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定昇確保で決着、内需系は賃金改善の動きも

二〇一二年春闘は、各社の回答日が
集中する三月のヤマ場を越え、大勢が
決した。今回の春闘では、相変わらず
先の見えないデフレ、東日本大震災か
らの復興、原子力発電所の稼働停止に
伴う電力供給の不安、超円高、タイの
洪水、欧州をはじめとする世界経済の
不透明感など、かつてないほど国内外
のさまざまな要因が労使交渉に重くの
しかかった。賃金カーブ維持分（定期
昇給相当分）をめぐる労使の攻防、賃
金改善による格差是正の取り組み、非
正規労働者の労働条件底上げ、六〇歳
以降の雇用など労働協約に関する協議
――など、今春闘の焦点となったいく
つかのトピックについて、交渉経過と
ポイントについて振り返る。

１ 今春闘での全体的な
交渉経過
本誌二〇一二年三月号トピックス
〈二〇一二春闘 産別組織の闘争方針
の特徴〉で紹介したとおり、今春闘で
の組合側の賃上げ要求は、連合の金属
産業労組をはじめ、賃金カーブ維持分
（定昇相当分）が大半。統一してのベ
ア・賃金改善要求を掲げた産別や産別
部門は、
私鉄総連（ベア分二五〇〇円）、
ＪＲ連合
（同一〇〇〇円）、ＪＲ総連（同
二〇〇〇円）と基幹労連の造船重機部
門（二年を一つの単位として三〇〇〇
円）などにとどまった。
ただ、全体的には、賃金改善の取り
組みは広がりをみせている。連合は今
年も、低下している賃金水準を復元す
るとして、賃金カーブ維持分を確保し
た上で、賃金も含めた多様な取り組み

で、一％を目安に適正な配分を求めて
いくとした。これを受けた各産別も、
産業・企業規模間格差、産業内格差の
是正や、賃金体系の歪みを是正する必
要のある組織で積極的に改善を要求す
ることとし、産別本部や大手単組がそ
れを支援するという取り組みを展開し
た。
回答引き出し日について、連合が最
大のヤマ場に設定したのは三月一
四日と一五日。
金属労協
（ＩＭＦ・ＪＣ )
は、集中回答日を同一四日に設定した。
決着した内容は、震災によるサプラ
イチェーンの問題やタイの洪水被害、
超円高などが打撃となった大手自動車
メーカーでは、トヨタをはじめとして
一様に賃金カーブ維持分を確保。業績
が明暗で分かれた大手電機メーカーだ
ったが、春闘としてはすべての組合が
賃金体系の維持を確保した。
新日鐵など大手鉄鋼メーカーは、賃
金については定昇実施のみとなったが、
両立支援関連の原資投入では筋道をつ
けた。二年を一つの単位とした三〇〇
〇円の賃金改善原資を要求した三菱重
工など造船重機の大手では、改善部分
はゼロ回答に終わった。
統一ベア要求を掲げた私鉄総連の大
手、ＪＲ連合、ＪＲ総連もベアは獲得
できず、ゼロ回答・定昇実施で決着。
ＮＴＴ、電力、ＪＰといった鉄道以外
の公益産業は、賃金カーブ維持分確保
となった。
一方、流通・サービスなど内需型産
業や、金属産業でも賃金格差・歪是正
に取り組んだ組合では、何らかの賃金
改善を獲得したところが少なくない。
連合が三月三〇日時点で集計した結

果によると、集計組合数一三一四組合
（対象組合員数一二六万八九九八人）
の平均賃上げ額は、平均方式（加重平
均）で五三五三円で、引き上げ率は一・
八二％だった。
引き上げ額の昨年比はプラス四八円
（ 〇・ 〇 三 ポ イ ン ト 増 ）。 昨 年 は 震 災
の影響もあったことから一昨年とも比
べてみると、プラス一六七円（〇・〇
六ポイント増）となっている。
三月三〇日までに妥結した組合（二
一九七組合）のなかで、賃金改善分を
獲得した組合数は二八八組合で、その
割合は一三・一％だった。
一方、一時金は、連合の三月三〇日
現在での集計では、年間での回答平均
（一〇五六組合、対象組合員数一三六
万七三八八人）が四・四三カ月で、昨
年（四月一日）と比べ〇・四二カ月分
ダウンとなった。最終的な回答平均は
これよりも低下する見通しだ。
この時点までの大手企業の一時金回
答を概括すると、各社の業績状況から、
要求水準自体が昨年を下回り、回答の
水準もその分下がった形となったと言
える（次頁の回答一覧表を参照）。ただ、
震災からの復旧に対する組合員の貢献
なども強く求めたトヨタやホンダは満
額回答を獲得している。
なお、「誰でも時間額一〇〇円以上、
月額一万円以上の賃金引き上げ」など
の要求を掲げる、全労連と純中立労組
でつくる国民春闘共闘の賃上げ集計
（三月二九日時点）を確認しておくと、
回答引き出しを行った二〇九組合の単
純平均額は五三九四円（前年同期比五
二円マイナス）、率は一・八〇％（同〇・
〇六ポイントプラス）だった。加重平
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２０１２春闘の焦点と交渉のポイント
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2012 年回答

2011 年実績

自動車総連

（年間）
5.0 カ月 +3 万円

5.0 カ月 + ７万円

日産

5.3 カ月

5.5 カ月

本田技研

5.0 カ月

5.0 カ月±α ( α =0.9)

マツダ

3.3 カ月

4.5 カ月

三菱自工

4.1 カ月

3.6 カ月 + α

スズキ

5.0 カ月

5.0 カ月

ダイハツ

5.0 カ月 + α

4.8 カ月 + α

富士重工

5.0 カ月

5.0 カ月

いすゞ

5.2 カ月

5.0 カ月

日野

5.0 カ月

4.7 カ月 +5 万円

ヤマハ発動機

4.8 カ月

4.5 カ月

日立製作所

1,580,832 円  5.28 カ月

1,586,820 円  5.30 カ月

日本電気

1,313,200 円  4.0 カ月

1,402,800 円  4.27 カ月

三菱電機

1,591,000 円  5.67 カ月

1,616,000 円  5.74 カ月

富士電機

1,419,900 円  4.5 カ月

1,358,065 円  4.42 カ月

住友金属

1,300,000 円

1,500,000 円

神戸製鋼所

1,030,000 円

1,350,000 円

三菱重工

46.5 万円 +4 カ月
（含む生産協力金）

44 万円 +4 カ月
（生産協力金 3 万円含む）

ＩＨＩ

27 万円 +4 カ月 + 特別協 27 万円 +4 カ月 + 業績回
力金 3.5 万円
復協力金 5.5 万円

住友重機

5.1 カ月 +2 万円

4.9 カ月

三井造船

30 万円 +4 カ月

32 万円 +4 カ月

キャタピラージャパン 48 万円 +4 カ月

40 万円 +4 カ月

住友金属鉱山

1,810,000 円

1,890,000 円

三井金属

1,485,000 円

1,550,000 円

古河電工

3.87 カ月 1,201,000 円

4.23 カ月 1,317,000 円

住友電工

4.68 カ月 1,482,600 円

4.78 カ月 1,512,000 円

電機連合

（年間）

基幹労連

（年間）

ＮＴＴ労組

（年間）
1,343,000 円

NTT ドコモ

1,908,000 円

1,908,000 円

NTT データ

1,730,000 円

1,730,000 円

京急

５カ月＋α

５カ月＋α

京王

4.5 カ月＋α

4.5 カ月＋α

東武

４カ月＋α

春季は前年同様

東急

４カ月＋α

夏は前年同実績

東京メトロ

４カ月＋α

４カ月＋α

名鉄

４カ月＋α

４カ月

近鉄

４カ月＋α

夏季 2.0 カ月＋α

阪急

基本給× 4.42 カ月＋家族
基本給× 4.42 カ月
給分

南海

4.85 カ月

私鉄総連

（年間）

前年同月数

ＪＲ関係
ＪＲ東日本

夏季手当

2.55 カ月

夏季手当

2.5 カ月

ＪＲ東海

夏季手当

2.9 カ月分

夏季手当

2.9 カ月分

ＪＲ西日本

年間臨給

5.3 月分

年間臨給

5.22 カ月

ＪＰ労組

年間 3.0 カ月

注）業績連動方式を採用している労組は除く
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年間 3.0 カ月

組合での交渉における定昇をめぐるや
り と り を 報 告。「 定 昇 の 攻 防 を め ぐ る
議論は、われわれの労使交渉では焦点
とならなかった」と振り返ったうえで、
「むしろ今春闘では従来以上に震災か
らの復旧を中心とする組合員の献身的
な協力・努力に対する感謝の言葉が多
く聞かれた。定昇制度を土台として築
き上げられた働くものの底力を、経営
側 が 認 め た 証 左 だ 」と 強 調 し、 組 合 側
が得てきた経営側の信頼感に対し胸を
張った。
ただ、同日は、電機大手、シャープ
の賃金交渉に関する同日の全国紙の朝
刊報道をめぐって、一時、情報が錯綜
した。新聞記事の中で、正式回答前の
タイミングにもかかわらず、同社では
すでに「定昇凍結」の方向となったと
報じられたからだ。

NTT 東、西、コ ミ ュ ニ
ケーションズ、持株、
1,343,000 円
ファシリティーズ、コ
ムウエア

昇に踏み込んだ主張をしたことに対し、
「これは、労働条件の不安定化をもた
らし、労使の信頼関係をも揺るがすも
のであり、断じて認められない」と強
く批判した。
金属労協の議長でもある西原浩一
郎・自動車総連会長は一月二六日、電
機連合中央委員会での来賓あいさつの
なかで、「（定昇制度とは）人材育成を図
るための仕組みであり、根っこからの
生産性向上と企業の事業基盤を支える
人事制度の根幹をなすものであり、こ
れに踏み込むことは断じて容認できな
い」と述べ、経営側の動きをけん制した。
だが、実際に交渉が始まってみれば、
会社側が定昇に切り込む場面はほとん
どなかったようだ。
三月一四日、金属労協の集中回答日
に記者会見した西原議長は、金属大手

トヨタ

均では五二八五円
（同一七五円プラス）
、
その理由は、経団連が一月二四日に
一・八〇％（同〇・一三ポイントプラ
発表した経営側の春闘指針である『経
ス）
。七〇組合が前年実績を上回って
営労働政策委員会報告』（経労委報告）
いる。単純平均額が前年比マイナスに
のなかで、定期昇給について「安定的
なっている点については、「小規模単組
な運用が望まれるものの、制度の持続
の回答が昨年より厳しいことが反映し
可能性について労使で絶えず確認する
ている」という。
必要があり、定期昇給の実施を当然視
パート・アルバイトの賃上げは、昨
できなくなっている」（第三章五九頁）、
年同期より二六組合多い九二組合が、
「東日本大震災で被災し、甚大な影響
単純平均で時給五・四円の回答を引き
を受けた企業や、円高の影響などによ
出している。
って付加価値の下落が著しく定期昇給
の負担がとりわけ重い企業では、定期
２ 定昇をめぐる攻防は
昇給の延期・凍結も含め、厳しい交渉
を行わざるを得ない可能性も出てこよ
あったか
う」（同六二頁）との見解を示し、定昇
への疑義を表すとともに、延期・凍結
の可能性を示唆したからだ。
これをうけて連合は即座に反論の見
解を発表。見解のなかで、経団連が定

産別・労組名など
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経営側が定昇に切り込んでくるので
はないか――。労使交渉が本格化する
前哨戦の段階では、組合側に警戒感が
高まった。

２０１２春季労使交渉の一時金回答及び前年実績
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準を復元するため、連合は二〇一一春
金属労協での記者会見でも冒頭から
闘から、中期的に賃金水準を復元、格
これに関する質問が投げかけられた。
差是正していかなくてはならないと訴
しかし、確認を求められた上部団体の
電機連合・有野正治委員長は「正式に、 えている。今回の連合方針では、厚労
省の毎月勤労統計調査で九七年と二〇
まったくそんな話は入ってきていな
一〇年の賃金水準を比較して、「一般労
い」と返答し、困惑した表情を浮かべ
働者で四％減となっている」と指摘（二
た。
〇一一闘争方針では五・一％の賃金差
春闘交渉ではすべての組合が賃金体
が 生 じ て い る と 指 摘 し て い た ）。 そ の
系を維持した大手電機メーカーだった
ために、賃金カーブ維持分を確保した
が、三月下旬になって、ＮＥＣでは集
上で、賃金や企業内最低賃金、一時金
中回答日翌日の一五日から労使が新た
など多様な取り組みで、昨春闘に引き
な費用削減のための施策を含む協議を
続き、一％を目安に適正な配分を求め
開始していたことが分かった。組合側
ていくとした。
は三月二六日に臨時の中央委員会を開
経団連は、これに対して真っ向から
催し、経営側からの提案の受け入れを
反論。連合が指標とする現金給与総額
正式に決めたという。同社では賃金に
は、「経済全体の動向や企業業績による
ついて、昇給を実施した上で四月～一
変動が大きい」（経労委報告）
とし、賞与・
二月まで賃金を四％カットする。
一時金を除く給与では九七年と比べる
話題となったシャープでは、労使が
と上昇しており「労働側による『一％
何らかの人件費対策の協議を開始して
を目安とする賃金改善』の要求根拠は
いることは分かっているものの、本稿
薄弱」だと指摘した。
執筆時点
（四月中旬）
では、正式発表ベ
労働側が求める「適正な配分」のう
ースでの事実は明らかになっていない。
ち、賃金改善にかかる交渉の結果はど
連合の三月三〇日付の集計では、妥
うであったのか。三月三〇日までに妥
結済みの二一九七組合のうち、「定昇相
結した連合傘下の組合（二一九七組合）
当分確保未達成」は三七組合で、割合
のなかで、賃金改善分を獲得した組合
は全体の一・七％となっている（全体
数は二八八組合。その割合は一三・一
には状況不明の組合三六五組織を含
％で、
二〇一一年四月一日時点（一一・
む）
。 昨 年 同 時 期 が 二・ 〇 ％、 一 昨 年
一％）
、
二〇一〇年三月三〇日時点（五・
同時期が二・七％であることから、割
七％）を上回り、割合は拡大傾向にあ
合でみれば今年が定昇未確保組合が特
る。連合全体として賃金改善の取り組
に多い年であるとは言えない。
みが浸透してきたことをうかがわせる。
３ 今春闘での賃金改善
昨春闘では、全体で九九九組合と一
の要求と成果獲得の状
〇〇〇近い単組が何らかの賃金改善を
要求した金属労協。今春闘では、構成
況は
産別の要求方針は賃金カーブ維持分の
確保が中心となったが、大手でも賃金
一九九七年以降低下している賃金水

改善分を獲得する組合がみられている。
基幹労連・非鉄部門の三菱マテリア
ル労組は、交替手当の改善を求め、増
額を獲得。同部門のＪＸ日鉱日石金属
労組も、直長手当の見直しを要求し、同
手当を新設するとの回答を引き出した。
同じ基幹労連の大手鉄鋼メーカー組
合は、基本賃金での改善要求は見送っ
たものの、今回は子育て責任のある組
合員に配慮した要求を行った。新日鐵、
ＪＦＥスチール、住友金属、神戸製鋼
所、日新製鋼の五組合は、子育て世代
の支援策を要求し、①必要な施策を見
いだすことを目的に「労使話し合いの
場」を設置する②合意施策から順次実
行する③必要な財源を投入する――こ
とを経営側に確約させた。
ＪＡＭ傘下のコマツユニオンは、年
齢別最賃引き上げに伴う諸課題への対
応分（スキルの高い中途採用者の処遇
改善など）として六〇〇円の改善分を
獲得。中堅・中小登録組合では、同じ
くＪＡＭの大阪機工が六〇〇円のベア
を獲得した。
両労組の回答日は、ともに三月一三
日と、大手先行組合の回答が示される
集中回答日の前日。両労組のように主
体的な交渉を展開できているところで
は、中堅・中小などでも、他組合の回
答に左右されずに結果を引き出す取り
組みができていることが回答集計から
みてとれる。
ただ、金属労協の中堅・中小組合の
三月二七日時点の集計によると、回答
を得た一三二組合のうち、賃金改善を
獲得したのは一二組合で、昨年同時期
より八組合少ない。そもそも金属労協
全体でみると、今春闘で賃金改善分を

要求した組合数は九二四組合と昨年
（九九九組合）を下回る。そのため、
金属労協全体での賃金改善の取り組み
の総括としては、「現状は昨年よりも厳
しい」（若松英幸事務局長）となってい
る。ちなみに昨春闘は三三三組合が何
らかの賃金改善を獲得。今春闘は、こ
の数字に届かない可能性が高い。
金属以外の産業でも、ＵＩゼンセン
同盟紡績関連では、東洋紡績やカネボ
ウなどで一二〇円のベアを獲得。全東
レは海外勤務給与の改定、旭化成は海
外旅費規程の改定などを引き出した。
流通・サービス業界でも、ＵＩゼン
セン同盟傘下のマルエツ労組（ベア四
一〇円）、ニトリ（同一〇六三円）など、
サービス・流通連合傘下では西友労組
（ 同 九 七 円 ）、 ラ イ フ 労 組（ 同 一 八 〇
六円）などで賃金改善分の獲得を果た
している。
四月三日に開催された連合の二〇一
二春季生活闘争共闘推進集会で、あい
さつした古賀伸明会長は三月末までの
賃金に関する交渉結果について、「多く
の組合が賃金カーブ維持分を確保し、
加えて、賃金改善分を獲得した組合も
あった。当初の目的からすればけっし
て 十 分 と は 言 え な い が、賃 金 の 底 上 げ、
底支えといった観点では、一定の役割
と責任を果たせたのではないか」と総
括した。

４ 内需型産業は輸出型
産業にかわる牽引役を
果たせたか

今春闘では、業績の下方修正が相次
いだ金属関連の製造業など、輸出型産
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業の企業では、当初から難しい労使交
渉になることが予想された。そこで、
労働側で相場の牽引役となることが期
待されたのが、内需型の産業や復興需
要で業績を伸ばした業種だった。
五つに分かれる連合の「共闘連絡会
議」別の回答結果を三月三〇日までの
回答集計でみると、▽自動車総連や電
機連合などが所属する「金属」が平均
賃上げ額五六二二円で、昨年比九二円
減▽ＵＩゼンセン同盟の繊維・化学や
フード連合などが所属する「化学・食
品・製造等」が五四二〇円で同九九円
増▽ＵＩゼンセン同盟の流通やサービ
ス・流通連合などが所属する「流通・
サービス・金融」が五三八一円で同七
二円増▽情報労連や電力総連などが所
属する「インフラ・公益」が四四七六
円で同四五九円減▽運輸労連や交通労
連などが所属する「交通・運輸」が四
四二四円で同一一六三円増――となっ
ている。
「金属」と「インフラ・公益」
が前年比ダウンとなるなか、「化学・食
品・製造等」
、「流通・サービス・金融」
、
「交通・運輸」は前年比アップと明暗
が分かれた。
この結果について、連合の須田孝総
合労働局長は「内需型産業の組合が、
そこそこがんばったと言えるのではな
いか」と話す。交通では、昨年は震災
の影響で要求すらできなかった組合も
多かったが、今年はバス業界などが復
興特需の恩恵を受けているという。
内需型産業を含め、交渉を有利に展
開する組合の回答引き出しを先行し、
その情報を産別・単組間で情報共有し
て、相場形成にプラスの影響を与えて
いこうとするのが、内需産業を中心と
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する産別による「有志共闘」の取り組
みだ。
同共闘には、フード連合、ＵＩゼン
セン同盟、自治労全国一般、ＪＡＭ、
サービス・流通連合、ＪＥＣ連合、紙
パ連合、セラミックス連合の八産別が
有志で参加している。連合の最大のヤ
マ場（三月一四日と一五日）より前に
賃金回答を引き出すことができた組合
の回答額などを共闘内で開示・共有し
て、相場に波及効果を与えていこうと
するものだ。
今春闘では、八産別に所属する組合
のうち六四組合の情報が共有され、ヤ
マ場前の三月一三日の夕方に、回答を
引き出した組合名と引き出し額が発表
された。あわせて連合は、それらが書
き出されたボードを前に記者会見を行
った。連合本部として、ヤマ場前に有
志共闘の回答引き出しに関する会見を
行ったのはこれが初めてだった。
ただ、ボードに掲載された組合数は、
産別や多くの単組の了解を得られなか
ったことなどを理由にして、一〇組合
にとどまった。しかも、賃金改善を獲
得した組合は四つしか含まれていなか
った。会見に同席した有志共闘の座長
を務めるフード連合の江守孝至会長に
よると、妥結前に組合名と回答引き出
し結果を公表することは、各個別労使
の長年の信頼関係などによって難しい
面もあるという。
会見時点での有志共闘に参加した六
四組合の平均の定昇込み賃上げ額は五
一〇九円で、ベアを獲得した組合の平
均純ベア額は六二九円だった。
連合の古賀会長は会見で、「ここ数年
は、一つの産業が相場を引っ張ってい

く時代ではない。今年の場合は、この
傾向がより顕著になる中で、有志共闘
が少しでも前に回答を引き出し、その
実績を社会に開示していくことは、こ
れ以降、後に続く組合の交渉に大きな
意味を持つ」と前向きに評価した。以
前のような金属労協が春闘をリードす
る闘争パターンが見込めないなかで、
新たな相場づくりに向けて一歩踏み出
した動きと言えそうだ。

格差是正の取り組み
は進んだか

５

本稿で冒頭、記したように、今春闘
で連合は、大手労組の多くが賃金カー
ブ維持分確保の要求にとどまるなか、
格差改善などの必要のある中小を中心
とする産別に対し、積極的に賃金改善
分を要求するよう促してきた。そして、
大手労組には中小労組の後方支援を求
めた。
こうした考え方は、連合方針にも反
映されている。すべての組合が共闘し
て取り組むべき課題（ミニマム運動課
題）として、「賃金制度の確立・整備と
賃金カーブ維持分の明示・確保」を明
記。昨春闘の「賃金カーブ維持分の確
保」から、賃金制度にまで踏み込むと
ともに、賃金カーブも単に確保するだ
けでなく、明示を求めた。ミニマム課
題に厚みを持たせた狙いについて、須
田総合局長は、「仮に賃金制度のないと
ころで制度を整えようとなれば、他の
人事諸制度も含め、いろいろ整理して
いかねばらならず、春闘で求めて数カ
月でやれといっても無理な話。今春闘
でまず、会社に賃金制度や賃金カーブ

が今どうなっていて、今後どうしてい
くかを要求してもらい、そういったこ
との必要性に気づいてもらう」と話し
ていた。
「 中 小 共 闘 」 も、 こ の 方 針 に 呼 応 し、
定昇制度のない組合にその確立を呼び
かけるとともに、①賃金カーブ維持分
を算定可能な組合は、その維持原資を
労使で確認する②算定困難な組合は、
賃金カーブ維持相当分として四五〇〇
円を要求する③賃金水準の低下や賃金
格差、賃金の歪みなどの状況に応じ、
賃金改善分として一％を目安に要求す
る――ことを掲げた。
そのうえで、連合方針は中小労組の
取り組みを後支えする方策も示した。
具体的には、情報開示の推進だ。類似
の産別で構成する五つの共闘連絡会議
が相場波及に向けて、中核組合の賃金
水準と賃金カーブ相当分を明示すると
ともに、格差是正や賃金体系整備の取
り組みを推進する目的で共闘会議ごと
に設定した各産業の代表・中堅銘柄（労
働者の職種、年齢、勤続の賃金水準）
の整備・拡大を図り、データの精度を
高めていく。賃金カーブ維持分の確保
が大手労組の要求として定着するなか、
大手の定期昇給相当分の具体額を明ら
かにして、それを目標にすることは、
中小労組の交渉に大きな意味を持つと
考えたものだ。
集中回答日を目前に控えた、三月九
日の共闘連絡会議全体集会では、各共
闘会議を代表する中核組合（三八五組
合）のカーブ維持分や賃金水準を公表。
代表銘柄も七九銘柄に増やして発表し
た。
中小共闘の妥結状況によると、三月
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三〇日時点で五二四組合が決着してお
か、コンプライアンスの徹底や間接労
り、妥結した組合の加重平均は、額で
働者も含む労働条件向上に取り組むと
四五七六円、率では一・七八％となっ
した。
ている。賃金カーブ維持分と位置づけ
パート・有期契約共闘は、時給の引
た四五〇〇円をクリアしているのは、
き上げでは、①「誰もが時給一〇〇〇
そのうち四五・九％。今後、より規模
円」をめざす②単組が取り組む地域ご
が小さい単組の交渉が本格化する。
との水準について「県別リビングウェ
開示された情報を背景に、どこまで
イジ」を上回るよう指導する③職務や
目減りを抑えられるかがポイントにな
人材活用の仕組みが正社員と同じ働き
るなか、中小共闘センターは四月三日、 方の場合（Ａ・Ｂタイプ）は、時給三
賃金カーブ維持相当分もしくは四五〇
〇円＋格差改善分一％、職務や人材活
〇円以上を妥結ミニマム基準に設定し
用の仕組みが正社員と異なる働き方
た。その後、四月一〇日公表の集計で
（Ｃ・Ｄタイプ）は時給二〇円増＋格
は、八八二組合が妥結し、加重平均で
差改善分一％――のいずれかに取り組
四二七一円、一・六八％（単純平均は
む方針とした。ＡとＢの違いは、Ａは
四一九二円、一・六七％）の水準にな
正社員と同視すべきパートであり、Ｂ
っている。
は職務と人材活用の仕組みまでが同じ
パートであるという違い。ＣとＤの違
６ 非正規労働者の処遇
いは、Ｃは正社員と職務が同じである
が、Ｄは正社員と職務も異なるパート
改善は進んだか
をさす。
連合が四月三日までに集約したパー
ト等の時給引き上げの状況をみると
（ 時 給 換 算 可 能 組 合 の み ）、 時 給 引 き
上げを要求した組合は二七七組合で、
要求額の平均は二六・一七円。これに
対して、妥結組合は一一五組合で、平
均の引き上げ額は一五・八四円となっ
ている。
引き上げ額を昨年同時期の実績（二
〇一一年四月四日公表値）と比べると、
四・〇〇円上回り、一昨年同時点（一
五九組合、一〇・九五円）との比較で
も四・八九円上回る結果となっている。
正社員の仕事内容や働き方と比較し
たタイプ別にみると、Ａ・Ｂタイプは
妥結した二八組合の平均で一七・八三
円、Ｃ・Ｄタイプは六〇組合の平均で
連合方針では、非正規労働者を含む
すべての労働者を対象とした処遇改善
が、今春闘ですべての組合が取り組む
「ミニマム運動課題」の一つ。
今春闘では、七年目を迎え、今年は
二三産別（オブザーバー加盟四組織含
む）が参画するパート・有期契約共闘
を中心に、
すべての産別が参加する
「非
正規共闘」を強化するとして、①正社
員転換ルールの明確化 導
･ 入②昇給ル
ールの明確化③一時金の支給④通勤
費・駐車料金、慶弔休暇に加え福利厚
生全般⑤正社員と同様の時間外割増率
適用――といった今年の重点項目を基
本に、正社員登用制度の創設や均等・
均衡待遇に向けた時間給の引き上げな
ど総合的な労働条件向上に取り組むほ

一五・四四円となっている。
一方、非正規共闘とパート・有期契
約共闘の処遇改善に関する回答集計
（四月三日現在）によれば、報告を寄
せた二一産別・六八六二組合のうち、
何らかの形でパート・有期契約、派遣
労働者など非正規労働者の処遇改善に
取り組んでいる組合は二三三九組合と
なっている（うち、パート・有期契約
など直接雇用の非正規労働者に対して
取り組んでいる組合は二〇〇九組合）。
集計結果の中で、パート・有期契約
共闘が二〇一二重点項目に設定した処
遇改善の取り組み状況をみると、「正社
員転換ルールの明確化 導
･ 入」では一
四四組合が要求し、四九組合が回答を
引き出している（導入済み二五四組合、
以下同じ）。「昇給ルールの明確化」で
は、七四組合が要求し二〇組合が回答
を引き出した（二〇五組合）。
また、「一時金の支給」では「制度導
入」を八八組合、「支給」を一七六組合
が要求し、それぞれ三九組合、八六組
合で回答があった（一四四組合）。
（正社員の支給基準と同等の）「通勤
費・駐車料金」については、三九組合
が 要 求 し 三 組 合 で 回 答（ 二 八 五 組 合 ）。
（正社員の支給基準と同等の）「慶弔休
暇」では六〇組合が要求し三二組合が
回答を引き出している（二五四組合）。
「正社員と同様の時間外割増率」に
関しては、五九組合が要求し三一組合
で回答に漕ぎ着けた（一四五組合）
。
重点項目ではないが、「企業内最賃の
協定化」をめぐっては、六八二組合が
要求を行い、三七四組合で回答を引き
出 し た（ 一 〇 八 組 合 ）。 パ ー ト・ 有 期
契約共闘では「未組織非正規への波及

を含めた取り組みが進んでいる」（斗内
利夫・同共闘副座長／ＵＩゼンセン同
盟労働条件局長）としている。
これらの処遇改善項目について、四
月三日時点で回答を引き出している組
合数を延べで数えると（一つの組合が
複数の項目に取り組んでいる場合があ
る ）、 七 〇 四 組 合 と な る。 こ れ を 昨 年
同時期（三七六組合）と比べると二倍
弱にあたることから、連合の須田総合
局長は「交渉成果の拡大が見て取れる」
としている。
一方、間接雇用に焦点を当てた取り
組みに関しても、「派遣労働者の受け入
れについての実態把握」は五一一組合、
「受け入れの事前協議や社会・労働保
険の加入などのコンプライアンス遵守
の会社側への要請」は七一五組合、「派
遣労働者の処遇改善」は九三組合が実
施（予定も含む）しているという。
主要産別ごとの非正規春闘の賃上
げ・処遇改善状況をみていくと、民間
最大産別のＵＩゼンセン同盟で、組合
員の四八％（五三万五〇〇〇人）を占
めるパート等短時間組合員の統一賃闘
は、四月二日時点で九六組合（対象と
なるパート等短時間組合員は二七万一
〇三五人）が妥結に至っている。
全体の要求額は、単純平均で二三・
六 円（ 率 に し て 二・ 五 ％、 以 下 同 ）、
加重平均で一六・二円（一・九％）に
対し、妥結額は単純平均で一二・七円
（一・三％）増、加重平均で八・七円
（一・〇％）増と、前年に比べそれぞ
れ一・七円（〇・一％）、〇・五円（〇・
一％）上回っている。
田村雅宣・副書記長は「大手で伸び
悩んでいるが、中小の頑張りで例年並
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みの成果を確保している。格差是正を
中心に労働者への分配で一％程度の賃
上げを要求方針に据えており、中小の
正社員で成果を出しているところでパ
ート等の成果も上がっている」と、こ
の状況を分析する。
業種別にみると、スーパー等が所属
する流通部会（平均時給は単純平均で
九三八円、加重平均で八七五円）では
単 純 平 均 二 三・ 四 円（ 二・ 六 ％）
、加
重平均一五・八円（一・八％）の要求
に対し、
妥結額は単純平均で前年を一・
一円（〇・一％）上回る一一・六円（一・
二％）
、
加重平均で〇・八円（〇・一％）
上回る八・三円（〇・九％）となって
いる。
また、レストランやファストフード
など外食産業等が所属するフード・サ
ービス部会（単純九一〇円、加重八八
九円）では、単純平均二一・六円（二・
四％）
、
加重平均二一・六円（二・四％）
を要求し、単純平均で前年を二・八円
（〇・三％）上回る一二・四円（一・
三％）
、
加重平均で〇・七円（〇・〇％）
上回る九・二円（一・〇％）で妥結し
ている。
さらに、薬品販売や介護産業等が所
属する生活・総合産業部会（単純一〇
六二円、加重一〇四〇円）では、単純
平 均 二 七・ 六 円（ 二・ 六 ％）
、加重平
均一八・一円（一．八％）を要求のと
ころ、妥結額は単純平均で前年を四・
三円（〇・三％）上回る二〇・二円（一・
九％）
、
加重平均で三・四円（〇・五％）
下回る一五・七円（一・五％）となる
など、「正社員組合員の妥結状況に準じ、
フード・サービス部会や生活・総合産
業部会の頑張りが目立つ」（田村副書記
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長）結果となっている。
れることをうけ、厚生労働省では希望
パート等短時間組合員を正社員との
者全員を六五歳まで雇用するよう義務
職務や人材活用の仕組み・運用等の異
づける高年齢者雇用安定法（高齢法）
同に応じて分類したタイプ別にみると、 の改正案を三月九日に国会に提出した。
（正社員と職務も人材活用の仕組み・
連合は今春闘方針に、希望者全員を
運用が違う）タイプＣは最低賃金の引
対象とした六五歳までの継続雇用とす
き上げ（Ａランク四円、ＢＣＤランク
る労働協約の締結を図ることを盛り込
各一円）増分が織り込まれやすいこと
み、電機連合、ＪＡＭなどの産別では
から、「一〇三万円などの就業調整を行
賃金交渉に並行して、希望者全員の継
う短時間組合員の多いタイプＢ（正社
続雇用を求めて協議した（本誌二〇一
員と職務は同じだが人材活用の仕組
二年三月号トピックス参照）。
み・運用が違う）の取り組みの健闘が
だが、改正法案がちょうど国会にか
顕著」（同）だという。
かっていることもあり、大勢は、交渉
その他の産別では、回答引き出し状
期間では結論が出ず、春闘後も継続し
況が例年よりやや遅れている模様だが、 て協議する結果となった（ただし、後
フード連合では、「標準評価以上の契約
述するＩＨＩなど、個別には制度構築
社員の昇給額表を書き換え五円引き上
まで到達したケースはある）。
げた」事例や、「契約・パート社員に対
電機連合の大手メーカーでは、組合
する特例一時金を要求し、それぞれ二
側の要求趣旨や法改正の動向を踏まえ
万円、
一万円の支給を獲得した（比較：
て、労使協議を継続することで合意。
正社員三万円）」事例などがみられる。 ＪＡＭも、春闘交渉では、最低限、制
間接雇用を対象とする取り組みでは、 度を議論する場をつくることをミニマ
「派遣労働者の相談（特にパワハラ、
ム基準にして矛をおさめた。ある組合
セクハラ）に応じられる相談窓口を設
幹部は、「（法改正を間近に控えている
置」（サービス・流通連合）や、「派遣労
こともあり）今回は経営側の姿勢は相
働者へのインフルエンザ予防接種費用
当かたくなだった」と振り返った。
の補助」（労済労連）を実現させた事例
自動車総連では、六〇歳以降の雇用
がある。
については今年の秋闘で協議すること
にしている。
７ 六〇歳以降雇用では
基幹労連も協議はこれから本格化さ
労使で法改正に先行す
せる方針。だが、造船重機メーカーの
うち、ＩＨＩは選択定年制の導入を妥
る流れがつくれたか
結。三菱重工は六五歳までの選択制定
年延長問題で高齢者のあり方について
改めて協議することを、日立造船は再
雇用制度の導入についての継続協議を、
それぞれ妥結した。
連合の集計によると、三月三〇日現
労働協約関連の協議事項で、今春闘
の最大のトピックは、六〇歳以降の雇
用であった。
二〇一三年四月から報酬比例部分の
厚生年金の支給開始年齢が引き上げら

在で「希望者全員の六五歳までの雇用
確保措置」を要求した件数は一一八七
件で、回答・妥結にまで至った件数は
三二二件となっている。連合では「（制
度に関する）一定の枠組みが示された
のはごく少数。法案提出の報道が流れ
てから、交渉が止まった」（須田総合局
長）としている。
一方、六五歳までの継続雇用以外の
労働協約関連項目の主な動向について
みると、労働時間関連では、連合集計
（三月三〇日現在）で、「所定労働時間
の短縮」（六九二組合が要求、九九組合
で回答・妥結）
や、「割増率の引き上げ」
（九七四組合が要求、七六組合で回答・
妥結）などの取り組みが行われている。
具体的には、鉄鋼総合メーカー（基
幹労連）各社が「労使話し合いの場」
で所定労働時間の短縮について協議を
継続することで妥結。同じく基幹労連
の非鉄総合メーカーでも、三菱マテリ
アルが休日割増率四〇％で決着したほ
か、住友金属鉱山と三井金属、ＤＯＷ
Ａで継続協議となった。
そのほか、産業別最低賃金について
も、電機連合の中央闘争組合（一四組
合）が月額一〇〇〇円の引き上げを求
めて統一要求し、五〇〇円を獲得した。
これにより、新たな水準は一五万四五
〇〇円（一八歳見合い）となる。ＪＡ
Ｍ傘下の山武も一〇〇〇円の引き上げ
（新水準は一五万四〇〇〇円）を実現
させている。
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