例として挙げられて
いるソニーは、ジョブ型雇用に振り切ってい
るわけではない9。日本型のヒト基準の人事
制度を採っているか、欧米型の仕事基準のそ
れかという問題よりも、欧米とは異なる教育
や社会制度のもとで、個々人が納得してポジ
ションにつき、主体的にキャリアを形成して
いくよう、現場マネジメントや職場のラーニ
ングコミュニティーが支える仕組みを作るか
にこそ、要諦がある。

加えて言えば、正に人事戦略は経営戦略と
連動すべきものであるが故に、米国企業とは
異なる日本企業の競争優位性を考慮した人事
制度を構築すべきことを忘れてはならない。
トランプ政権以降移民の流入が減っていると
はいえ、やはり米国は世界で最も開かれた国
の一つであり、世界中から優秀な人材を集め
ることができる魅力と実力がある。他方で、
多様性が進むが故に貧富の格差に対する許
容度が大きい国でもある。その結果、事業の
スクラップアンドビルドが容易であり、革新
的で破壊的なイノベーションに強い優位性が
ある。一方、日本は外国人の受け入れを積極
的に進めるべきとはいえ、現実には多くの優
秀な外国人を引き寄せる力には限界があり、

貧富の格差への社会の許容度は高くない。革
新的なイノベーションを増やすことの必要性
は否定すべくもないが、連続的イノベーショ
ンによって品質を改善していくところに日本
企業の優位性があるのも現実である。

この意味で、日本企業に今求められている
のは、一国二制度的に組織や仕組みを分け、
高い雇用の流動性を前提に破壊的イノベーシ
ョンが起こりやすい新たな環境と、継続雇用
を前提に連続的イノベーションを継続してい
くこれまでの延長線上の環境を併存させる、
いわゆる両利きの経営を追求していくことで
あろう。とくに、過去からの連続性のある環
境では、「普通の労働者」がモチベーション
高く働き続けることのできる状態を作り出す
ことが重要である。

４．企業の役割と公共部門の役割
ここで注目されるのは、人材投資の面では

先進地域とされる北欧諸国の状況であり、公
的な教育費や職業訓練支出が大きいことが特
徴である。とりわけ、北欧諸国では、「普通
の労働者」の人材育成・キャリア形成に労働
組合が大きく貢献している点が見逃せない。
スウェーデンでは、SACOと呼ばれる大卒専
門職を対象とした労働組合があり、キャリア・
アドバイスやセミナー、ネットワーキングな
ど、個人のキャリア形成を総合的に支援する
サポートサービスが包括的に提供されてい 
る10。このほか、ジョブセキュリティーカウ
ンシルと呼ばれる、労使共同で設立した再就
職支援組織があり、事業再編で強いられる転
職・再就職を短期かつ円滑に進めるために、
マンツーマンでアドバイザーが付き、キャリ
アの棚卸や求職活動の伴走型支援を手厚く行
っている。

このように、産業サイドに立つ企業と個人
のサイドに立つ政府や労組、教育機関を含む
公共部門が両輪となり、人材投資やキャリア
形成を支援していることが重要である。さら
に、企業も実践的なトレーニングの場を提供
し、公労使・産官学が連携して、実効性の高
い人材育成に取り組んでいる。職業能力形成
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の70％は実際の仕事の経験から得られるとい
う、有名なロミンガー社の「70：20：10」の
公式もある11ように、働く経験こそ、エンプ
ロイアビリティー（雇用される能力）を高め
るのに不可欠な要素である。これはデジタル
時代のリスキリングにも変わらず当てはま
る。つまり、有効な人材育成を行うには、企
業が育成プログラムに積極的に関与し、実習
機会や就労の経験を提供することが極めて重
要なのである。

こうした見方をすれば、人的資本経営を格
差拡大を避ける形で実現する―言い換えれ
ば、政府のいう「成長と分配の好循環」につ
なげる形で実現することが重要で、そのため
には、公的な人的投資額を増額するとともに、
それが実効ある人材投資に使われるよう、公
労使・産官学の連携体制をコーディネートし
ていくことこそ、政府が注力すべき点である。
それと同時に、企業が具体的な職業経験を積
む場を広く提供していくことが、効果の高い
人材投資につながる鍵といえよう。

 1 経済産業省（2020）「持続的な企業価値の向上と人的資本
に関する研究会 報告書」

 2 リクルートワークス研究所（2020）『リスキリング～デジ
タル時代の人材戦略～』  

 3 経済産業省（2021）人的資本経営の実現に向けた検討会（第
1回）事務局提出資料

 4 マーサー・ジャパン、ライブラリ「人材マネジメントの国
際標準化進展とどう向き合うか」

 https://www.mercer.co.jp/our-thinking/bigpicture/
globalization/column-21.html,

 2022.4.26アクセス
 5 https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/004.pdf
 6 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/005.pdf
 7 https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/

employment.pdf
 8 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/008.pdf
 9 2021年度HRエクゼクティブコンソーシアム総会記録『HR

エクゼクティブコンソーシアム会報』2021.12
10  SACOホームページ（https://www.saco.se/en/english/

about-saco/）
11  例えば、高橋潔(2013)「全球的人材育成のためのラーニン

グ： 積 極 的 忘 却 ノ ス ス メ 」『 成 果 福 祉 研 究 』85号、
https://www.myri.co.jp/publication/myilw/pdf/myilw_
no85_feature_2.pdf
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１．「デジタル人材」への期待
「リスキリング」とは、新しい職業に就く

ために、あるいは、今の職業で必要とされる
スキルの大幅な変化に適応するために、必要
なスキルを獲得する／させることであり、一
緒に言及されることの多い「リカレント」と
比較して、「これからも職業で価値創出し続
けるために必要なスキルを学ぶ」という点が
強調される。こうした「リスキリング」の機
運を社会全体で盛り上げて、推進していく動
きはここ数年に限って見られるわけではな
く、ME化・OA化・IT化など度重なる技術
革新の企業・職場への取込みなどに伴い、戦
後日本の産業社会の変化・発展の中で何度も
現れた。

では、今回の「リスキリング」に向けた動
きの特徴は何か。1つは周知のごとく、日本
社会の「デジタル化」を実現しようとする強
い意向が、動きの原動力になっている点であ
る。2010年代後半以降、政府は様々な政策方
針において日本社会のデジタル化の必要性を
訴え、そのために求められる政策的・社会的
取組みを挙げてきた。産業界においても、企
業経営にデジタル技術を実装していくことが
これからのビジネス競争における要件である
という考え方が広まり、さらに実装から踏み
込んでデジタル技術のビジネスにおける活用
を軸に、企業の組織や運営のあり方そのもの
を変革するDX（デジタル・トランスフォー

メーション）の実現こそが、企業やひいては
日本の産業再生に不可欠であるとの見解が随
所で見られるようになった。
「リスキリング」との関連でいえば、上記

のような政府や産業界の動きの中で生まれた
「デジタル人材」という言葉が注目に値する。
この「デジタル人材」の育成・確保が、リス
キリングの目標としてしばしば掲げられるよ
うになった。では、「デジタル人材」とはど
んな人材なのか。2022年6月に日本政府が発
表した『デジタル田園都市構想』では、「デ
ジタル人材」として、①デジタル化に対応で
きる「デジタルリテラシー」を身につけた人
材、②専門的なデジタル知識・能力を有し、
デジタル実装による課題解決を牽引する「デ
ジタル推進人材」の2タイプが示されている。

「デジタル人材」を対象化する上で１つの目
安を示していると言えるが、定義内容が包括
的で茫漠とした印象も否めない。ただこうし
た定義の仕方は、日本社会における「デジタ
ル人材」の捉え方を反映しているとも言える
のではないか。「デジタル人材」とはどのよ
うな人材であるかについては企業や組織の事
情を反映して多様であり、時に企業内・組織
内においても明確な人材像が定められないま
まに、しかしながら「デジタル人材の育成」
を目標として「リスキリング」が進められる
という現状の反映である。

リスキリングにおける労使の
役割を考える

藤本　真
（労働政策研究・研修機構）

寄 稿 ❷
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２．「キャリア自律」との「セット化」
今回の「リスキリング」に向けた動きの特

徴としてもう1つ着目すべきは、企業におい
て、リスキリングの実施と個々の従業員の自
主的な能力開発・キャリア形成とが、セット
で進められようとしている点である。個々の
従業員による自主的な能力開発・キャリア形
成の取組みは、めまぐるしく変化する環境の
なかで、従業員自身がキャリア構築と継続的
学習に取り組む「キャリア自律」の一環とし
て捉えられている。

ビジネス・レーバー・トレンド編集部（2022）
によると、電機A社は従業員へのアイデア募
集によりよせられた意見も踏まえ、リスキリ
ング強化の取組みとして、従業員が現在の仕
事、やりたい仕事、強化したいスキル等を登
録すると、AIが個々の学習ニーズを分析し
て最適なコンテンツを推奨する学習プラット
フォームを導入している。A社は非管理職へ
のジョブ・ディスクリプション導入によるポ
ジションの見える化、上司による部下のキャ
リア形成支援及びそのためのマネージャー支
援の強化等も実施しており、これらを通じて
自律的なキャリア構築・リスキリングに向け
た従業員の行動変容を図っている。また電線
メーカーＢ社は、社員が身につけるべき知識・
スキルを体系的に定義したうえで、社内シス
テム上で社員が自由に研修を受講できる仕組
みを創っている。B社は自分から学び直そう
という意欲を引き出す社内文化を醸成するべ
く、コーチング研修や1 on 1ミーティングの
促進に取り組んでいる。

リスキリングとキャリア自律の「セット化」
は、流行りの言葉を組み合わせただけのきら
いもあるが、構造的な要因を持つ現象である
と見たほうがよい。言い換えると、この「セ
ット化」は一過性の現象ではなく、今後の能
力開発・キャリア形成における基本的なあり
方として定着する可能性がある。「セット化」
の構造的な要因としては以下の点が考えられ
る。第１に人口減少、とりわけ若年層の減少
による労働供給の制約と、グローバル化する
事業活動により、企業がこれまでよりも多様

な人材の活躍を実現しなければならなくなる
ことである。第2にデジタル化やDXに向けて
のリスキリング（あるいは今後も続くデジタ
ル技術の進化・革新を活用していくための能
力開発）においては、これまでの経験を学ぶ
というよりは、これから役に立つ新しいこと
を学ぶという性格が強まることである。第1、
第2の点は、能力開発の対象となる従業員の
多様化（必ずしも経験の少ない若手従業員が
能力開発の対象になるのではない）と、教育
訓練の内容における多様化（これまでの成功
につながった体験や知識のみを学ぶのでは不
十分）をもたらし、仕事経験や「教え－教え
られ」という関係を基盤とする、職場や階層
別研修など集合的な場における能力開発を難
しくすると考えられる。
「集合的な場における人材育成の困難」と

いう点に留意すると、第3の構造的な要因と
して、「職場運営法改革」の動きを挙げるこ
とができる。古屋（2022）は、2010年代後半
以降の若者雇用促進法、労働時間上限規制、
パワハラ防止法の施行が、日本の職場におけ
る上司・先輩と若手従業員とのコミュニケー
ションのあり方に変化をもたらし、若手従業
員を職場に囲い込んで育成するやり方が通じ
なくなっていると指摘する。

３． 「セット化」の下でのリスキリングにお
ける懸念

キャリア自律に向けた動きとセットになっ
たリスキリングは、変化や変動に対する積極
的な姿勢・行動を個々人に根付かせ、日本企
業のデジタル化に寄与するのみならず、産業
社会としての高い競争力やレジリエンス（強
靭性）につながっていくのかもしれない。た
だこうした期待の一方で、先行きに対する懸
念もやはり禁じ得ない。

その懸念の１つは、能力開発やキャリア形
成に関する決定権をこれまで以上に委ねられ
ることになる個人に対するものである。図１
は、2021年に25 ～ 44歳の若手・中堅社員を
対象に実施された、キャリア形成に関する意
識調査の結果である。それによると、若手・
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中堅社員の大半が「これからは、多くの人に
『自律的・主体的なキャリア形成』が求めら
れる」（84.3%、とてもそう思う～ややそう思
うの合計、以下同）と認識し、「自分自身は『自
律的・主体的なキャリア形成』をしたい」

（82.0%）と考えている。しかしその反面、若
手・中堅社員の多くが、「多くの人にとって『自
律的・主体的なキャリア形成』は難しい」

（76.4％）と捉えている。また64.8％の若手・
中堅社員は、「『自律的・主体的なキャリア形
成』を求められることに、ストレスや息苦し
さを感じる」という。

こうした結果を踏まえると、キャリア自律
とセットで進められるリスキリングにおいて

もう1つの懸念は、キャリア自律とセット
になったリスキリングは、企業の期待に応え
ることができるかという点である。企業アン
ケート調査の分析に基づく藤本（2018）は、
現在の日本企業におけるキャリア自律が、人
事労務管理上の要因よりも、高付加価値化に
よるコア・コンピタンスの確立やトップ主導
の環境変動への対応といった経営上の必要性
に強く導かれていることを指摘する。リスキ
リングの実施はまさにこうした経営上の必要
性に合致しており、そのためにキャリア自律
とのセット化が進むとも考えられるが、個々
の従業員の能力開発やキャリア形成における
自主性の重視と、企業にとって効率的・効果

も、多くの若手・中堅社員がその必要性を理
解し積極的に進めたいとは思うものの、いざ
行動するとなると難しさやプレッシャーを感
じて躊躇する、「気持ちは前向き、行動は後
ろ向き」という事態が往々にして起こりうる。
後ろ向きなのが行動にとどまるのは、若手・
中堅社員だからかもしれない。45歳以上のミ
ドル・シニア社員になると、「気持ちも行動
も後ろ向き」になっていることが十分に予想
できる。先に見た2社の事例において行動変
容や学び直しに向けた社内文化の醸成への取
組みがなされているのは、キャリア自律とセ
ットになったリスキリングが形骸化する恐れ
を企業も感じていることの証左とも言える。

的なリスキリングとの間に齟齬は生じないだ
ろうか。

キャリア自律とは、個人が自分で「正解（目
標）」を定め、その「正解」を実現するため
の行動を模索・実行するという一連のプロセ
スである。キャリア自律を重視する企業はこ
のプロセスに価値を見出しているが、それは
この一連のプロセスが、組織のパフォーマン
スに貢献するような能力開発・キャリア形成
の「成果」につながると見ているからだろう。
リスキリングのように今後の企業パフォーマ
ンスを左右すると見なされる能力開発やキャ
リア形成の取組みは、「成果」を求める企業
の姿勢を一層強めると考えられる。

図１　「自律的・主体的なキャリア形成」に対する意識

出所：リクルート・マネジメント・ソリューションズ（2021）より作成。
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しかし、個人のキャリア自律のプロセスは、
必ずしも企業にとっての「正解」の実現を保
証しない。個人のキャリア自律が企業の期待
するリスキリングの進捗につながらないとな
った時には、例えばDXに関連するリスキリ
ングについては、キャリア自律の原則から外
れる例外として扱われるといったことが起こ
るのだろうか。

４． 「個人」が重視される中で「集団」に求
められるものは？

　　～リスキリングにおける労使の役割～
キャリア自律を求める動きとセットで行わ

れるリスキリングに対する懸念は、リスキリ
ングをめぐって個人と組織・集団がどのよう
な関係にたつべきかという点について課題を
投げかける。企業や働く人々の置かれている
状況を考えると、これから進められるリスキ
リングにおいては、個人の意識や行動の持つ
比重が高まるだろう。しかしこのことは、リ
スキリングを個人のモチベーションや自己責
任の問題として捉えがちになり、それが却っ
てリスキリングの進行を遅らせるという可能
性をはらんでいる。また、個人の目標・行動
と組織・集団の目標・パフォーマンスとをい
かにすり合わせていくかという「古くて新し
い課題」は立ちはだかり続ける。

キャリア自律とリスキリングをセットで進
めようとする企業では、能力開発・キャリア
形成における個人と組織との新たな関係を作
り出そうと模索し、試みる動きも見られる。
ただ現時点でその「新たな関係」について確
固たるビジョン・見通しを見出しえた企業は
少ないと見られ、これからリスキリングを進
めようとする企業も含め、多くの企業におい
て試行錯誤の時期が続くと予想される。新た
な関係の構築にあたっては、個人と組織が果
たすべき役割・責任に関する丁寧な議論と合
意形成、それらに基づく基準や制度の透明性・
実効性の担保といった、企業内の「集団」的
行為のプロセスが求められる。また、職場と
いう企業と個々の従業員をつなぐ「集団」の
あり方のアップデートも、この「集団」的行

為のプロセスにおいて見過ごしてはならない
だろう。

能力開発やキャリア形成において個人と組
織が果たすべき役割・責任や職場の機能につ
いての議論や合意形成にあたっては、労働組
合を始めとする従業員側の「集団」の活動が
欠かせない。従業員の能力開発・キャリア形
成の問題は、賃金に代表される成果配分の問
題や、労働時間などに関わる労働過程の問題
に比べて、労使コミュニケーションの中で合
意形成がなされる傾向がこれまで弱かった。
連合総研（2019）によると、賃金や労働時間
が労使の同意事項として扱われると答えた組
合は約7割に達するが、教育訓練・自己啓発
については約5％にとどまる。しかし、能力
開発・キャリア形成における個々人の自主性・
ニーズが前面にでてくるこれからのリスキリ
ングの取組みの中でこそ、働く人々の意見の
集約と調整、それに基づく発言とルール化の
推進といった、労働組合本来の役割の価値が
高まると考えられる。リスキリングに関わる
取組みをめぐって、労働組合がこうした役割
を発揮することが期待される。

【参考文献】
ビジネス・レーバー・トレンド編集部（2022）「企業では従業
員の自発的なリスキリングを促す動き、コロナ第7波への対応
では検査キットを配付する企業も―企業・業界団体に聞く「リ
スキリング・リカレント教育の最新状況」「新型コロナ第7波へ
の対応」」,ビジネス・レーバー・トレンド（労働政策研究・研
修機構）2022年10月号.
藤本真（2018） 「「キャリア自律」はどんな企業で進められるの
か─経営活動・人事労務管理と「キャリア自律」の関係」,日
本労働研究雑誌691号.
古屋星斗（2022）『ゆるい職場 若者の不安の知られざる理由』,
中公新書ラクレ.
リクルート・マネジメント・ソリューションズ（2021）「若手・
中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」.
連合総研（2019）『個々のキャリア形成と職場組織の関与のあ
り方－キャリア形成への労働者及び職場組織の関与のあり方
に関する調査研究報告書－』.
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イギリスでもリスキリングは重要とされ、ジ
ョンソン首相は、コロナウイルス （COVID-19）
のパンデミックからの復興のカギとして、
2020年9月に職業訓練改革を発表した。その
１つに、低資格層向けに資格取得が可能な無
料 の 職 業 訓 練 制 度（Lifetime Skills 
Guarantee）がある。国家技能基金（National 
Skills Fund）1から9,500万ポンドを活用し、
2021年4月から開始した。取得可能資格は多
岐にわたるが、このうち1割程度がデジタル
関連資格である。政府の推計によれば、約
1,100万人の成人が、より良い仕事を確保す
るために必要な（産業界にとってニーズが高
い）資格を無料で取得する機会を得ている2。

今回、Trades Union Congress（TUC： 
イギリス労働組合会議）の教育訓練部門

（Learning and Skills）のPolicy Officerである
Julia Jones氏に、労働組合からみたイギリスの
能力開発の動向と課題について話を伺うことが
できた3。本稿ではその内容を紹介したい。

１． Trades Union Congress（TUC：
イギリス労働組合会議）

TUCは48労働組合が加盟するナショナル
センターである。生活のために働くすべての
人のために立ち上がり、より多くのより良い
仕事と、より平等でより豊かな国を求めるた
めに様々な組合活動を行っており、後述する
公務部門や民間部門の職業訓練にも影響を与
えている。

2021年時点でのイギリスの労働組合員数は

645万人（内TUC加盟の組合員数は550万人）
で、組合加入率は23.1％（前年比0.6ポイント
減）と過去最低レベルとなった。パンデミッ
クの影響により政府が公的部門の人員削減を
行ったことが大きな要因であるという。さら
に、女性は病気、介護、定年などによって退
職した者も多く、パンデミック後に経済が再
開しても、労働市場に復帰する傾向が鈍い。
その結果、公的部門における女性組合員の加
入率が大きく下がった。2020年との比較では、
公務部門の女性組合員数は71,000人減少した
が、それでも依然として最も組合加入率が高
く、51.6％（前年比2.0ポイント減）である。
これは男性の47.4％を上回り、民間部門（男
性13.3％、女性12.0％）との比較でも明らか
である。

組合員数の増減を産業別にみると、前年比
で増加したのは保健・福祉業で11万5千人で
ある。職種別では、最も減少したのは専門・
サービス職である。組合加入率はこの10年で
10.7ポイント減少（34.8％）し、他の職種と
比べ約2倍の落ち込みである。ここでも、女
性組合員の減少（前年比13.6％減）が影響し
ているという。

統計局の発表によれば、2022年8-10月期の
失業率は3.7%とパンデミック直後に比べて下
がっているものの、直近半年間の失業者数は
すべての年齢層で増加しており、中高年層を
中心に非労働力人口の増加が続いている。コ
ロナ禍の最中に離職した高年齢層の多くは自
発的に引退しており、一部は就労への復帰も

TUCからみたイギリスの
能力開発の状況

藤波　美帆
（千葉経済大学）

寄 稿 ❸
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考慮しているものの、仕事内容や勤務形態（パ
ートタイムや柔軟な働き方）を条件として重
視しているとみられている。

２．公的職業訓練について
Jones氏によれば、近年のイギリスの職業

訓練のシステムには不十分な点があるとい
う。

1つ目は、若者の大学進学率が増加してい
るにもかかわらず、労働市場において重要な
スキルレベルを保有する者の割合が減ったこ
とである。これが他の主要経済国とのイギリ
スとの生産性格差の一因であると分析してい
る。さらに、大学生が専攻する分野が必ずし
も職業就職に直結するものとは限らないた
め、一部の大卒者が大卒未満の要件の仕事
に就く等、必ずしも就職に成功しているとは
言い難い状況にある。国家統計局（ONS）の
2017年の調査では、卒業生の49％はイギリス
で大卒向け未満の仕事に就いていることがわ
かっている。また、労働市場で必要な最低レ
ベルの識字（英語）能力と数学（計算）能力
が不足している成人の割合が多い。TUCの
立場としては、イギリス経済再建のためには、
失業が多い分野の労働者にスキルを提供する
だけでなく、デジタル等の新しいスキルを提
供することが重要なカギと考えているもの
の、こうした英語力や計算能力が不足してい
ることが根本的な課題であると考えている。

2つ目は、2010年に保守党主導の政権とな
って以降、緊縮財政政策のもとで、国が公的
職業訓練に対してあまり力を入れてこなかっ
た点である。州も職業訓練資金を大幅に削減
し、仕事に必要な職業訓練が十分におこなわ
れず、成人のスキル不足が顕著になった。最
近の分析では、成人向けの大学コースを受講
するための政府支出は過去10年で半減し、受
講者数も150万人に減少したことが明らかに
なった。この問題に対し、政府は新たな投資
を行う立場を表明したが、その支出額は削減
額の3分の1を回復する程度にとどまり、充分
とはいえない。

3つ目は、雇用主による教育訓練投資の減
少である。雇用主によるトレーニングやスキ
ルに関する投資の落ち込みは、政府よりもさ
らに前から始まっていたことが明らかになっ

ている。複数の調査から、2010年と1990年代
との比較では、雇用主による投資はほぼ半減
しており、さらにTUCの追跡調査で、2011年
と18年比較では、さらに10％低下したことが
分かった。今回のパンデミックの間、雇用主
による教育訓練投資はさらに急激に減少し
た。最も影響を受けたのは、低賃金労働者と
民間部門で働く若年労働者で、訓練を受ける
可能性は大卒者の4分の1である。また、職場
でのトレーニングに費やされた総日数は、
2011年以来、最低レベルである。仮に2011年
のレベルにとどまっていた場合は、2,000万日
分のトレーニング日数がプラスされるという
試算結果もある。

３．TUCが考える職業訓練課題への対応
これらの課題に対応するため、新たな国家

的な生涯学習およびスキル戦略を掲げ、国家
スキル・タスクフォース4を通じ、その実現を
図りたいとしている。主要な施策は以下の５
つである。

1つ目は、職業訓練について新たな資金を
獲得することである。さらに過去十数年にわ
たり減少してきた公的あるいは民間の教育訓
練投資に関わる資金は、コロナによりさらに
ダメージを受けている。これを増やす必要が
あり、政府だけでなく、州と雇用主にも生涯
学習とスキルへの大幅な投資を求めている。

2つ目は、重点対象者への支援拡充である。
失業者を含めた職場復帰する全労働者への
スキルアップや再訓練プログラムへのアクセ
スと資金提供を大きく変え、専門スキルと新
しい産業に移行可能なスキルの両方を迅速に
獲得するための支援が求められる。特に再訓
練の権利について、TUCは強く主張してい
る。再訓練の権利が新たにできると、今後、
成人が、より柔軟に、かつ自由に様々な訓練
プログラムにアクセスすることができること
で、より高い資格レベルを獲得することに繋
がる。

3つ目は、若年層や成人向けに、質の高い
アプレンティスシップ5や技術的な資格の取
得制度を大幅に増やすことである。これはイ
ギリス経済の活性化に最も効果的ともいわれ
ている。近年、若年層や成人向けの対策とし
て、政府はレベルの高くないアプレンティス
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シップへの支援策を講じているが、まだ十分
でない。高いレベルでの受講者数を大幅に増
やすため、多面的に政策を実施する必要があ
る。例えば、OJTではなく大学で高いレベル
での職業能力を身につけるための環境を整え
るといったことが考えられる。また、国家ス
キル・タスクフォースを活用し、雇用主と労
働組合がセクターや地域レベルで協力するた
めの計画を策定することも必要となる。さら
に、成人がスキルアップと再訓練の機会を得
る際に、不利益や差別的な状況に置かれるこ
とがないよう、常に公平なシステムと機会が
提供されるべく監視する仕組みの構築も欠か
せない。今回のパンデミックが労働市場に長
期的に与える影響を考慮し、不利益や差別に
直面している層（例えば、資格をほとんど持
たない人や、経済的に排除されたコミュニテ
ィに属する人）にどのような追加的な措置を
講じるかも検討する必要がある。

4つ目は、雇用主と労働者のスキルニーズ
を効果的に満たし、持続可能な十分な資金を
備えた継続教育スキルシステムの構築であ
る。人々が生涯学習のなかでスキルアップと
再トレーニングを受ける権利と機会を得るだ
けでも、新しい職場でのトレーニングの権利
と機会を拡充し、それらに容易にアクセスで
きる仕組みが必要である。同時に、教育訓練
休暇といった権利も必要となる。国家スキル・
タスクフォースを通じ、雇用主と労働組合が
連携し新しい職業訓練プランを開発できるよ
うにする。そこに新たにアプレンティスシッ
プを増やすための数値目標を設けることが重
要である。政府が新たな政策を検討する際、
この数値を活用することもできる。

5つ目は、制度改革である。国家スキル・
タスクフォースに関連するメンバーが、垣根
を超えて職業訓練を促進するための仕組みが
できることが望ましい。また、国家スキル・
タスクフォースは、経済全体のスキルに関す
る需給予測と今後の影響を示す年次報告書を
政府に提出する。これにより、今必要な費用
だけでなく、長期的な資金提供プランについ
ても検討・決定されるようになる。加えて、
働くことを希望する全ての人に、国や雇用主
が主導してスキル提供が行われるよう、積極
的に助言や勧告を行っていく。

この他にも、現政権に働きかけるというア
プローチだけでなく、次の総選挙を見据え、
労働党とも職業訓練やスキルに関する事項に
ついて、政策的な合意を図っている。

４． デジタルスキルも含めたリスキリングの
状況

日本と同様、イギリスの労働者も50歳以上
を中心として、全体的にデジタルスキルの不
足は指摘されている。TUC傘下の労働組合
のうち一部の大手労組では、オンライントレ
ーニングの機会等を提供しているということ
だが、比較的小規模の組合では独自での実施
は難しく、ローカルの教育訓練プロバイダー
を活用せざるを得ない。過去20年間、TUCは
政府に職業訓練に関する資金提供を要請し、
計算能力や英語力、デジタルスキル等、その
時々に必要な基礎的スキルを習得できるよう
にしていた。2年前にこの資金がカットされ
たため、新たな基金の創設を求めている。

同じ仕事で長期間働いてきた人が多いが、
近年の技術革新の影響により、長く働くため
のスキルが不足し、リスキリングが必要なケ
ースが増えていると感じている。そのため、
TUCの活動においてリスキリングへの対応
は優先度が高く、労働組合が全面的にサポー
トすることを基本方針としている。現在の仕
事の延長線にあるリスキルという点では、そ
の費用と責任は企業にあると考えているが、
企業で働き続けることができなくなった労働
者については、公的な職業訓練の枠組みでフ
ォローすることも必要である。これらの点も、
前述した国家スキル・タスクフォースを通じ、
政府や雇用主に働きかけている。

前述の通り、TUCとしては、企業で働く
労働者の教育に係る資金は雇用主が負担す
るべきだと考えている。直接的な費用負担だ
けでなく、教育訓練のための休暇制度等を充
実させることもその１つであり、この点につ
いてもキャンペーンを行っている。

５． リスキリングに関する取り組み例－グリ
ーン・ジョブズ・タスクフォース

最後に、TUCも中心的にかかわっている
取り組みの1つを紹介してくれた。グリーン・
ジョブズ・タスクフォース（Green Jobs 
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Taskforce）は、ビジネス・エネルギー・産
業戦略省（BEIS）と教育省（DfE）により、
2020年11月に設置された第三者機関である。
産業界、労働組合、学会、教育やスキル業界
等の代表者で構成され、TUCもその一員で
ある。政府が2020年に発表した、「10ポイン
ト計画」6の実現に向け、適切な賃金と条件
を備えた有益なグリーンジョブを確保するた
めの提言と行動計画をまとめている。

15の提言は、以下の3つのトピックに対応
したマイルストーンとタイムラインが含まれ
る。

1.　 環境にやさしく質の高い仕事を支援す
るために、ネットゼロへの投資を促進
する

2.　 優れたグリーン・キャリアへの道筋を
構築する

3.　 高炭素経済に関わっている労働者のた
めに、公正な移行をすすめる

こうしたことが求められる背景には、イギ
リスが置かれている経済・産業界の状況があ
る。パリ協定により、イギリスでも長期的な
脱炭素化戦略が重要視され、クリーン電力や
グリーン水素などの分野への多額の投資が必
要となった。新たなビジネスチャンスが生ま
れる一方、炭素集約型や脱炭素が困難な業界、
社会全体での化石燃料の依存度の低下によ
ってビジネスの規模が縮小すると予測される
セクターでは、そこに所属する労働者も含め
大きなリスクをもたらす。ネットゼロへの移
行に伴う混乱を最小限に抑えるためには、労
働者の再訓練や、可能な限り影響の大きい地
域への新しいクリーンエネルギー施設の配置
や地域支援を提供することが不可欠である。
提言としてマイルストーンとタイムラインを
明示することで、関係団体の協力と、政府に
よる強力なリーダシップによる後押しを期待
している7。

６．今後の課題
リスキリングが必要とされる分野は、デジ

タルスキルやグリーンジョブ関連の新しい産
業や技術だけではない。労働力不足に悩む業
界で働いてもらうよう、労働者に必要なスキ
ルを習得してもらうことも、重要である。た
とえば、医療・介護分野等は、イングランド

だけでも約16万人分が不足している。こうし
た人手不足の分野は、労働者からみて業界と
しての魅力に欠けている場合が多く、その最
大の要因は賃金が低いことである。そのため、
賃上げ要求に積極的に取り組んでいる。

TUCは、政府からの要請に基づいた調査・
提言だけでなく、積極的なキャンペーン実施、
定期的な協議の場での働きかけという組合活
動における３つの方法を活用し、政府、地域、
雇用主、各種の職業訓練機関等すべての関係
者に向け、労働者にとってより良い職業教育
の機会を提供できるように様々な取り組みを
提案し、共に実現していきたいとしている。

【参考文献】
教育省プレスリリース『Hundreds of free qualifications on 
offer to boost skills and jobs』2021年4月1日発表
首 相 官 邸 プ レ ス リ リ ー ス『Major expansion of post-18 
education and training to level up and prepare workers for 
post-COVID economy』2020年9月29日発表

『Green economy: how the transition to net-zero could affect 
UK jobs across the country. 』2021年3月5日発表
LSE Grantham Institute『Green economy: how the transition 
to net-zero could affect UK jobs across the country. 』2021
年3月5日発表
TUC（2021）『A greener economy can be positive for 
workers too』2021年7月21日発表

１  同基金は能力開発を目的として設置され、25億ポンドが確
保されている。

２  この他、労働者がデジタルスキル等を獲得するための講座
（Skills Bootcamp）に800万ポンドを支出したり、誰でもデ
ジタルや計算能力等のトレーニングを行えるように政府が
無料のオンラインによるスキル学習支援のツールキット

（Skills Toolkit）を立ち上げたりしている。
３  2022年12月15日にzoomを使用して実施した。
４  使用者団体、労働組合、その他の主要な利害関係者の代表

により構成される第三者機関で、政府に対しスキルやトレ
ーニングに関する提言や助言を行う。TUCはこのメンバー
である。

５  就職を望む16歳以上向けに、仕事に必要なスキルを習得す
るためのトレーニングを受けながら、賃金も得ることがで
きる制度。大学の学費上昇や雇用の不安定化が進むイギリ
スにおいて、近年再注目され、政府も重点的な教育訓練施
策の1つと位置付けている。

６  洋上、風力、水素、原子力などのクリーンエネルギーや電
気自動車の推進、環境に配慮した交通インフラ整備、航空・
船舶の脱炭素化、建物のエネルギー効率を高める、CO2の回
収と貯蔵、自然環境、保護、グリーン産業革命・クリーンエ
ネルギー開発への投資強化の10項目について約120億ポンド
を投じ（民間部門の投資は3倍になる可能性があるとしてい
る）、2050年までに、25万人の雇用創出・支援を図る政策。

７  LSE グランサム研究所の調査によると、ネットゼロへの移
行の結果、イギリス国内で5人に1人（約630万人の労働者）
が新たなスキルを必要とし、需要が増加または減少（それ
ぞれ国内の仕事の約10%）する可能性があるとしている。
需要が減少する分野の労働者には、特に、新しいスキルや
資格の取得、そのトレーニングのための枠組みを整備する
ことが求められる。それ以外の仕事や業界でも、現在の仕
事の中でグリーン化への円滑な移行を進めるため、既存の
職業訓練制度や資格体系を再構築する必要があるとしてい
る。
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報 告
2023年度日本経済の姿（改定）

連合総研は、この度、「2022 ～ 2023年度　経済情
勢報告　―新たな時代における経済の好循環実現に
向けて」（2022年10月）に掲載した「2023年度　日本
経済の姿」について、その後のデータや情勢の変化
等を踏まえて改定を行い、23年1月19日に連合総研
HPにて公表した1。内容は以下のとおり。

１． 23年度の日本経済をめぐる現況
と見通し

日本経済の先行きの見通しをめぐる不確実性は、
昨年に引き続き極めて高い状況が続いている。資源
高やインフレ亢進の長期化を背景とした欧米におけ
る急速な金融引締めの動きは23年も継続され、当該
国・地域のみならず、新興国も含め景気の下押し圧
力が高まっている。また、22年２月以来のロシアに
よるウクライナ侵攻も当初想定以上に長期化し、未
だ収束の目途は立たず、欧州を中心に景気を更に下
押ししている。加えて、中国においては年末にゼロ
コロナ政策が解除されたことにより、経済活動が再
開される一方で、感染爆発が生じ、既に消費や生産
活動に影響が出ている。こうした状況を踏まえ、
IMFは今年に入り、世界の３割がリセッション（景
気後退）の状態になると警告するなど、我が国の外
需に対する下押し圧力はますます高まっている。　

次に内需に目を向けると、欧米に比べれば緩やか
であるが、我が国においても食料価格を中心に、よ
り広い品目において物価上昇が加速していることが
景気回復の足かせとなっている。22年11月の消費者
物価（全国、生鮮食品を除く総合、以下コアCPI）は
前年比3.7％（10月：同3.6％）となり、物価安定目標
の２％を上回る状況が昨年４月以降続いている。こ
のため、実質賃金も減少が続いており、11月の実質
賃金が3.8％減と2014年５月以来８年６カ月ぶりの大
幅なマイナスとなるなど、家計にとって非常に厳し
い状況が続いており、日本経済の過半を占める消費
の回復ペースを鈍化させている。

こうした状況を背景に、今年度は企業側において

も四半世紀ぶりに賃金を大幅に引き上げる機運が高
まっていることから、この好機を捉え、まずは2023
年春季生活闘争において物価上昇率を十分に上回る
賃金の引き上げを実現させ、実質賃金の持続的な上
昇へとつなげていくことが極めて重要である。

２．日本経済の見通し

以上の状況を踏まえ、今回の見通しにおいては、
持続的に実質賃金が上昇する「成長と賃金の好循環」
の構築に向け、物価上昇率を十分上回る賃金の引き
上げが実現するケース（以下、「賃上げ成功ケース」
という。）及び、賃金引き上げが物価上昇に追い付か
ず、我が国の成長力向上の好機を逃すケース（以下、

「賃上げ失敗ケース」という。）の２つのケースに分
けて日本経済の姿を示している（付表参照）2。なお、
現在連合が要求している「定昇相当分を含む賃上げ
を５％」との整合性を勘案しつつ、試算を行った。

両シナリオ共通の前提
（１） 欧米等先進主要国における急速な金融引締めや

中国におけるゼロコロナ政策及びその解除によ
る影響により、世界経済の回復ペースが22年後
半以降急減速していることを踏まえ、日本の実
質GDP成長率は22年度より23年度の方が低くな
る。

（２） 国内外金融政策の基本的なスタンスは22年末段
階から堅持される。具体的には、日銀は23年中
は政策金利の引き上げを行わない。他方、米
FRBは年前半を中心に政策金利を引き上げた
後、一定期間据え置く。その結果、日米金利差
は試算期間中は拡大した後、維持される。

（３） 原油価格は、ロシアによるウクライナ侵攻が年
度内は継続すると仮定する。他方、世界経済の
減速に伴う需要の後退を受け、22年からは低下
するものの高水準で推移する。

（４） 新型コロナウイルスの感染拡大は我が国におい
ても引き続き度々発生するものの、行政による
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行動制限は課されず、水際対策の緩和も継続さ
れる。なお、感染拡大局面における行動自粛等
の経済への影響についてシナリオ間で差異は想
定しない。

（５）公需に係る想定は両シナリオ共通とする。
（６） 消費者物価上昇率の前年同期比は、23年以降は

エネルギー・原材料価格の押上げ寄与が一巡す
るため、技術的に一定程度は押し下げられる。
ただし、企業による値上げ行動は23年度も継続
される。

賃上げ成功ケース
【外需】

米国経済は、22年度中の金融引締めの効果により、
比較的早期にインフレ率が物価目標である２％に着
実に収束する動きが確認され、過度な金融引締めに
よる景気後退は回避される。また、中国も年初来の
新型コロナウイルスの感染爆発に伴う経済への影響
は23年度以降は収束し、行動制限解除や各種政策効
果を背景に景気回復が加速する。世界経済の減速に
よる外需への影響は軽微にとどまることから、我が
国の輸出の回復や供給制約の緩和に伴う生産活動の
正常化が進む。

【内需】
企業の収益環境の改善が続くとともに、強い需要

に支えられて価格転嫁も進展し、実質賃金の上昇を
十分に担保し得る賃金引き上げが業種・規模を問わ
ず実現する。また、企業マインドの改善を受け、コ
ロナ禍の下で先送りされてきたデジタルトランスフ
ォーメーション（DX）やグリーンをはじめとする設
備投資のみならず、人的資本投資も大幅かつ継続的
に拡大する。

家計消費は、実質賃金の上昇が23年度のみならず
将来にわたって実現することが見込まれることから、
所得環境や消費マインドも改善し、コロナ禍の下で
蓄積された強制貯蓄や各種政策支援の効果にも下支
えされて、堅調に回復し、景気を力強くけん引する。
併せて、ここ数年にわたり減少が続いていた住宅投
資も増加に転じる。

その結果、成長と賃金の好循環実現に向けた環境
整備が進むとともに、実質GDPは23年度前半には既
往最高である19年7－9月期の経済水準（557.3兆円）
を超える。

（参考：想定為替レート）
好循環実現に伴う成長期待から、やや円高方向に

調整圧力が生じる。ただし、日米金利差の拡大・継
続を受け、130円前後と21年度と比べ円安傾向は継続
する。

賃上げ失敗ケース
【外需】

米国では引き続きインフレ率が高水準で推移する
とともに、インフレ懸念が払しょくされないため、米
FRBによる金融引締めが長期化し、22年12月の
FOMC時点で想定された水準3を超えて政策金利が引
き上げられる。その結果、米国経済は深刻な景気後
退に陥る。他方、中国経済も、23年度にわたりたび
たび感染爆発に見舞われ、その都度、消費や投資の
低迷、生産活動の停滞や物流の混乱が生じることか
ら、我が国の輸出や生産活動にとり大きな下押し圧
力となる。世界経済の大幅な減速により我が国の輸
出は減少し、供給制約の深刻化に伴い、生産活動に
も多大な支障が生じる。

【内需】
外需の低迷に伴って企業の収益環境も急速に悪化

し、先行きの不透明感も強まるため、企業マインド
も悪化し、あらゆる投資が当初計画から大幅に縮小
され23年度は減少に転じる。また、弱い需要を背景
に価格転嫁が十分に進まず、大幅な円安が継続する
下で企業間の収益環境格差が拡大し、賃上げの裾野
が広がらない。賃金引き上げ率自体も、昨年に続き
実質賃金の上昇を担保する上では不十分な水準にと
どまり、大幅な賃金引き上げの機運は一過性のもの
で終わる。このため将来にわたって実質賃金の上昇
が見込めず、家計の所得環境及び消費マインドの悪
化から家計消費も減少に転じ、住宅投資は引き続き
低迷を続けるなど、民需全体が悪化し、日本経済は
景気後退局面を迎える。

（参考：想定為替レート）　
成長と賃金の好循環は実現せず、我が国の成長力

は一層低下するとの見方が強まり、22年秋頃の140円
半ば程度の大幅な円安相場が定着する。
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場合は、長年の懸案である、持続的に実質賃金が
上昇する経済への移行に向けた端緒となりうるだ
ろう。したがって、今年度に十分な賃上げを実現
させることは、例年以上に重要な意味を持つとい
えよう。

上記「賃上げ失敗ケース」のように、今年度に
おいて物価上昇率を十分上回る賃金引き上げが実
現されず、成長と賃金の好循環を構築する好機を
逃した場合には、中長期的にも経済成長力が低下
の一途を辿るのみならず、先進国中最悪とされる
我が国の財政状況に対する市場の信認低下に伴う
長期金利の上昇、またそれに伴う財政・金融政策
運営の破綻といった悪循環に陥るリスクが一層高
まるおそれがあると考えられる。逆に、成功した

 1  https://www.rengo-soken.or.jp/work/2023/01/191040.html 
 2  各ケースとも一定の仮定に基づいた試算であることや、先行きの

不確実性が極めて高いことに鑑み、本見通しで提示した諸係数
は相当程度幅を持って捉えられる必要がある。  

 3  4.75 ～ 5.25％

2023年度日本経済の姿（改定）
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報 告

障害者の雇用促進や職場定着を進める上では、

日々職場で働く障害者と接している労働組合の

役割が重要であるが、労働組合の関与について

の調査は十分に行われていない。こうした問題

意識のもと、連合総研では2018年度より「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）を

立ち上げ、調査研究を進めてきた。本研究委員

会では障害者の雇用促進や職場定着のための環

境整備に向けた労使協議、合理的配慮の実施・

整備状況の確認といった具体的な取り組みへの

労働組合の関与実態を明らかにするために、産

別および単組へのインタビュー調査を行い、数々

の先進事例をまとめている。

本報告書の総論では研究委員会の問題意識お

よびインタビュー調査結果から明らかとなった

障害者雇用への労働組合の取り組みを紹介する

とともに、「障害者の更なる雇用促進と職場定着

に向けた課題と労働組合の役割」について考察

している。続く第Ⅰ部では、インタビュー調査

から得られたデータを用いて、委員４人それぞ

れの専門分野の知見から「労使関係から障害者

雇用問題を考える」「フランスにおける障害者雇

用と労働組合の役割」「働く障害者へのサポー

ト・配慮を実施する職場風土の醸成と労働組合

の役割」「従業員の意思決定を尊重するためのポ

イント」をテーマに障害者の雇用促進と職場定

着に資する労働組合の役割についてまとめてい

る。

第Ⅱ部では合計10カ所のインタビューから明

らかになった障害者雇用への取り組み事例を取

り上げ、第Ⅲ部では障害者雇用に対する連合の

問題意識についてまとめている。

報告書の全文については、連合総研ホームペ

ージ(https://www.rengo-soken.or . jp/

work/2022/08/230922.html「障害者と

労働組合－障害者の更なる雇用促進と職場定着

に向けた課題と労働組合の役割に関する調査研

究委員会報告書－」）に掲載されているため、詳

しくはこちらを参照されたい。　　

　　　　(戸塚　鐘　連合総研主任研究員)

障害者雇用と労働組合
－障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関する
調査研究委員会報告書－（概要）

総論：�障害者の更なる雇用促進と職場定
着に向けた課題と労働組合の役割

　厚生労働省の調査によれば、2021年6月1日現
在、民間企業に雇用されている障害者の数は
597,786人で前年比3.4％増加し、18年連続で過去
最高となった。
　障害種類別の雇用者数で見ると、身体障害者
が359,067.5人（0.8%増）、知的障害者が140,665
人（4.8%増）、精神障害者が98,053.5人（11.4%増）
と前年より増加している。特に、精神障害者の
伸び率が高く、2桁の増加となっている【図表１】。

企業の方針や考え方を表す取り組みにダイバ

ーシティ・マネジメントやインクルージョンが
記載されることは一般的となり、この20年で障
害者雇用は量的に拡大し、多様な特性の人が働
くようになった。障害者雇用を推進する過程は、
長時間労働や一定の場所での労働といった従来
の労働慣行を見直し、新しい働き方を見出すこ
とであり、障害の有無に関係なく働く人の生活
の質の向上を目的とするプロセスでもある。日
本は、少子高齢化と労働力人口の減少がもたら
す影響と課題に対して、誰もが能力に応じて働
ける社会を構築する必要がある。そのためには、
障害者を含む多様な人材が能力を発揮できる雇
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図表１　民間企業における障害者の雇用状況

出典：厚生労働省　令和３年 障害者雇用状況の集計結果より作成

用環境を整えることが重要であり、労働組合に
は障害のある人だけでなく子育てや介護をしな
がら働く人等、多様な背景の人々が働きやすい
社会を作るために、働く人の声を取り入れるこ
とが求められている。

インタビュー調査から、特に会社側との対立
が想定される交渉において、交渉のための権利
が法律で保護されている労働組合に期待される
役割は障害者雇用においても大きいことが明ら
かとなった。また、障害者雇用における職場巡
回活動や相談、経営側との折衝・調整、職場委
員を通じての環境調整などの役割も期待されて
いる。

第Ⅰ部�
第１章：�労使関係から障害者雇用問題を

考える

障害者雇用促進法の改正に伴い、労働組合も
この課題に取り組む必要があるという問題意識
がある。一部では労働組合の運動方針に障害者
雇用が取り入れられている事例も見られたが、
全体的には十分な活動が実施できていない。し

かしながら、運動方針に障害者雇用が掲げられ
ていなくても、労働組合が障害を持つ労働者の
相談を受けて何もしていないことは無く、イン
タビュー調査からは健常者も障害者も差別なく
労働相談を受けている事例が明らかとなった。
労働組合が障害者雇用の問題に取り組む際には、
障害者雇用は日常の活動の延長線上にあること
が重要だという視点があり、障害者雇用だから
特別なことをするのではなく労働組合として当
たり前の活動をしているということが明らかに
なったのは大きな知見であろう。

労働組合が個別に相談を受ける場合には、個
人的な関係や職場、労働組合など属人的な性質
によって影響を受けることもある。その際、障
害者雇用に係る問題をある程度、抽象化し組織
的に理解を深める事例もあれば、属人的な部分
を尊重し現場に直接アプローチすることを重視
するような事例も見られた。どちらが優れてい
るわけではなく、問題をどのように捉え、解決
の道筋を描く中で答えの方向性も変わってくる
だろう。

－障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関する調査研究委員会報告書－（概要）
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第２章：�フランスにおける障害者雇用と
労働組合の役割

日本と同様にフランスの障害者雇用施策は、
雇用義務制度と障害を理由とする差別禁止の法
制が整えられている。

フランスでは労働組合が障害者雇用政策に関
与しうることが法により規定されており、労働
組合が制度を作り、実施・運営していくことが
大前提とされている。日本にはそのような仕組
みは存在しないが、インタビュー調査からは、
日本の企業別労働組合が組合活動の一環として
障害者雇用を推進するべく様々な取り組みを行
っていること、産業別組合も加盟組合がそれぞ
れの会社内で取り組みができるよう情報収集、
情報提供等のサポートを行っていることが明ら
かとなった。日本においては、労働政策審議会
やそのもとに置かれた障害者雇用分科会には労
働者代表が委員として参加するため、日本の労
働組合にも、フランスの労働組合と類似の役割
や機能を発揮することが期待される。

日本の労働組合が障害者雇用の問題に取り組
み始めたのは、一部例外はあるが、近年のこと
である。日本の労働組合には各企業や産業にお

ける障害者雇用の推進を支えること、今後の障
害者雇用政策について労働組合から積極的に発
言することなどが期待されている。そして障害
のある労働者だけでなく、労働者全般の働く環
境を改善することをが労働組合に求められてい
る。

第3章：�働く障害者へのサポート・配慮を
実施する職場風土の醸成と労働組
合の役割

障害者の職場定着やインクルージョンを考え
る上で職場のサポートや配慮は重要である。ナ
チュラルサポートとは、職場の上司や同僚から
の障害者に対する職場適応に関する支援を指し、
これは基本的に職場内で一般の従業員が自発的
または計画的にサポートを提供することであり、
外部からのサポートは含まれない。これまでナ
チュラルサポートが存在することは障害者の職
場適応に有用であることが示されてきた。特に
知的障害者に対する調査では、同僚からのサポ
ートが職務満足や組織的コミットメントに影響
することが示されている【図表２】。
「障害のある労働者に労働組合は特別なことは

図表２　働く障害者へのサポートに関連する構成要素

出典：障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関する調査研究委員会報告書第3章図２より抜粋
(a)労働組合による職場に対する取り組み、(b)労働組合による会社に対する取り組み、(c)会社による同僚・職場に対する取り組み
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－障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関する調査研究委員会報告書－（概要）

していない」と捉える労働組合もあるかもしれ
ないが、一般的な施策も障害者の職場適応に良
好な影響を与える可能性があり、インタビュー
調査からも労働組合や企業が実施している障害
者の職場定着を目指すための取り組みは適切で
あることが示唆された。障害者雇用には特別な
配慮が必要な場合があるが、特別な取り組みば
かりが求められるという訳ではない。労働組合
の果たす役割は決して小さくはなく、今後さら
なる労働組合の障害者雇用への関わりが期待さ
れる。

第４章：�従業員の意思決定を尊重するた
めのポイント

意思決定支援は障害者が自らの意思を表現で
きるよう支援するものである。就労支援の視点
から従業員の意思決定を尊重するためのポイン
トを見ると、①支援ニーズの把握、②意思決定
のサポート、③職場との調整、④モニタリング
といった４つの意思決定をサポートするプロセ
スから成る。

障害者の意思決定を尊重するためには、各個

人の希望や課題に応じた支援が必要であり、支
援のプロセスには障害種別や労働者の特性、職
場環境も含めたアセスメントが必要となる。ま
た、障害者のパフォーマンス向上には周囲の環
境との関係も重要であり、障害者に関する情報
を現場や人事、そして労働組合と共有する仕組
みが大切である。

インタビュー調査からは労働組合と現場が障
害種別や診断名といった情報を共有した上で必
要な支援を見極め対応することで、障害者の意
思決定を尊重する取り組みを行っているといっ
た共通点が明らかとなった。

今日のダイバーシティへの考えや障害者差別
解消法などの法律からも、障害者本人の意思を
尊重した取り組みを重視する必要がある。

第Ⅱ部�
インタビュー報告　－労働組合における
障害者雇用の取り組み事例－

８単組、２つの産業別組織（産別）の書記長、
執行委員、執行委員長、中央執行委員などの役
職者へのインタビュー調査を行った。

図表３　インタビュー報告一覧
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障害者雇用と労働組合－障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合
の役割に関する調査研究委員会　研究体制
（役職名は 2022 年 4 月時点、［ ］内は執筆分担）

主　　査：眞保　智子　法政大学現代福祉学部　教授　［総論、第Ⅱ部コラム］
委　　員：永野　仁美　上智大学法学部　教授　［第Ⅰ部 第２章、第Ⅱ部コラム］
 金子　良事　阪南大学経済学部　准教授　［第Ⅰ部 第 1 章、第Ⅱ部コラム］
 若林　功　　常磐大学人間科学部　准教授　［第Ⅰ部 第 3 章、第Ⅱ部コラム］
 縄岡　好晴　明星大学人文学部福祉実践学科　助教　［第Ⅰ部 第4章、第Ⅱ部コラム］
 三浦　一力　連合労働法制局部長　［第Ⅲ部］
事 務 局：新谷　信幸　連合総研　事務局長
　　　　　杉山　豊治　連合総研　前副所長　（～ 2020 年11 月）
 平川　則男　連合総研　副所長　
 尾﨑美弥子　連合総研　前主任研究員　（～ 2020 年11 月）
 金成　真一　連合総研　前主任研究員　（～ 2022 年６月）
 戸塚　鐘　　連合総研　主任研究員　［第Ⅱ部 インタビューレコード］

図表4　産別インタビュー調査から明らかになったこと（概要）

図表５　単組インタビュー調査から明らかになったこと（概要）

－障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関する調査研究委員会報告書－（概要）
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2023年1月23日、岸田総理は施政方針演説において、

「従来とは次元の異なる少子化対策を実現」することを決

意表明した。

この「次元の異なる」もしくは「異次元の」という表現

が話題を呼び、様々な有識者が論評しているが、近年の「次

元の異なる」対策については、意外にも認識がされていな

いものと思われる。近年の次元の異なる対策とは、2010

年の子ども手当と、2015年の消費税増税の財源を活用し

た子ども・子育て支援制度の創設である。この対策によっ

て、OECDの家族関係社会支出の対GDP比の比較をみる

と、日本は、2007年まで0.6%程度であったものが、

2010年には1.139%、2015年には1.428%に上昇し

ている1。OECD平均では2%であり、まだそれには届か

ないものの、まさに「次元の異なる」上昇である。そこで、

次の「次元の異なる」対策とするならば、家族関係社会支

出の対GDP比を、OECDの平均を指標とすることが考え

られるが、これは更なる確たる安定財源の確保があってこ

そ成り立つものである。

しかし、その安定財源確保については、未だに具体的な

議論がされていない。これまでの政府の説明資料には、「国

民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方

を含め、幅広く検討を進め、確保に努めていく」が記載2 

されているが、この間の国会答弁を見ても全く動きがない。

このままでは、2012年以降続いているように、安定財源

の議論は政治によって再び放置される結果となり、事態は

ますます深刻化することとなる。

そこで、子ども・子育て支援の本来あるべき安定財源を

どう考えるのか。そして、日本に暮らす人々の理解をどう

得ていくのか、という議論が求められる3。

まずは、本来あるべき論から考えると、社会保障と税の

一体改革の延長線ということや、子ども・子育て支援は、

子育てのリスクを分散化させる社会保険の仕組みではな

く、社会全体で子どもを育てる意味から、税制で行うべき

ことが基本という考え方がある。具体的には、広く薄く日

本で暮らす全ての人が負担する消費税と、所得再分配機能

強化という面から、所得税の最高税率の引き上げ、相続税

の課税ベースの拡大や贈与税の見直し、金融所得課税の強

化などが考えられる。更に、子ども・子育て支援の実施主

体は地方自治体であるから、地方税制改革として、法人が

事業規模に応じて広く薄く負担する外形標準課税への上乗

せや、住民税へ上乗せした目的税も検討課題となりえるか

もしれない。

一方、負担に対する理解をどう得ていくのか、という視

点からは、負担と給付の関係が分かりやすいことから、社

会保険の仕組みが理解を得やすいのではないかという議論

もある。そして、社会保険の制度は、リスクに備える仕組

みであると考えるなら、子どもが幸せでない、子育てがし

づらいことにより、結果として少子化が進むことは、日本

社会の持続可能性からみて社会全体のリスクであるとの考

え方もある。

更に、社会や制度の持続可能性のために、「拠出金」と

いう考え方も提案されている。一つは、現在、事業主が拠

出している「子ども・子育て拠出金」の増額。二つ目は、

権丈善一慶応大学教授が提案されている、「子育て支援連

帯基金」の構想で、社会保障制度の持続可能性の観点から、

雇用保険も含めた社会保険の各制度から一定の財源を負担

してもらう考え方である。

それにしても社会保障と税の一体改革以降、負担の議論

を先送りしているツケは大きく、日本の人口維持には、す

でに「時遅し」どころか、子どもに国家財政の将来負担を

押し付ける状態が続いている。少しでも少子化の進行を緩

やかにするためには、今の世代が責任ある対応を明確にし、

財源確保に向けた政治の決断が求められる。そして、安易

な制度の基本を逸脱した議論は排除すべきだが、様々な制

度可能性を議論し、日本に暮らす人々の理解を得る必要が

ある。

「次元の異なる少子化対策」の財源

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り 連合総研　副所長　平川　則男

1   OECD「Family benefits public spending Total, % of 
GDP, 1980 - 2018」

2   内閣官房「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針
（概要）」（2021年12月21日閣議決定）

3   山崎泰彦　「子ども・子育て支援と財政政策の論点」連合総
研レポートDIO　2021年12月号
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のありかたをリデザインするにあた
り、コロナ禍の経験から引き出せる前
向きな材料として、「人々のデジタル
スキルが高まった」「官僚主義を葬り
去ることに成功した」「柔軟な働き方
がもたらす恩恵と困難が見えた」「オ
フスイッチの大切さがわかった」「人
と人のつながりの重要性が再認識され
た」の５点を挙げ、これらの経験を踏
まえた上でリデザインのための４段階
のプロセス「理解する」「新たに構想
する」「モデルをつくり検証する」「行
動して創造する」について各章で説明
をしている。

２章の「理解する」では新しい働き
方をデザインするための出発点として

「自社の重要な要素について理解する」
ことの重要性を述べている。社内のさ
まざまな職種、必要とされる能力、社
員のニーズ、人的ネットワークと知識
の流れを深く理解することで、社員が
何を望み、どのような要素で会社への
エンゲージメントを高めるのかを把握
することがリデザインの成功につなが
るとしている。

３章の「新たに構築する」では働く
「場所と時間」をどのように選択する
のかについて述べている。カギとなる
のは場所と時間の組み合わせであり、

「場所」については協力の場としての
オフィス、活力のもとになる自宅、「時
間」については課題に超集中するため
の非同時型の勤務時間、良い連携のた
めの同時型の勤務時間と定義し、これ
ら選択肢の組み合わせによるデメリッ
トを認識しつつメリットを最大化する
最善な組み合わせの必要性について説
明をしている。「場所と時間」の組み
合わせを考える際には仕事面だけでは
なく、個人の生活面も考慮すること、
また、自宅での仕事の際には、仕事モ

ードへのスイッチ切り替え儀式を行う
という視点は興味深い。

４章の「モデルをつくり検証する」
では２章、３章で述べてきたことを基
に、実際にモデルケースをつくり検証
するための方法について述べている。
新しいデザインは未来にも通用するか、
テクノロジーの変化に即しているか、
社員に公平であるかといった点に注意
し検証する必要があると述べている。
少子高齢化が進む日本において、今後
も社員の年齢構成が高くなることは容
易に想像でき、またテクノロジーも
日々進化していく中で、必要とされる
スキルも変化していくといった課題は
大いに考えられるが、本書で紹介され
ている様々な企業の取り組み事例や考
え方は参考になるのではないだろうか。

最後の５章では、リデザインを実践
するための重要な要素として、マネジ
メントの役割について述べている。リ
デザインに成功した多くの企業ではマ
ネージャーの重要性を強く意識してい
ることや、マネジメントの核を成す「働
く時間と場所のマネジメント」や「メ
ンバーのキャリアマネジメント」とい
った、重要なスキルを向上させるため
に投資をしている企業の例を紹介して
いる。マネージャーの役割をデザイン
し直すことで、マネジメント活動のた
めの時間的なゆとりが生まれたとする
事例は参考になると感じた。

本書ではビジネスや組織をリデザイ
ンするために必要なステップや手順が
明確に述べられており、経営者やマネ
ージャーにとって新しいアイディアを
得るための有益な情報源になりうると
同時に、働く個人においても、自身の
仕事や職業生活をリデザインし自分が
どのように働きたいのかを考える際の
ヒントになるのではないだろうか。

型コロナ感染拡大は社会生活に
おける多くの前提を問い直した

のではないだろうか。コロナ禍によっ
てデジタルテクノロジーの活用が今ま
で以上に進展し、働き方ということに
おいても場所や時間、方法の選択肢が
増え、新しい仕事への取り組み方も生
まれてきている。

本書はベストセラーになった「ワー
ク・シフト」「ライフ・シフト（100
年時代の人生戦略）」の著者であるリ
ンダ・グラットン氏が、新型コロナウ
イルス感染拡大を、働く人が仕事や職
業生活に何を望むのかを考え直す千載
一遇の機会と捉え、それらをリデザイ
ン（再設計）する必要性とそのための
方法論を説いた一冊である。企業がよ
り効率的で創造的になるために必要な
変革、人々がより良い仕事をするため
に必要なスキルやアプローチについ
て、コロナ禍における様々な企業の取
り組みを紹介しながら、特にチームワ
ークやリーダーシップの必要性、そし
て柔軟性を重視することが組織のパフ
ォーマンスを改善するために不可欠だ
と主張している。
「はじめに」では企業が新しい仕事
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員

著者／編集： リンダ・グラッ
トン , 池村 千秋
東洋経済新報社
定価1,900円（税別）

『リデザイン・ワーク　新しい働き方』

個人や組織にとってより充実した、
魅力的で効果的な仕事を再設計
する意味とは何か？

新

最近の書棚から
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データで見る「読解力」と「読書量」の変化

今月の特集である「リスキリング」に関連し、あらゆる「学び」
の場で重要とされる「読解力」の状況と、これと正の比例関係があ
るといわれている昨今の読書量の実態等について見ていきたい。

はじめに「読解力」について、文部科学省・国立教育政策研究所
が2019年12月に公表した「OECD 生徒の学習到達度調査2018年
調査」（以下、PISA2018）について見ていく。本調査はOECD（経
済協力開発機構）が、義務教育終了段階の15 歳の生徒（日本では高
校１年生相当学年）が、それまでに身に付けてきた知識や技能を、実
生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを測るこ
とを目的として、OECD加盟37ヵ国で実施され、日本では2018年6

また、同調査報告では、日本の生徒の読解力リテラシーに関して、
テキストから情報を探し出す問題や、質と信ぴょう性を評価する問
題の解答率が低いこと、自分の考えを他者に伝わるように根拠を示

～ 8月に実施された。調査内容は数学的、科学的、読解力の三分野の
リテラシーについて調査したもので、2018年の調査においては、と
りわけ読解力リテラシーを中心に調査が行われた。なお、本調査は
３年ごとに実施されており、直近では2022年（当初予定より1年延期）
に実施されている。

本調査によれば、日本における数学的および科学的リテラシーは、
調査開始以降の長期トレンドとしてみても安定的に世界トップレベ
ルを維持している一方、読解力リテラシーは、OECD平均より高得
点のグループに位置する（37ヵ国中11位）ものの、前回より平均得点、
順位が低下しているのがうかがえる（図表１）。

して説明することに、引き続き課題があるとしている。一方、同時
に実施された生徒質問調査から「読書は、大好きな趣味の一つだ」と
答える生徒の割合が OECD 平均より高いなど、読書を肯定的にとら

今月のデータ

※�各リテラシーが初めて中心分野（重点的に調査する分野）となった回（読解力は2000年、数学的リテラシーは2003年、科学的リテラシーは2006年）の
OECD平均500点を基準値として、得点を換算。数学的リテラシー、科学的リテラシーは経年比較可能な調査回以降の結果を掲載。中心分野の年はマーク
を大きくしている。
※�2015年調査はコンピュータ使用型調査への移行に伴い、尺度化・得点化の方法の変更等があったため、2012年と2015年の間には波線を表示している。
※�順位の範囲とは、統計的に考えられる平均得点の上位及び下位の順位を示したもの。
出典：文部科学省・国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査（PISA2018）のポイント」より

図表１　PISA　日本における平均得点及び順位の推移

文部科学省「OECD 生徒の学習到達度調査」、国立青少年教育振
興機構「子どもの頃の読書活動の効果に関する調査研究」より
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える傾向があるとともに、こうした生徒ほど読解力リテラシーの得
点が高い傾向にあることも指摘している。

では、日本における昨今の読書量はどのような実態にあるのか、
国立青少年教育振興機構が2021年3月に公表した「子どもの頃の読
書活動の効果に関する調査研究」の調査結果を参考に紐解く。なお、
本調査は、全国20 ～ 60代の5,000人（男女とも2,500人、うち各
年代男女ともに500人）を対象に、読書活動の実態と経年変化を明
らかにし、情報環境の変化や過去の読書量が現在の意識、認知機能

利用状況についても調査している。紙面の関係ですべてを紹介でき
ないが、例えば、携帯電話、スマートフォン、タブレットを使った
１日あたりの読書量の経年比較では、年代に関係なく0分の割合が減
り、15分以上の読書時間の割合が増えている。近年のスマートデバ

等に与える影響の検証等を目的に、2019（H30）年2月中旬にイン
ターネット調査を実施したものである。

まず2015（H25）年調査と2019（H30）年調査の結果を用いた
読書活動の経年比較を見ていく。本（紙媒体）を利用した１日あた
りの読書時間の経年比較であるが、年代に関係なく0分の割合が高く
なっている（図表2）。

なお、本調査は、本（紙媒体）の他にも、マンガ、雑誌、電子書
籍の各媒体やパソコンや携帯電話、スマートフォン、タブレットの

イスの個人所有率の上昇にともない、紙媒体から電子媒体の読書に
一定程度移行している状況もうかがえるが、すべての世代で0分が約
半数以上を占めている（図表3）。

図表2　本（紙媒体）を利用した１日あたりの読書時間

図表3　携帯電話、スマートフォン、タブレットを使った読書時間

本（紙媒体）を利用した�1�日あたりの読書時間の経年比較（H30：各年代�n�=�1,000、全体�N�=�5,000、H25：20�代�n�=�1,049、
30�代�n�=�1,056、40�代�n�=�1,051、50�代�n�=�1,053、60�代�n�=�1,049、全体�N�=�5,258）
出典：国立青少年教育振興機構「子どもの頃の読書活動の効果に関する調査研究 報告書」より

30DIO 2023, 2



図表4～6は子どものころの読書量の調査結果である。どの年代も
小学校高学年が中学、高校の頃より読書量が多い。また図表2とは定
量的な分析ができないものの、子どものころより現在の読書量は減
少傾向にあると推定される。

昨今、若者の間では「タイパ」という言葉が用いられているそうだ。
これは時間に対する満足度を求める“時間効率”を意識した消費者
の行動を指すもので、たとえば、動画配信サービスを倍速再生モー
ドで視聴することは「タイパが良い」ということになるらしい。読
書においては、文字列を意味として認識し、その状況を想像、また

は考え、感じる能力に個人差はあるとしても、基本的にその能力を
動画のように倍速にすることはできない。つまり読書は「タイパが
悪い」行為であるが、すべての学びの基本である読解力リテラシー
を高めるには近道はなく、読書が極めて有効であることは言うまで
もない。読書時間を増やすことはもとより、効率のみを追い求める
社会を省み、精神的な豊かさのある生活や時間の有効利用の推進・啓
蒙など、今後、労働組合の役割としてますます重要性が高まるので
はないだろうか。

図表5　中学校の頃、どれくらい本（紙媒体）を読んだか

図表4　小学校高学年の頃、どれくらい本（紙媒体）を読んだか

図表6　高校の頃、どれくらい本（紙媒体）を読んだか

図表3 ～ 6出典：国立青少年教育振興機構「子どもの頃の読書活動の効果に関する調査研究 報告書」より
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　今月号の特集に関連して、労働組
合自体の人材育成に思いを馳せる。
あくまでも個人の見解であるが、労
組のそれは人を育てていくというよ
り、「様々な」ふるいにかけて最終的
に残った人が「優秀な人材」という

イメージを持つ。労組役員のなり手
不足が叫ばれる昨今。まずは労組内
部の人材育成の刷新からはじめては
どうだろうか。

（食べたパンの枚数を数える男）
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【12月の主な行事】

 １２月１日 ＪＩＬＰＴとの意見交換会（オンライン）

 ２日 第 27 回定時評議員会・第 59 回理事会
 ６日 第 10 回日本の未来塾「新しい資本主義：Wellbeing Capitalism」

（講師：岩田　一政　公益財団法人日本経済研究センター理事長）
 ７日 所内・研究部門会議
 ９日 第 12 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティネットに関する

調査研究委員会
（主査：玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）

 16 日 第 14 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の
人材育成等に関する調査研究委員会

（主査：中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）
 20 日 第 18 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）

 21 日 所内・研究部門会議
  所内勉強会
 23 日 第 13 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティネットに関する

調査研究委員会
（主査：玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）


