特集―2015 春季労使交渉の動向

金属・機械関連の中小を多く抱え、
三〇〇人未満の組合が八割以上を占め
るＪＡＭは、今回の春闘で賃金水準の
引き上げ額の要求基準を九〇〇〇円に

設定した。九〇〇〇円は、過年度物価
協全体でみても、賃上げ獲得組合数、
上昇分（三％程度）と生活改善分を勘
獲得額ともに昨年を上回っている」と
案して決めた数字。方針の策定段階で
報告し、これらの結果から「継続的か
は、昨年の二倍にあたる引き上げ幅に
つ昨年よりも高い賃上げの波を、業種
相当することから、傘下組合から「九
や規模の垣根を越えて行き渡らせるこ
とみる。しかも、今年は、月例賃金の
〇〇〇円は高い」との声も出たが、「九
とができた。一連の経済好循環サイク
引き上げに取り組む組合数が昨年より
〇〇〇円にしないと逆に根拠を説明で
ルを実現するうえで、金属産業として
増えている。四月一四日の集計ベース
きなくなる」（藤川慎一・副会長）とし
一定の社会的責任を果たしつつある」
は一六八八組合（一六万九三六三人）
て三％要求を貫いた。
と、大手に続く組合の回答についても
と前年同期よりも六五組合多い。
ＪＡＭが四月二〇日現在でまとめた
「三〇〇人未満」の組合の「賃上げ分」 前向きに評価した。
要求・回答状況をみると、まず要求進
四月二二日現在での回答状況をみる
の相場を観察するために、連合が賃上
捗率が七六・一％と前年同期（七七・
と、回答を受けた中堅・中小登録組合
げ分が明確に分かる組合だけで集計し
〇％）を若干下回り、進捗は早まって
は一四〇組合で、そのうち一二六組合
た結果をみると、賃上げ分が明確に分
いるわけではない。妥結進捗率に目を
が賃上げを獲得。賃上げ獲得額の平均
かる組合は全部で一四一八組合あり、
転じると、四七・五％と、こちらも前
は一八八三円と前年の最終集計を六〇
うち「三〇〇人未満」は七九四組合（九
年同期（四九・八％）を下回り、半数
〇円以上、上回った。
万 三 二 二 三 人 ）。 賃 上 げ 分 の 平 均 額 は
以上の組合が決着していない状況だ。
中堅・中小登録組合には、ある程度
一七一三円で、率にすると〇・六八％。
しかし、要求を引き上げた効果なの
規模が大きい中堅企業も入っているこ
〇・六八％という引き上げ率は、賃上
か、妥結額は明らかに昨年よりも良い
とから、金属労協加盟単組のなかの「三
げ分が明確に分かる組合の規模計での
結果がみてとれる。まず平均賃上げ方
〇〇人未満」の組合だけの回答結果（同
引き上げ率（〇・六七％）を〇・一ポ
日現在）もみていくと、回答を受けた、 式での産別全体の妥結額平均は五六七
イント上回る。
八円（構造維持分込み）で、同一単組
または回答を集約した組合の総数は一
三〇〇人未満も引き上げ分は
で前年と比べると三九三円上回ってい
二八〇組合（三八万五一八五人）で、
一七〇〇円程度／金属労協
る。三〇〇人未満の組合だけでみても、
賃金構造維持分を確保し、かつ、賃上
妥結額は五三二五円で、前年同期を二
げを獲得した組合は、六八六組合と半
九三円上回る。
数以上に及ぶ。
賃金構造維持分を明示している単組
賃上げの回答額平均は一六六七円と
で、賃金改善分だけの回答平均をみる
なっており、その水準はさきに紹介し
と一八五四円で、この時点で昨年の最
た連合の賃上げ分が明確に分かる組合
終実績を三〇〇円以上、上回っている。
の「三〇〇人未満」の回答集計結果に
眞中行雄・会長は、要求と妥結の進
近いものとなっている。
捗状況について、要求金額がＪＡＭ結
進捗は遅いが妥結額は
成（一九九九年）以降の春闘でもっと
昨年より改善／ＪＡＭ
も高い水準であることから、「要求の難
しさと、粘り強く交渉していることの
証しだ」と強調。その一方で、回答・
妥結額が過去最高となっていることに
対して、「二〇一四春闘の交渉期間中は、
金属労協は四月三日、自動車総連、
電機連合、ＪＡＭ、基幹労連、全電線
の 五 産 別 の ト ッ プ が 本 部 に 集 い、「 中
堅・中小登録組合」の回答状況につい
て、会見して報告した。中堅・中小登
録組合は、三月末までに回答を引き出
し、四月以降に回答を引き出す各業種
や地域の中小組合に回答相場を波及さ
せる役割を担う。今年は、一六九組合
が同組合に登録された。
この会見で金属労協の議長も務める
自動車総連の相原康伸・会長は、「中堅・
中小登録組合の九割で賃上げを獲得し、
平均額は昨年を上回っている。金属労

中堅・中小の賃上げ回答の特徴点
大手組合が昨年を上回る賃上げを獲
得するなか、労働側にとっては、大手
の回答相場をいかに後続の中小企業の
交渉に波及させられるかが課題となる。
しかし、中小のなかには、景気回復効
果よりも、円安による原材料費の値上
がりなどの経営へのマイナスインパク
トを指摘する声も聞かれる。その一方
で、中小も人手不足感から、賃金水準
引き上げの必要性はいっそう高まって
いる。今春闘における現在までの中小
賃上げの回答状況について、労組幹部
からは、「健闘している」との声も多く
聞かれる。
◇
◇
◇
連合が四月一六日にまとめた一四日
現在の回答集計結果によると、平均賃
金方式での「三〇〇人未満」の組合の
定昇相当分込みの賃上げ額平均（加重
平均、以下同様）は四九二八円で、前
年同時期を二七七円上回った。引き上
げ率にすると、二・〇一％と前年同期
を〇・一〇ポイント上回り、同時点で
は二％台を維持した。連合の中小労働
委員会は、四月一五日付の確認事項の
なかで「中小組合においても積極的な
回答引き出しが行われている」と、同
日までの回答状況を評価する。
昨年の最終集計では
（七月一日）
、「三
〇〇人未満」
の組合の引き上げ率は一・
七六％だった。現在のペースから、連
合総合労働局では今年の最終的な引き
上げ率について、
昨年の最終結果は
「上
回るだろう」（須田孝・総合労働局長）
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消費税率引き上げ前の駆け込み需要も
あり、まだ繁忙感はあったが、夏以降、
景気は物量もまだ増えておらず、しか
も原材料費とエネルギーコストなど企
業コストが上昇しており、中小企業に
はアベノミクスのおこぼれが回ってお
らず、なかなか交渉が進まない状況に
あることを考えると、現在までの結果
は奮闘しているといえる」と高く評価
する。
ＪＡＭのデータから、賃金改善の要
求・回答状況をより詳しくみると、「三
〇〇人未満」の組合では、要求額の分
布が「四五〇〇円未満」と「九〇〇〇
円以上」とに二極化している（両者を
合わせると六割以上を占める）
。ＪＡ
Ｍでは、四五〇〇円未満の組合は、本
当に企業業績が厳しいところとみる。
一方、九〇〇〇円以上を要求する組合
の割合の高さは産別方針に忠実に従っ
ていることの表れとみている。
回答状況をみると、「三〇〇人未満」
でも、昨年と比べて賃金改善分の回答
額が
「三〇〇〇～四〇〇〇円未満」
だっ
た組合、「四〇〇〇円以上」だった組合
の割合がともに増加した。
また、集計時点ごとの回答額の推移
をみると、昨年は三月のヤマ場から離
れるにつれて、回答額の平均は明らか
に右肩下がりに推移したが、今年は回
答額が横ばいに近い展開となっており、
昨年に比べて明らかに相場波及が長く
続いていることがみてとれる。中小へ
の人手不足感の影響も出ており、「でき
るかできないかは別として、経営者も
賃金を上げていかないと人材を獲得で
きないことはわかっている」
（宮本礼
一・書記長）という。
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一方、大手で構成するメーカー以外
賃金改善を二年連続して獲得できた
の部門の各獲得金額をみると、「車体・
組合では、昨年より改善額が増えてい
部品」が一四八七円、「販売」が一八二
るところが多い。また、今年の改善額
四円、「輸送」が二〇二二円、「一般」が
を、昨年獲得できた組合と昨年は獲得
一九九九円となっており、メーカーも
できなかった組合とで比べると、「今年
含め、すべての部門で昨年を上回る獲
はじめて獲得できた組合の方が獲得額
は厳しい」
（藤川副会長）。ＪＡＭでは、 得金額となっている。
交渉を続けている組合に対し、「昨年を
大手の改善水準が波及／電機連合
上回る改善分獲得を」と指示し、交渉
電機連合では、各グループ労連に属
の追い上げを図っているという。
する中小労組と、企業グループに属さ
なお、中小企業をめぐっては、四月
ない中小労組も加盟するが、四月上旬
二日に開催された「経済の好循環実現
段階ですでに「大手の賃金水準改善三
に向けた政労使会議」で、取引企業の
〇〇〇円が波及している」（有野正治・
仕入れ価格上昇を踏まえた価格転嫁や
委員長）状況だとしている。
支援・協力の取り組みを講じることが
盛り込まれた。こうした取引適正化の
中間年の賃金改善獲得組合が
取り組みの影響について、眞中会長は
大幅増／基幹労連
「これをもって交渉をしているわけで
基幹労連は二年分の賃金交渉を、二
はない」とするとともに、「効果があっ
たという実績は見当たらない」と話し、 年おきに行う隔年春闘を採用している
（企業間
が、二〇一五年が該当する中間年は、
価格反映については「
B
to
B
の取引）では対応してもらっているほ
「格差改善」などが主要な取り組み項
うだ」としている。
目になっており、賃金に取り組む場合
は、一〇以上ある業種別部会ごとに、
三〇〇人未満の改善分獲得
各部会の「当面の目標」をもとに取り
額が全体と遜色ない水準に
組むことにしている。また、昨年の春
／自動車総連
闘で「別途協議」「継続協議」となり、
交渉を持ち越した組合なども今回あら
ためて賃金交渉を行う。
四月一七日現在の集計によると、今
回の春闘で、賃金に限らず何らかの要
求を提出したのは二九四組合。そのう
ち、賃金改善を要求したのは一三八組
合となっている。さらに、回答を引き
出したのは約六割にあたる八〇組合で、
うち五二組合が何らかの成果を獲得し
ている。昨年、産別全体で二年分の賃
金改善に取り組んだことから、今年、
自動車総連では、今回の春闘で一一
一四組合が賃金要求しているが、その
うち七五二組合を「三〇〇人未満」が
占める。四月一七日現在の回答状況を
みると、「三〇〇人未満」はそのうち三
四二組合が妥結・妥結方向となってお
り、うち二五三組合が賃金改善分を獲
得している。獲得割合にすると三三・
六％。獲得金額の単純平均は一六一八
円で、全体平均（一六九四円）と比べ
てもそれほど変わらない。

賃金改善分を獲得した組合の数は、二
年前の中間年である二〇一三年の実績
（二八組合）を大きく回っている。
成果の内容は、大半が金額での賃金
引き上げだが、賃金体系の見直しへの
原資投入や、手当の改善なども含まれ
ているという。四月三日の金属労協で
の会見では、工藤智司・委員長は改善
分の獲得額平均について一二〇〇円程
度と報告した。基幹労連本部によると、
「なかには二〇〇〇～三〇〇〇円の回
答もあるが、二〇一四年の総合組合の
結果（一四年一〇〇〇円、一五年一〇
〇〇円の賃金改善）をみての結果と
なっている傾向がみられる」（近藤之・
事務局次長）という。
今回の闘争の特徴として、賃金改善
で取り組むことが難しい組合が、退職
金などの他の労働条件項目で成果をあ
げている点があげられるという。たと
えば退職金の水準改善では、一〇〇組
合が要求し、四月一七日現在で回答を
受けた六七組合のうち三二組合が前向
きな回答を受け、すでに昨年の最終的
な前進組合数を上回っている。

中小労組も早期解決の傾向／
私鉄総連

製造業以外でも、中小労組の健闘が
みられる。私鉄総連傘下の中小・ハイ
タク専業組合では、回答指定日である
三月二三日中に回答を引き出した組合
が昨年より一一組合多い一六四組合で、
同日までに解決した組合も昨年より一
五組合多い五二組合を数えた。それ以
外の中小組合は回答の積み上げを求め
て交渉を重ね、四月一〇日までに二一
八組合が収束している。
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前年実績

体系維持分 6292 円＋ 1400 円

体系維持分 6069 円＋ 900 円

東洋紡績労働組合

体系維持分 5428 円＋ 1200 円

体系維持分 5656 円＋ 900 円

三菱レイヨンユニオン

体系維持分 5816 円＋ 1900 円

体系維持分 5716 円＋ 1000 円

日清紡績労働組合

体系維持分 4752 円＋ 1000 円

体系維持分 4563 円＋ 750 円

旭化成グループ労働組合連合会

体系維持分 6599 円＋ 3540 円

体系維持分 6807 円＋ 2520 円

全東レ労連東レ労働組合

体系維持分 5826 円＋ 2600 円

体系維持分 5804 円＋ 1800 円

アシックス労働組合

平均 11903 円

平均 7540 円

武全連

平均 3.68 ％

平均 2.83 ％

ニプログループ労働組合連合会

体系維持分 5157 円＋ 2660 円

体系維持分 4996 円＋ 2000 円

グンゼ労働組合

体系維持分 5256 円＋ 826 円

体系維持分 4699 円

ユニチカ労働組合

体系維持分 5194 円＋ 750 円

体系維持分 5260 円＋ 750 円

丸大食品労働組合

体系維持分 2900 円＋ 500 円

体系維持分 2807 円＋ 1000 円

全プリマハム労働組合

体系維持分 1116 円＋ 4483 円

体系維持分 2563 円＋ 2665 円

カルビーグループ労働組合

体系維持分 8801 円＋ 6000 円

平均 7024 円

武田薬品労働組合

体系維持分 6127 円＋ 2200 円

セブン＆アイ労連イトーヨーカドー労働組合 体系維持分 4272 円＋ 928 円

体系維持分 4302 円＋ 2031 円

ライフ労働組合

体系維持分 4257 円＋ 2046 円

体系維持分 4154 円＋ 6529 円

マルエツ労働組合

体系維持分 4247 円＋ 3844 円

体系維持分 4236 円＋ 2803 円

全イズミ労働組合

平均 7188 円

平均 6004 円

万代ユニオン

体系維持分 5138 円＋ 3074 円

体系維持分 5268 円＋ 2500 円

平和堂労連平和堂労働組合

平均 8000 円

平均 6000 円

いなげや労働組合

体系維持分 3537 円＋ 4010 円

体系維持分 3339 円＋ 2926 円

セブン＆アイ労連ヨークベニマル労働組合

体系維持分 3429 円＋ 3297 円

体系維持分 3329 円＋ 2000 円

カスミ労連カスミユニオン

体系維持分 5155 円＋ 2350 円

体系維持分 5124 円＋ 2033 円

ニトリ労働組合

体系維持分 4963 円＋ 5222 円

体系維持分 5027 円＋ 2173 円

全髙島屋労働組合連合会

平均 9248 円

平均 8757 円

三越伊勢丹グループ労働組合三越伊勢丹支部

体系維持分 5495 円＋ 1000 円

体系維持分 5548 円

セブン＆アイ労連そごう・西武労働組合

体系維持分 5174 円＋ 1667 円

体系維持分 5114 円＋ 627 円

阪急阪神百貨店労働組合

体系維持分 3357 円＋ 974 円

体系維持分 3512 円＋ 650 円

ビックカメラ労働組合

平均 4900 円

平均 4900 円

上新電機労働組合

体系維持分 3710 円＋ 2000 円

体系維持分 3674 円＋ 1000 円

ケーズホールディングスユニオン

体系維持分 5399 円＋ 1412 円

体系維持分 4925 円＋ 2575 円

ＳＳＵＡメガネトップ労働組合

体系維持分 4680 円＋ 500 円

体系維持分 4991 円＋ 1026 円

富士薬品ユニオン

平均 8540 円

平均 8867 円

スギ薬局ユニオン

平均 7388 円

平均 6234 円

マツモトキヨシ労働組合

体系維持分 4009 円＋ 2507 円

体系維持分 5000 円＋ 1387 円

カワチ薬品労働組合

平均 6000 円

平均 5500 円

すかいらーく労連すかいらーく労働組合

平均 10500 円

平均 7931 円

増となった。
三〇〇人未満の組合だけでみると、
賃上げ額全体の単純平均は六〇〇八円
だが、率にすると二・三三％で組合全
体計と同率だった。
「賃金引き上げ分」
に限ると一三四六円で、率では〇・五
〇％。これを同一組合の前年実績と比
較すると、賃上げ額全体では五六六円
（〇・二一㌽）増、賃金引き上げ分の
みでは三七五円（〇・一三㌽）増となっ
ている。
会見で松浦昭彦・書記長は、「今春闘
は賃上げが大手だけでなく中小にも拡
がるのか注目されたが、これまでのと

イオン労連イオンリテールワーカーズユニオン 体系維持分 5877 円＋ 1156 円

万五九七九人）をカバーしている。
妥結結果をみると、賃上げ額全体（体
系維持原資＋賃金引き上げ分）の単純
平均は六二九〇円で、率にすると二・
三三％。賃上げ額全体のうち（集計可
能な組合で）「賃金引き上げ分」に限る
と一六〇五円（率では〇・五七％）で、
同一組合の前年比は、賃上げ額全体が
五二〇円（〇・一八㌽）増、賃金引き
上げ分のみで五一〇円（〇・一七㌽）

帝人労働組合

平均 17008 円

ロイヤルグループ労働組合

平均 7308 円

平均 4527 円

サイゼリヤユニオン

平均 6500 円

平均 6500 円

ころは三〇〇人未満の中小も、全体平
均と遜色のない賃上げになっている。
要求水準（賃金体系維持分＋三％を基
準に少なくとも二％以上）からは乖離
もあるが、中小でも大手と同程度の賃
上げが行われている」などと評価した。

平均 10500 円

初任給の大幅増にも寄与

今次賃金闘争では、初任給を大幅に
引き上げたところが多いという特徴も
あ っ た。（ 非 組 合 員 の ） 初 任 給 つ い て
は取り組み対象としていない労組もあ
るが、四月七日時点までに妥結したと
ころの集計で、高卒については八一組
合が、平均二八五三円の引き
上げを獲得（妥結後の初任給
は 一 六 万 四 八 三 九 円 ）。 大 卒
では一〇五組合計で、二六四
一円の引き上げに漕ぎ着けた
（同二〇万一四五円）。
正社員組合員の全体計より
一〇〇〇円程度上回る引き上
げに至ったのはなぜか。ＵＡ
ゼンセン政策・労働条件局の
瀬戸哲朗・副部長は「今回の
初任給の引き上げは、正社員
のベアとの関連性が強い。初
任給を引き上げたところは、
高卒ではスーパーマーケット
や住生活関連等、大卒ではＳ
Ｍや百貨店等に多いが、確認
するとそのすべてが正社員の
ベアを実施していた」と分析
する。
初任給の引き上げ幅をみる
と、高卒・大卒とも各四割程
度は一〇〇〇円以内で、七～
八割が三〇〇〇円までに集中

餃子の王将ユニオン

流 通・小 売 、サ ー ビ ス 関 係 の 賃 上 げ 状 況

賃上げ回答

UA ゼンセン

中小も大手と同率の二・三三％
増／ＵＡゼンセン

UA ゼンセンの賃上げ回答

わが国最大の産別組織であるＵＡゼ
ンセンは四月八日、記者会見を開き、
二〇一五賃金闘争の要求・妥結状況を
公表した。今次賃金闘争への参加組合
数は一八四九組合で、妥結の進捗率は
二 三・ 一 ％（ 四 二 八 組 合 ）
。正社員の
組合員数ベースでは五一・四％（六八

表
産別・企業・労組名など
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流通は都市型・食品スーパー等
が健闘
一方、昨年は（セブン＆アイ労連
イトーヨーカドー労組が）妥結承認第
一号を出した流通部門。今次の賃金闘
争では、「住生活関連や衣料等の収益源
がカテゴリーキラー（専門店）に押さ
れ、『大手総合スーパー』の業績が振る
わなかった反面、物価の上昇に伴うナ
カショクへの回帰等で、消費増税の影
響からいち早く脱皮した『都市型・食
品スーパー』等の好調に、支えられる
格好となった」（木暮弘・流通部門事務
局長）
。
流通部門でもっとも早く妥結したの
は、家具等を企画・販売する「ニトリ

労組」（住生活関連）だった。会社側の
発表によると、総合職（組合員数三一
七三人）の賃金改定は、定期昇給四九
六三円（一・五四％）＋ベースアップ
を 含 む 賃 金 改 善 五 二 二 二 円（ 一・ 六
二％）で、一人平均賃上げは一万一八
五 円（ 三・ 一 六 ％）。 ま た、 一 時 金 に
ついても前年基準比プラス〇・三八カ
月（二・四二％相当）の五・二〇カ月
に引き上げ、結果として一時金を含め
た賃金改定は同一万七九九二円（五・
五八％相当）に及んだ。
こうした決定に至った理由について、

同社は「海外品輸入主体の当社にとっ
て、昨年度より継続する円安基調は更
なる逆風で、小売業界全体の景況が必
ずしも上向いていないことなどを勘案
すると、経営環境は決して楽観視でき
ない。しかしながら、経済の好循環の
二巡目を回していくため、および従業
員に対する賃金改善、労働環境改善を
含めた労働条件の改善は優秀な人材の
確保・育成につながり、ひいては生産
性向上につながるものとして交渉に臨
んだ」などと説明した。

パート、契約社員等の賃上げ動向

以下同）、いわゆるベアに相当する「賃
短時間等組合員の賃上げ回答
金引き上げ分」が九・九円
（一・〇八％）
相次ぐ／ＵＡゼンセン
となっている。同一組合で前年と比較
組合員の約半数をパートタイマーや
すると、時給引き上げ額全体では四・
契約社員等が占め、正社員と同率の要
二円（〇・四七㌽）増。また、「制度昇
求を掲げて今次賃金闘争に臨んだＵＡ
給」分については一・〇円（〇・〇八
ゼンセンでは、短時間等組合員の賃上
㌽）増で、「賃金引き上げ分」は三・二
げ回答も相次いだ。四月八日の会見で
円（〇・三四㌽）増だった。
明らかにしたまとめによると、パート
こうした結果を正社員と比べると、
タイマーについては一三五組合（組合
「賃金引き上げ分」については八割以
員 数 で は 四 〇 万 二 〇 八 五 人 を カ バ ー）、 上（八三・三％）の組合が、正社員を
契約社員では六八組合（同二万二四一
上回る賃上げ率を獲得した計算になる
五人）が妥結している。
（ 昨 年 は 五 三・ 六 ％）。 ま た、 時 給 引
き上げ額全体でも半数弱（四四・七％）
一％を超える賃金引き上げ
（ベア）
の組合が、正社員を凌ぐ引き上げ率を
叩き出した（同三七・八％）。
松浦昭彦・書記長は、
パートタイマー
の全体平均の引き上げ率（二・〇〇％）
について、「正社員（二・三三％）を下
回っているが、正社員には制度維持分
が一・六～一・八％程度ある一方で、
パートタイマーの妥結実績をみると、
時給引き上げ額全体の単純平均は一
八・四円で、率にすると二・〇〇％。
さらに集計可能な組合でみると、正社
員でいう定期昇給に相当する「制度昇
給」分が九・一円（率では一・〇〇％、
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している。一方で、五〇〇〇円以上の
の高騰や日常食に対する消費者の節約
大幅引き上げに至ったところを分析す
志向が継続し、厳しい経営環境が続く
ると、
「とくに首都圏近県で、
高卒につ
ものと思われるが、今後の事業展開の
いては一六万円以上にしようとする動
ための優秀な人材の確保と社員の生活
き、大卒では二〇万円に近づけようと
水準の向上、及びモチベーションアッ
する一九万円台の動きが多くみられる。 プが経営理念に掲げる『顧客満足の創
これを下回る水準ではもう、採用が難
造』
にもつながると考え満額回答した」
しくなっているのだろう」（瀬戸氏）
。
という。
こうした情勢を反映し、総合サービ
外食で早期決着の高額妥結相次ぐ
ス部門の妥結状況は、他の二部門を凌
ぐ賃上げ額・率となった。賃上げ額全
体の単純平均は六八八〇円、率では二・
五七％と、流通部門（六二一一円、二・
二八％）や製造産業部門（六〇〇〇円、
二・ 二 三 ％） を 上 回 っ た。「 賃 金 引 き
上げ分」に限っても、二千円台に乗せ
たのは総合サービス部門（二一八九円、
率では〇・七八％）のみで、流通部門
（一七五七円、〇・六一％）や製造産
業部門（一二三五円、〇・四五％）を
大きく引き離した。
ＵＡゼンセンは、組合員数の約六割
を占めるスーパー・百貨店等の「流通
部門」をはじめ、
繊維や医薬品等の「製
造産業部門」
、外食・サービス等の「総
合サービス部門」で構成している。今
次賃金闘争で妥結承認第一号となった
のは、「総合サービス部門」の「すかい
らーく労連 すかいらーく労組」（正社
員組合員数三三〇六人、以下同）だっ
た。一人平均で昨年実績を二五六九円
（〇・八六㌽）上回る、一万五〇〇円
（三・五二％）の賃上げで妥結した。
ファミリーレストラン最大手の回答
に続き、外食産業では早期決着の高額
妥結が相次いだ。長崎ちゃんぽん等で
知られる「リンガーハットグループ労
組」（三九八人）は、一人平均賃上げで
一万二六円（三・三三％）を獲得。ま
た、
「餃子の王将ユニオン」
（一六九〇
人）でも、昨年に続く一万円超えとな
る同一万五〇〇円（四・九二％）で決
着した。さらに、「元気寿司労組」では
同一万四三六円（四・一六％）
、
「どん
ユニオン」でも、
一万一四六八円（三・
五五％）を引き出した。
外食産業で大幅賃上げが相次いだの
は な ぜ か。
「餃子の王将」の会社発表
によれば、「来期以降の環境は食材価格
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パートタイマーの制度昇給分は一％程
度 し か な い。 賃 金 引 き 上 げ 分 自 体 は
一％を超えており、同一組合の対前年
㌽差（〇・四七㌽増）も正社員（〇・
二㌽増程度）
の二倍以上になっている」
などと評価した。
なお、二〇〇〇年以降でみると、一
八・四円（二・〇〇％）は最高水準と
いう。
二〇〇〇年当時の一三・六円
（一・
六三％）から、直近では二〇〇八年に
一七・四円（一・九〇％）をつけてい
た（ＵＡゼンセン結成以前は、旧ＵＩ
ゼンセン同盟の数字）
。

三者で一六〇〇円 程 度 の
賃上げを実現
同様に、契約社員の妥結実績（単純
平均）についても、月給の引き上げ額
全体では四二三七円（二・一四％）と
なった。集計可能な組合で内訳をみる
と、「制度昇給」分が二七三五円（一・
四〇％）で、「賃金引き上げ分」が一六
三 五 円（ 〇・ 八 三 ％）
。同一組合で前
年と比較すると、月給の引き上げ額全
体では四四五円（〇・二一㌽）増となっ
ている。
また、「制度昇給」分は二一二円（〇・
一一㌽）減となったものの、「賃金引き
上げ分」については五三四円（〇・二
九㌽）増だった。こうした結果を正社
員と比べると、「賃金引き上げ分」につ
いては七割以上（七二・三％）の組合
が、正社員を上回る賃上げ率を獲得し
た格好になる。また、月給引き上げ額
全体でも、過半数（五二・九％）が正
社員の引き上げ率を凌いだ。
一連の妥結結果について、松浦書記
長は「月額換算にすると、パートタイ

マー、契約社員、正社員のいずれもが
一六〇〇円程度の『賃金引き上げ分』
（いわゆるベア）を獲得したことにな
る。もともとの賃金水準の違いを踏ま
えれば、（短時間等組合員は）正社員を
上回る引き上げが実現できている」な
どと評価した。

正社員を上回る賃上げが
実現した背景
正社員とパートタイマー、契約社員
の妥結結果を具体的にみると、イオン
労連の「イオンリテールワーカーズユ
ニオン」は、正社員組合員（一万七二
四〇人）について賃金引上分（ベア）
一一五六円＋賃金体系維持原資五八七
七円の一人平均賃上げで七〇三三円
（二・二五％）増を獲得した。これに
対 し、 短 時 間 等 組 合 員（ パ ー ト タ イ
マー・八万八〇二九人）については、
制度昇給分一円＋昇格昇給分三・六円
＋交渉分一四円＋過年度分四円の計二
二・六円（二・五五％）増で、正社員
の賃上げ率を〇・三㌽上回った。
また、セブン＆アイ労連の「イトー
ヨーカドー労組」は、正社員組合員（六
九七九人）について賃金引き上分（ベ
ア）九二八円＋賃金体系維持原資四二
七二円の一人平均賃上げ五二〇〇円
（一・四六％）増で妥結した。一方、
契約社員（月給制）（七九二人）につい
ては賃金引き上げ分五八八円＋昇格昇
給分五一六円＋制度昇給分一五八五円
の計二六八九円（一・一九％）増を獲
得。パートタイマー（時給制）（三万三
七七八人）でも、賃金引き上げ分七・
二円＋制度昇給分一〇・四円の計一七・
六円（一・八四％）増を引き出し、正

社員の賃上げ率を〇・三八㌽上回った。
さらに、「三越伊勢丹グループ労組
三越伊勢丹支部」は、正社員組合員（五
一一七人）について賃金引き上分（ベ
ア）一〇〇〇円＋賃金体系維持原資五
四九五円と、一人平均賃上げ六四九五
円（一・七九％）増で決着した。これ
に対し、短時間等組合員については、
契約社員（月給制）（二一二六人）で交
渉分一〇〇〇円＋制度昇給分三六八三
円の計四六八三円（二・三三％）増と、
正社員の賃上げ率を〇・五四㌽上回っ
た。また、パートタイマー（三二七八
人）では、交渉分五円＋制度昇給分一
三・ 四 円 の 計 一 八・四 円（ 一・ 七 三 ％）
増だった。
このほか、食品スーパーでも一都二
府五県に約二四〇店舗を展開する「ラ
イフ労組」が、パートタイマー（一万
六九三人）について三〇円（三・二二％）
増を獲得し、正社員組合員（四八二〇
人）の賃上げ率（六三〇三円で二・二
七％）を大きく上回った。また、福島
を中心に宮城、山形、栃木、茨城に広
く店舗展開する「ヨークベニマル労組」
では、パートタイマー（五五六六人）
について二五・三円（二・八三％）増
を引き出し、正社員組合員（一三七七
人）の賃上げ率（六七二六円で二・三
一％）を凌いだ。
スーパー・百貨店以外では、「ニトリ
労組」がパートタイマー（一万六二九
一人）について正社員の回答（三・一
六％）を上回る三〇・五円（三・三五％）
増で決着した。また、契約社員（二二
五人）についても、正社員と同率の八
〇一七円（三・一六％）増で妥結した。
今次賃闘の一つの特徴として、契約

社員やパートタイマーといった短時間
等組合員の賃金引き上げ率が、正社員
組合員のそれを上回るところが多くみ
られたのはなぜだろうか。ＵＡゼンセ
ン流通部門の木暮弘・事務局長は、次
のように分析する。
「補助的な業務のパート等について
は、地域別最低賃金の上昇と人手不足
に伴う募集・採用時賃金の上昇といっ
た外部要因で底上げにつながった。こ
れに伴い、基幹的な業務のパート等に
ついても同程度の賃上げを行わなけれ
ば、この間の勤続キャリアを台無しに
してしまう。一方でこの間、パート等
の組織化が進んで組合の執行役員も増
え、正社員がベアを要求するなら（基幹
的な）パート等も同等に、といった均
等・均衡待遇圧力が強まってきた。こ
うした内部要因に、今回は外部要因も
加わったことで、正社員を上回る賃上
げが数多く実現したといえるだろう」
このほか、今次闘争では短時間等組
合員に係る制度面での取り組みも前進
した。中でも特徴的だったのは「有期
契約から無期契約への転換制度の新
設」など、改正労働契約法・第一八条
に対応するための取り組みという。「早
ければ来年から無期契約への転換者が
出始める。いまだ継続協議となってい
るところも多いが、基本的にはこれを
いかに戦力化や定着率アップにつなげ
るかを前向きに考えている。傾向とし
ては、正社員とパート等の中間体に位
置づけられる無期化形態への転換制度
に、関心を持っている労使が多いよう
だ。その際、短時間の無期化形態をい
かに形成するかが大きな課題となって
いる」（木暮氏）
。
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万四五〇〇人、「Ｂ習熟度なし」が約七
九〇〇人いるため、合計二万二四〇〇
人が対象になる。

直雇用の有期契約社員全員
に四八〇〇円のベア
／ＫＤＤＩ労組
ＫＤＤＩグループ三社（ＫＤＤＩ、
ＫＤＤＩエンジニアリング、ＫＤＤＩ
まとめてオフィス）の労働者を組織す
るＫＤＤＩ労働組合は、各社と交渉を
行った。このうち、ＫＤＤＩに対して
は、すべての組合員に三七〇〇円（平
均）の月例賃金の改善を要求。正社員
は平均二七〇〇円、契約社員には一律
四八〇〇円のベースアップを獲得した。
業績賞与についても、正社員（要求は
総合職三・〇カ月、地域営業社員二・
一カ月）は満額回答。契約社員にも一
時金の支給を求め、五万円で決着して
いる。
ＫＤＤＩでは、事務アシスタントと
セールスアドバイザーに加え、昨年一
月から料金アドバイザー（顧客からの
料金に関する問い合わせや相談対応を
行う職種）の業務職種で契約社員を雇
用している。今回、ベースアップの対
象になるのは、この三つの職種でＫＤ
ＤＩに直接雇用されるすべての有期契
約社員約三六〇〇人だ。
いわゆる非正規労働者の処遇改善に
関しては、同労組では昨年の春闘で上
部 組 織 で あ る 情 報 労 連 の 方 針（「 す べ
ての労働者の賃上げ」と「格差是正」）
を踏まえ、非正規社員の処遇改善に重
点を置いている。二〇一四春闘では、
非正規社員のみを対象とするベース
アップ要求を行い、満額妥結（月額平

均で一万二八〇〇円）した経緯がある。
今春闘でも、昨年を踏襲する産別方針
のもと、物価上昇や会社業況などを踏
まえ、「非正規社員の処遇改善を牽引す
るためには、正規・非正規問わず、す
べての組合員のベースアップを図るこ
とが重要」との考えに基づき、要求・
交渉を進めた。

非正規社員への配分が
手厚くなるよう交渉を展開
同労組の浦早苗・政策局長は、「実際
の労使交渉では、会社の業況や将来展
望、物価上昇等への対応、昨年末の政
労使会議における合意内容等を鑑み、
ベースアップの必要性について幾重と
なく訴えた」と指摘。契約社員につい
ても、「二〇一二年に非正規社員を組織
化して以降、『非正規社員もＫＤＤＩグ
ループを支える社員』であるとの労使
認識の共有を図ってきており、二〇一
五春闘におけるベースアップ（総額人
件費）の配分については、昨年春闘の
経過も踏まえ、非正規社員への配分が
手厚くなるよう交渉を進め、労使の考
え方が合致した」と説明している。
なお、昨春闘の非正規労働者のみの
賃上げ要求・回答に続き、今年も契約
社員の賃上げ額が正社員を上回る内容
になったことについて、正社員の組合
員の反応は、「妥結内容に対しては、概
ね 好 意 的 」 と の こ と。「 正 規 社 員 の 組
合員も前述の『非正規社員もＫＤＤＩ
グループを支える社員』との認識を共
有してきていることから、非正規社員
の処遇改善に賛同する考えになってい
る」という。
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時給制契約社員Ｂランクの資格給
を一〇円引き上げ／ＪＰ労組
ＪＰ労組は、期間雇用社員の処遇改
善について、月給制契約社員は基本月
額六〇〇〇円、時給制契約社員は時間
給四〇円の引き上げなどを要求。これ
に対し会社側は、月給制契約社員は一
〇〇〇円、時給制契約社員は資格給ラ
ンク「Ｂ習熟度あり」と「Ｂ習熟度な
し」に一〇円の引き上げを回答した。
月給制契約社員は、民営化以降、正
社員の賃上げが見送られるなかで、昨
年まで七年続けて計一万四〇〇円の改
善が図られてきた。今回の引き上げで
月給制契約社員のベアは八年連続、計
一万一四〇〇円になる。
ただし、
月給制
契約社員の人数は、（新）一般職への登
用が進むなかで減少傾向にあるという。
一方、時給制契約社員の時間給につ
いては、地域別に決められた基準額と
業務により加算した額の合計が基本給
となり、それに資格給などの加算給を
足した額が基本賃金となっている。資
格給の支給区分は、上から「Ａ習熟度
あり」「Ａ習熟度なし」「Ｂ習熟度あり」
「Ｂ習熟度なし」「Ｃ習熟度あり」「Ｃ習
熟度なし」の六ランクに分かれており、
各社の業務区分ごとにそれぞれのラン
クの支給額が定められている。
春闘では過去二年、「Ａ習熟度あり」
「Ａ習熟度なし」の一部業務区分につ
いて資格給の改善が図られてきており、
今回はバランスも考慮して「Ｂ習熟度
あり」「Ｂ習熟度なし」の同じ業務区分
についても資格給を一〇円引き上げる。
資格給引き上げの対象となる時給制契
約社員は現在、「Ｂ習熟度あり」が約一
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２０１５春闘の傾向と特徴
――須田孝・連合総合労働局長に聞く
賃上げ要求を掲げての二年目の取り
組みとなった連合の二〇一五春季生活
闘争。賃上げ回答集計（四月一四日現
在）によれば、昨年を上回る賃上げ額
を獲得しており、同一の組合で昨年と
比べると七〇〇円以上の増加となって
いる。連合春闘を統括する須田孝・総
合労働局長にインタビューし、三月中
旬の回答のヤマ場から現在までの回答
状況について、今年の傾向や特徴など
について語ってもらった。
○
○
○
久々のベア要求となった二〇一四春
季生活闘争では、日本経済社会の自律
的な成長の観点から「賃上げ」が不可
欠という連合方針に対して、正直言っ
て、単組の間では「本当にベア要求す
るのか」という空気があった。企業業
績や雇用確保を優先して検討してきた
二〇〇〇年以降の取り組み経過からす
ればやむを得ない面もあったが、「合成
の誤謬」からの脱却を強く主張したこ
とから、年が明けてだんだんと雰囲気
が盛り上がっていった。ただ、久々の
ベア交渉で、かつ、労使も世代交代が
進んでいることから、ベアへの理解や
交渉力などの点で、難しい面もあった。
それに比べれば、二〇一五春闘では
すべての組合で準備して取り組むこと
ができており、継続的に賃上げをして
いこうとの思いで一致できた。要求基
準を「二％以上の賃上げを求める」と
したが、連合は、継続して「賃上げ」
を実現することが重要であることを踏
まえ総合的に勘案した水準とした。Ｊ
ＡＭやＵＡゼンセンにはまさに連合方
針の趣旨を踏まえて三％以上という要
求設定をしてもらった形だ。
連合全体では、まだ半分の組合でし
か交渉が終わっていないので確かなこ
とは言えないが、昨年の春闘で賃上げ
できた組合は、今年は昨年にプラスア
ルファの実績をあげている一方、昨年
取れていない組合は、獲得水準は厳し
い状況のようだ。
昨年比でプラス一〇〇〇円の賃上げ
というのが、全体のだいたいの相場感。
全体の回答引き出し組合数が昨年より
も多いので、地方の地場組合も健闘し
ていると言える。

中堅組合によるヤマ場形成も
四月一四日現在の回答集計だと、平
均賃金方式での定昇相当分込みの賃上

げ率は二・二四％だが、最終的に、昨
年に続き二％を切ることはないだろう。
また、今年は賃上げに取り組む組合数
も増えている。
さらに、回答のヤマ場を含む「先行
組合回答ゾーン」（三月一六～二〇日）
に回答を引き出した組合数が約八〇〇
組合で、昨年よりも約三〇〇組合多い。
大手だけでなく中堅組合によるヤマ場
の形成もできてきた。
地方の中小・地場も含めた経営側の
姿勢をみると、人材獲得のために経営
上は苦しくとも、何とか処遇を改善し
たいと思っている経営者と、依然とし
てコスト論に固執している経営者とに
分かれていると感じる。
地方というと、今回から、地場産業
の活性化と働く者の処遇改善をいっそ
う 進 め る た め に、 地 域 関 係 者 に よ る
フォーラムを開催することにした。未
組織の労働者は、組織されている会社
で何が労使で交渉されているかについ
て興味を持っている。フォーラムを開
催してそうした情報を共有し、「開かれ
た春闘」を広げていく。今年は四月ま
でに愛知県など三カ所で開催したが、
来年は春闘前半期での開催をもっと増
やしていきたい。
非正規労働者の賃金については、こ
こまで、正社員以上の賃上げを獲得で
きている。ただ、連合としては、パー
ト労働者の時給引き上げだけに満足す
ることなく、正社員への転換による処
遇改善にも力を入れたい。

縦と横の両方の取り組みで
格差是正
難しいのは、賃上げの取り組みだけ

では格差改善の取り組みとしては不十
分な点だ。賃金制度の整備も並行して
取り組まなければいけない。とくに中
小では、制度を整備して、格差を埋め
ていくために必要な賃上げ原資を自分
たちで把握できるようにする必要があ
る。
また、中央と地方の賃金格差を埋め
るのに、トリクルダウンはもはや期待
できない。地方も自ら、住宅費や社会
保障費、教育費なども含めて生活に見
合う賃金はいくらなのかという問題意
識を持つ必要がある。だから連合は、
政策・制度実現の取り組みも含めて、
トータルで春闘を行っている。
連合は今回、最低生計費をクリアす
る水準として、都道府県ごとの連合リ
ビングウェイジを設定。中小はこれを
基準に最低到達水準を設定してクリア
する取り組みを行っているが、春闘は
もともと、産別を通して賃上げを波及
させる縦の取り組みだ。この「縦」と
地域での「横」の取り組みをつなぎ合
わせることで、地域にとどまらない相
場波及を発生させて、雇用者の八割以
上を占める未組織の労働者も含めた底
上げを実現させないといけない。
地方でも経営側は、横をにらみなが
ら、上げ幅を気にする。しかし、底上
げ・格差改善に取り組むうえで、本当
に大事なのは賃金の絶対水準であり、
連合が職種別銘柄賃金など、さまざま
な賃金指標を世間相場的に示している
のは、そうしたメッセージの現れでも
ある。

（荒川創太）
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