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パンデミック後の社会保障とその運動
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今回、コロナ禍において、私たち労働者

電話をかけてこられた。ネット上で VOICE（ア

をとりまく労働環境、暮らし、いのちなどのさま

ンケート）シートに書き込んではいたんだけど、

ざまな問題について、後藤先生に論文を書いてい

誤って文章を消してしまったので面倒だから、と

ただきました。その中身をさらに掘り下げるた

電話をかけてこられた。その男性は札幌の市営住

め、黒澤事務局長と青年部の稲葉から後藤先生に

宅にお住まいで、トヨタ部品の物流会社で働いて

報告や質問をして深めていきたいと思います。

いるという話をされた。 １ 日7.5時間パート契約

先生の論文ではさまざまな問題が提起されてい

で、 ５ 年半働き時給は930円、おおよそ月給は13

ます。それを受けて今、労働組合がコロナ禍にお

万円でゴールデンウィーク、お正月などで勤務日

いて労働者にどのように寄り添って活動してきた

数が減ると10万円を切り、きびしい生活状況だと

か、また、これからの春闘のたたかいについて、

いうことをお話しされた。今年（2020年）
、最低

黒澤事務局長から問題意識をお話しください。

賃金が上がらず据え置かれたが、せめて時給1000
円はほしいということと、正職員と同じ仕事で同

コロナ禍における労働組合の
成果

じ時間働いているのになぜこんなに賃金格差があ
るのか、このことに強く問題意識を持っておられ
た。それでこの VOICE シートに書けば何か伝え
られるのではないかと思ったのだそうだ。母親が

黒澤

春闘に向けいろいろな議論が進んでいま

認知症で施設に入所したが、市営住宅は母親名義

すが、私からは、この議論の過程で出てくる全労

なのでなんとか退去せずに生活が成り立ってい

連のたたかい方について少しお話をいたします。

る。自分は仕事で車の部品を運んでいるが自分の
車を買えないし、50歳近くになって非正規で働く

11月 ７ 日の夜、事務所で仕事をしていると、私

自分が情けないと責めておられた。この人は自分

たちがやっている「一人の『仕方ない』からみん

が格差の差別の対象になっていると思っている

なで『変える』へ」のリーフを見て、ある男性が

し、あるいは自分は厳しい生活をしていることを

Gekkan ZENROREN 2021.2

23

全労連・黒澤事務局長

自覚されている。

コロナ禍で最も苦しんでいる
のは誰か？
もう １ つの特徴として、医療、介護、看護で働

極貧と言われる人たちの問題とあわせて、極貧

いている人たちはコロナ禍で大変な事態に陥って

ではないが、家があり働いていても、食べること

いるが、そもそも日本は医師や看護師の数が少な

で精一杯で、とりあえずはなんとか生活をしてい

い。病床100床あたりの医師数では、イギリスは

るという人たちがたくさんいるのではないか、と

100床当たり100人のところが日本は17人しかいな

思う。そういった人がこの間、非常に増えている

いと言われている。看護師もアメリカでは100床

のではないかということを、この話を聞いたとき

あたり380人、それが日本は78人。ICU ベッドも

に思った。

ドイツは人口10万人あたり34床のところが、日本
は5.2床しかない（資料 3 ）。

全労連では今、春闘を開始し、こういう方たち

この間、日本は賃金が上がらない国になってし

から労働相談を受け、一つひとつ解決するという

まったことは有名な話だ。リーマンショックの前

ことを労働組合の力でいろいろやってきている。

後から日本の賃金だけが上がらず、貯蓄ゼロの世

タクシー労働者がこのコロナ禍で会社が動かなく

帯も大変増えてきている。単身世帯のデータでは

なったときに、退職強要に対して自交総連のみな

約半数が貯蓄ゼロで、 １ ヵ月間コロナで収入が途

さんが撤回させた（ 資料 1 ）。東京女子医大で夏

絶えるとすぐに生活が破綻してしまう（資料 4 ）。

のボーナスをゼロにするということから約400人

私たち国民春闘共闘でも30年前からの数字を調べ

の退職希望者が出て、これを医労連のみなさんが

てみると、賃金が上がらない状況が続いているこ

打開をしていった。神奈川労連は全国の接骨院に

とが分かる（ 資料 5 ）。リーマンショック、東日

働く人たちと、接骨院の給与体系を明らかにさせ

本大震災などというさまざまなアクシデントが

る運動を展開し、およそ70人が組合に加入し状況

あったときには、賃金を引き下げる、あるいは雇

を打開することができたように、労働組合によっ

用を切るという形で調整が行われ、それによって

てさまざまな問題を解決してきた事例がある。

経済が成り立っていると見せかけられ、最低賃金

今回のコロナの事態は、まさにリーマンショッ

でも同じような状況が続いている。

クと同じように非正規労働者が痛みを押しつけら

年末一時金の回答が続いているが、リーマン

れ、 ７ 月のデータでは前年よりも非正規労働者が

ショックのときよりも大変厳しい数字になってい

131万人減っている現状がある。パートやアルバ

る。第 １ 回の私たちの集計では、前年より17万円

イトの人たちが雇用調整される事態があり、とり

低いデータとなっている（ 資料 6 ）。このまま賃

わけ女性の失業率は増えている（資料 2 ）。

金が上がらない、最低賃金も引き上げられない、
あるいは21春闘も引き下げることで大企業を守っ
ていく状況が続き、大企業だけが肥え太ることが
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パンデミック後の社会保障とその運動

資料 2

雇用形態別雇用者数（対前年同月増減）
2018年11月～2020年7月

失職者
女性と若者が多数
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資料 4

貯蓄ゼロ率世帯の推移

（出所）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」、総務省統計局「平成17年国税調査」「平成22年国税調査」「平成27年国税調査」
（注）金融資産は預貯金のほか、保険、株式、債券などが含まれる。なお、全世帯の数値算出にあたり、07年～09年の世帯割合は平成17年国税査を参照。
10年～14年の世帯割合は平成22年国税調査を参照。15年～17年の世帯割合は平成 27年国税調査を参照。

資料 5

国民春闘共闘・全労連
2020.5.25

賃上げ推移（加重平均）
組合員一人あたりの平均

【注意】
＊2020年は第6回集計（2019.5.7）の結果で最
終ではない。
＊金額のみ、率のみの組合があるため金額と
率は必ずしも連動しない。

１９８９．４
消費税３％
20,000

18,000

7.00

6.40

金額

17,562

率

２０11．３
東日本大震災・原発事故

16,000

２００８．９
リーマンショック

1997.4
消費税５％

14,000

5.00

２０２０．１
新型コロナ危機

２００３．３
SARS

12,000

1.94

1.86

7,813

8,000

4.00

２０１９．１０
消費税１０％

2.44

10,000

6.00

5,926

5,866
6,000

1.74

3.00

2.12
2.00

２０１４.4
消費税８％

6,235

5,205

1.00

0.00

4,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

資料 6

正規雇用労働者

2020 年 年末一時金の推移（単純平均）
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※ 2008年～2019 年までは最終集計の数字（12月中旬）、2020年は第一回集計（11/11）の数字です。
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あれば、日本経済は復活が困難で尾を引く状況と
なると思っている。
春闘ではまずは生活をしっかりと守るために、
賃金の大幅引き上げと底上げをはかり、雇用を守

全労連・稲葉青年部書記長

り切る取り組みをする。いのちを守るということ
ぜいじゃく

で、今の脆弱な公共体制、医療や介護などを充実

たちの雰囲気はよく知っているから、食料が配ら

させる取り組みを行う。そして、憲法がいきる社

れているところに200人の学生が出てきたという

会をつくる。この ４ つのつくる行動と ３ つのアプ

ことに、相当びっくりした。名古屋大学の学生支

ローチを提起し、21春闘をたたかっていきたい。

援センターでは、 ４ 万食を延べ4000人に配ったと
いう話がある。また、全国の大学やさまざまな運

稲葉

今の黒澤事務局長のお話の中で、非正規

で働く方からの電話のお話がありました。後藤先

動団体の同じような支援活動にたくさんの学生が
来ている。

生からは、非正規労働者であることを自ら責める

シングルマザーの方々はもともとが大変な生活

この状況を乗り越えるためのヒントとして論考を

状況ですが、貧困に暮らしているとは必ずしも思

書いていただきました。コロナ禍は既に生活がギ

わない人たちまで含め、アルバイトがちょっと切

リギリで余裕がなかった労働者を直撃しました。

れる、仕事がちょっと休業になるということが

それをふまえて、労働組合は今後どのように運動

１ ヵ月、 ２ ヵ月続くとたちまち食べるものが無く

として取り組んでいくべきか。先生から見て労働

なるというレベルの貧困に陥るのは、今までの日

組合がこうした状況を乗り越えていくために何が

本の貧困・困窮のスケールとは違う。今までであ

必要なのか、というお話をいただけたらと思いま

れば、まず交際費を減らそう、遊びに行くのをや

す。

めた、映画に行くのをやめたなどの話が学生たち
から出てきた。今はそれどころではなく、食べる

従来とは違うレベルで貧困が
生まれている

ものがなくて腹が減って苦しかったという話が山
のように出てくる。
もともと相当余裕がないところにいたが、普段
は仕事がまわっていればギリギリ回転はしてい

後藤

この号に掲載されている論文にも書いた

た。家の中で １ 人、休業、雇止め、労働時間短縮

とおり、コロナ禍でかなりひどい困窮の事例がい

などが起きて、 1 ヵ月の収入が ７ ～ ８ 万円減る

ろんなところから出てきている。「しんぐるまざ

だけでその世帯全体の生活がガタガタの状態にな

あず・ふぉーらむ」の ８ 月に発表された数字で

る人たちが、この間、相当増えていたことを改め

も、みなさんがびっくりした。

て痛感した。

つ

る ぶん か

私が教えていた都留文科大学で、民主青年同盟

その原因は何かという問題意識であの文章を書

の山梨県委員会が ９ 月に食料の配布を主催し、同

いた。いろいろみていくと非正規はもちろんだ

月の ２ 回目には200人を超える学生が来たという

が、昔より短い時間の労働と不規則な労働が多

ことだ。私は30年勤めたので都留文科大学の学生

い。そして、その方たちにはほとんど何の保障も
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黒澤

先生が言われたように、 1 ヵ月収入を

失うとただちに生活破綻になってしまう人たちが
多くいる状況があるにもかかわらず、そのことが
都留文科大学名誉教授：後藤 道夫さん

社会問題にならない。その人たちに労働組合を見
てもらえていないところに、私は強い問題意識が

ない。リーマンショックのときは雇用保険の資格

ある。非常に分断され、その人たちがいっしょに

喪失者が ３ 万人増えたが、今、解雇も休業も増え

何かをするというような大きな流れを作れていな

ているのに、雇用保険の資格喪失者が全然増えな

いことが非常に厳しい。

いのは異常だ。今、ひどい目にあっている大部分

解決の道を考えたとき、「声をあげてもいいん

は女性、学生などの非正規に代表されるが、そう

だよ」ということをどうしたら伝えられるか、と

いう人たちが雇用保険にも加入していない。

いうことなのではないかと私は思っている。労働

普段の仕事の仕方が相当ひどくなっているだけ

者に「その問題解決には労働組合という方法があ

ではなく、社会保障、雇用保険がカバーするべき

るよ」
、学生には「学生自治会があるよ」という

ところで絶対的に抜け落ちているのか、ひどくな

方向性が見えてきたときには、状況は違ってく

りすぎたから相対的に抜け落ちたのか、いずれに

る。今はとにかく、貧困になったのは自分が至ら

せよそうした状態にあることを改めて感じた。そ

ないからという自己責任論が浸透し、他人に自分

うであるから、是非、労働組合としては政府に緊

の困難な状況を伝えづらい。その考え方に対し

急のコロナ対策を要求していただきたいし、自分

て、21春闘の中では、「そうじゃない！」という

たちの職場、企業で処遇引き下げや解雇がないよ

ことを伝え、変えていきたい。

う思い切りがんばってたたかっていただきたい。
同時に、こういう状態の大本をこれからどうし

「規制」を強めることの
必要性

ていくかという話に是非、エネルギーの何割かを
費やしていただきたいと思っている。この間、最
低賃金の大幅引上げに全労連が大きな力を割いて
こられたことに強く感銘をしているが、その問題

稲葉

コロナで休業要請が行われたことや、学

に直につながっている。必要な人に届いていない

校が突然一斉休校となり、小さい子どもをもつ保

社会保障、雇用保障みたいな部分をどうやって届

護者は仕事を休まざるをえない状況が生まれまし

けさせるのか。

た。生活が有無をいわさず追い込まれていく状況

首都圏青年ユニオンが最近のニュースの中で、

の中で、労働組合が一つひとつの労働相談から休

シフト労働について「最低シフト規制が必要でな

業補償を勝ち取ってきたという積み重ねがあった

いか」ということを言っている。そういうことを

と思います。私も愛媛に居たときに「家賃が払え

含めて、好き放題コマ切れ労働に使うことを許さ

ないんです」という20代の青年からメール相談を

ない体制を社会的につくる必要があることを強く

受けました。店長から「 5 月はシフトを組んでい

感じた。

ないので休業補償はない」と言われたということ
で、「組合に入り休業補償を支払ってもらうよう
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団体交渉を一緒にやりませんか」と返事をしまし
た。青年は「やりたい」という返事をくれて、
「長く働いているのに有給休暇もない。時間前出
勤しているのに、タイムカードは時間直前に押せ

飛沫感染防止のため、アクリル板を設置して鼎談を実施

と言われている」などいろいろ不満を持っている
ことが分かりました。一緒に要求書を作成して団

の国でもやっている不規則・短時間労働を野放し

体交渉を申し入れたら、すぐに会社側は休業補償

しないことに、労働界全体が問題意識を持たない

の支払いと有給休暇取得に応じました。

といけないという強い危機感がある。

あたり前の権利があたり前に行使できていない

2020年 ８ 月に発表された労働政策研究・研修機

働き方をしている労働者がいる中で、労働組合が

構（JILPT）の調査で、非正規労働者の約20％が

あったからこそ、その方たちの生活を守ることが

休業命令を受けていることが明らかになった。そ

できました。組合の力をコロナ禍で大きく発揮で

の中で、休業補償がまったく支払われていないの

きたのではないかと思っています。そして、今回

が33.4％、一部支払い24.1％で、この数字はそん

の先生の論文は、短時間労働や不規則労働の労働

なに大きく外れていないと思う。休業を命じてい

者に対する規制を強くかけなければいけないとい

るのに休業補償されていない労働者が半分を超え

うことと、家計補助的な労働であるという概念か

ている。食べられる賃金を出さないといけない

ら抜けだせていないという問題提起だと思いま

し、いきなり切れば労働者は生活できないことを

す。それを乗り越えるためにどういう規制が必要

ふまえた、広い意味の雇用規範、正確に言えばリ

でしょうか。

ビング・ウェイジ規範が相当ガタガタになってい
る印象をもっている。

後藤

不規則・短時間労働を規制しないでいた

雇用主がほしいときにだけ不規則・短時間労働

ら、食える賃金をださなければいけないという規

で働いて、賃労働とはそういうものなんだとみん

範そのものが後退する。そうなると、払う側が

なが思い込んでしまえば、それは苦しいのは自己

「なんで週に10時間しか働いていない人たちの生

責任だということにしかならない。本来、働くと

活の面倒をみなければいけないのか」という意識

いうことは食える賃金をもらって働くことであ

になるのは当たり前だ。短い時間、不規則という

り、それを実現するためにはいろんな制度や運

ことだけで、そもそも食べられる賃金をという社

動、規範が必要であることを常識にしていかない

会の圧力は、軽いものになってしまう。やはり不

と、自己責任の意識から抜けられない。ただ、そ

規則・短時間労働はできる限りやめさせなければ

れは今の日本の現状から見れば大変なこと。黒澤

いけないことは、長い労働運動の歴史から見ても

さんがおっしゃったように、労働運動が問題を一

わかる。ただ、日本の場合、女性労働を「家計補

つひとつ解決し、その経験が周りに広がり、記録

助」とする考え方が日本型雇用とセットになって

され、そして説得を続けていくという以外に、た

しまったことで、そこは規制しなくても日本型雇

やすい道があるわけではない。

用のお父さんががんばってくれるから、という納
得をしてきた。その状況がすっかり変わり、どこ

稲葉

そこで最低賃金の運動が重要になってく
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るわけですね。

げていきたい。まさに今、そういう気づきがあっ
た中で、このどうしようもない状況を乗り越える

黒澤

労働時間の問題でも、労働者保護という

よりは企業（使用者）側の都合のいい形にルール

ために、その展望をどこにもてばいいのでしょう
か。

も変えられてきた経緯がある。賃金もある意味、
企業側から言わせればコストと捉え、生活ができ

後藤

誰かがやってくれるわけではないので、

ているかという視点を問題にしていない。ここを

労働組合、労働運動をきちんとつくり、多くの人

変えていくには、一つひとつ労働組合でつくって

たちを巻き込んで広げて逃げないでやっていく。

きた経験を広げる、周りに知らせることが大事だ

これを本気でやらなければいけない。しかも相当

と思う。

腹を立てている若い人たちの中には、ちょっとし
た言葉で、その怒りにさらに火が付くという状態

どうやって当事者を
エンパワーメントするか

になっている人たちはたくさんいるから、時間が
かかっても、そこが一番大きな原動力になると改
めて思う。
もう １ つは、言論戦の展開の仕方も考える必要

稲葉
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今、改めてさまざまな問題がある中で、

がある。今の時代でもツイッターなどの SNS だ

青年がおかれているこの間の状況を見ると、コロ

けで事態が動くわけではないんだけども、こうい

ナ禍で、労働時間が減り残業が無くなり若い人の

う運動があって、このようなことが勝ち取れたと

生活が大変な中、兼業・副業をしたいという新た

いう話は、話題によってはすごい勢いで広がる。

な問題に直面しています。ただ、コロナ以前に長

どこかで聞いたことがあるぞ、という話は今、相

時間労働による肉体的な疲労、精神的な疲弊とい

当 な 数 に の ぼ っ て き て い る と 思 う。Yahoo！

う中で人間関係も殺伐として、職場での問題が自

ニュースで今野さん（NPO 法人 POSSE）なんか

分の力ではどうにもできないところまで追いつめ

が出す情報もときにはすごい数のビューワーを獲

られ、あきらめをもってしまう。そして、それが

得している。それとやりとりができるような労働

政治、暮らしに対しても、自分の力ではどうにも

運動というのは、今の時期には大事であると思

ならないと気持ちを割り切ってしまう青年も多く

う。

いると言われていました。コロナ禍で、職場にあ

話を世間に広めなければいけない。この SNS

る劣悪な状況そのものが自分の責任ではなく、社

の話だけではなく、もっといろんな形で広めなけ

会的な問題であることがあぶりだされてきていま

ればいけないと思う。女性の非正規労働者がこの

す。それを変えるためにどうしたらいいのでしょ

間、ひどい目にあったという話だけなら、大きな

うか。青年部の大会で「職場に労働組合があった

新聞（マスメディア）も含めて報じている。だか

から立ち止まって考えることができた」という発

らどうするのかという話で、最低賃金の大幅引き

言を聞いて本当にそうだなと思う一方で、職場に

上げをこういう時期にこそやらなければいけない

労働組合がない青年もたくさんいるので、声をあ

というレベルの話になると、大きな新聞が報道し

げたら変えることができることをもっともっと広

ているわけではない。そこへ社会を動かすような
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したが、全体の処遇がよくなったわけではない。

気がする。

氷河期世代の人たちがひどい目にあって、その後

不規則・短時間労働が必要とあればずっと使っ

の人たちがよくなったという話ではない。だか

てもいいというのが今の多くの人のふつうの意識

ら、そこは注意して使わなければいけないと思っ

だと思うが、そうじゃないという話をする人が少

ている。あのあと、労働条件は全般的にどんどん

なすぎる。規制しなければ全部が不幸になるとい

悪くなっていった。例えば、協会けんぽのメンタ

う話がされない。労働組合の幹部でも堂々とあち

ル系で傷病手当を受けている人数の統計を見る

こちでしゃべることができるかと言えば、意外と

と、1999年から現在までで ８ 倍になっていてリー

みなさん、そういう語り方に慣れていない。自分

マンショック以降どんどんと増えている。職場の

のところでどうやって賃金を上げるか、という話

状態を含めて考えるとなおさらであり、賃金も上

はできるんだけども、労働市場のあり方に大きく

がってない。若手に関して言えば正規雇用率は少

網をかぶせて変えないと国民全部が不幸になる、

しだけ上がったが、ただそれは人手不足のせい。

というレベルの大きな問題の立て方を、労働運動

その分、今回の非正規の落ち込みは激しく、全体

のリーダーが正面からやらなければいけないとい

としてみるとよくなっているわけではない。仕事

う気がしている。

の仕方はきつくなっているし、短時間は増え、規

この間、賃金が低すぎるので経済が回らないと

パンデミック後の社会保障とその運動

仕掛けができれば、相当、流れは変化するという

制緩和は拡大されている。

いうことだけは、これは連合も含めて当たり前に

リーマンショックの後、経済回復も少なく、労

言うようになった。もうちょっと突っ込んだとこ

働条件はもっと悪くなった。根本的なところで

ろの全国一律最低賃金や、あるいはきちんとした

もっとたたかわないといけないという感じはす

労働規制が必要であるという、そういう話まで正

る。

面から論戦を挑むということにはまだなっていな
い。それはこの際、是非やったほうがいいと感じ
ている。

稲葉

今回、失業給付を受けた人がリーマン

ショックと比べて増えていないし、その失業給付
を受ける余裕すらない労働者がいて、激しい非正

稲葉

2008年のリーマンショックのときは、世

規化のもと、労働力の窮迫販売を出現させている

界的に不況になり、青年の就職にも影響があった

ということを先生は言われています。仕事をやめ

ことから、コロナ禍での就職活動が心配です。再

るあるいは失業予当をもらうという選択ができな

び氷河期世代をつくらないために、私たち労働組

いまま、ただ一生懸命に働き続けている青年たち

合の青年部としては発信していかなければならな

の雇用状況をどう思われますか。

いと思っていますが、そのことについて先生はど
う思われますか。

雇用の悪循環を断ち切る
後藤

私は氷河期世代という言葉が好きじゃな

い。あるときガタンと悪くなり、そのあとよく
なったかと言えば、新卒求人倍率が少し上がりま

後藤

失業する自由がないといい仕事が選べな
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労働運動をやっていかなければいけないと思う。
１ つに、今は労働市場の規制よりも緩和という強
い流れがあるが、ここはきちっと労働者保護（法
鼎談を終えて

制）の規範についても、規制しなければまともな
働き方はできないことを伝えていく。それは最低

いし、労働者側の交渉力が落ちてしまう。現在は

賃金も同じで、これ以上に低い賃金で働いてはい

選ぶために失業することができないし、そこへの

けないという規制をつくり、その最低の水準を上

補償がものすごく減っているし、もともと雇用保

げる。私たちは全国一律1500円レベルが必要であ

険は短時間労働を補償していない。しかし非正規

るという主張をし、実現させる。 １ つの大きな流

と短時間と期限付きという雇用形態が増え、離職

れとして、最低賃金は引き上げないと日本経済全

者の中では非正規が61％、短時間が43％という状

体のためにもならないことを訴えていくことが必

態で、非正規も短時間も救えないツケが一挙に出

要だと思う。

てきた。そういう状況では、守られるものは何も

もう １ つは、労働組合に集まることに活路があ

ないままただ放り出され、次の仕事を探すまでの

る、もっと言えば、労働者は労働組合に集まるこ

期間が非常に短い。その結果、どんどん条件の悪

と以外に声をあげることはできないということを

い仕事に移っていく可能性が十分にあることをふ

伝え、いっしょにたたかうことを呼びかけていく

まえて、もう一度巻きなおさないといけない。

ことが、今春闘では大事だと思っている。労働組

今、雇用保険については、短い時間でダブル

合が大きくなること自体が労働者保護になる。

ワーク、トリプルワークでやっている方が多数い

今は呪いの言葉のように、「コロナだから仕方

ることから、その人たちを保険にどう入れるかと

がない」というのが職場の中でも、労働者の中で

いう議論が審議会で行われている。ただ、合わせ

も、あるいは経営者の中でも蔓延している。これ

て20時間以上あれば入れるという議論で、合わせ

はこういう閉塞的な状況ではなく、みんなで活性

方をめぐり細かい複雑な操作が必要となることか

化させることによって打開しようという方向に切

ら、そのテクニックについての議論が延々と行わ

りかえさせることを言っていきたい。

れている。
私が考えるのは、10時間以上は入れろ、15時間

後藤

GDP は ４ ～ ６ 月と ７ ～ ９ 月の発表では

以上は入れろ、 2 ヵ所で働いているのであれば

少し上がったが、上がり切れてないという話だっ

2 ヵ所で出せという単純明快なものでいいと思

た。その数値を見て思ったのは、この ２ ～ ３ 年の

う。そういう規制をかけないと、10時間、15時間

GDP の上がり方は雇用者数に比例していないと

みたいな細切れの仕事を、経営側が自由自在に使

いうこと。雇用者数はどんどん伸びて、安倍前首

うということが増えてしまう。それをどこから運

相は自分たちの成果であると主張していたが、

動化するかというのはとても大変なことで、私に

2017年ぐらいから、GDP はほとんど横ばいだ。

はよくわからないところではあるが。

就業者の総労働時間（延べ週間労働時間）は労働
力調査で測定され、それを指数化しカーブにする

黒澤
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後藤先生と同じような問題意識を持って
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パンデミック後の社会保障とその運動

者数とは関係がない。

少ないように感じる。コロナ禍による困窮状態に

男性の日本型年功賃金雇用が崩れ、長期的に賃

対しても、労働界が大きく状況を変えて社会に貢

金が下がったもと、家族総出で働かなければいけ

献するところまでいっていない。いろいろな場面

なくなった。学生も主婦も働かざるを得ない状況

での力不足を痛感している。

下で、労働人口が増え、かつ短時間労働者が増え

雇用保険のデータで資格喪失者の雇用保険期間

ている。それが今回のコロナ禍によってわずか数

がどういう分布で、年齢、離職理由等の集計デー

万円の収入が減ったことで、たちまち生活が立ち

タがほしいが、それが整理されているのは2013年

行かなくなってしまう。

の １ 年だけで、JILPT の研究者がほとんど自力

そういう雇用形態を増やし、自分たちはいかに
も合理的に雇用を動かしている気に経営者たちは

でやったものだ。コンピュータに基礎データはあ
るようだが。

なっているのかもしれないが、総労働時間が増え

基礎的な話をするのに必要なデータすらできて

ないと GDP が増えない。たぶんそういう雇用形

いない。コロナ禍での労働市場の状態を検討して

態では働き方も不合理になる。

いて、あらためて、労働力調査、就業構造基本調
査の基本は使う側からの調査であることを再認識

黒澤

リーマンショックの後、「失われた20年」

が続いてきているが、このままだとまた、繰り返

した。それでもいろいろやっているが、どうして
もデータが不足してくやしい思いがする。

されると思う。

稲葉 本日はとても勉強になりました。どうも
後藤

今の状況のままでは、よくなる可能性は

ありがとうございました。

詰碁・詰将棋の解答と解説
詰碁の解答と解説
解答

黒先、白死。

解説

１から３が隅の眼をう

4

3 7

詰将棋の解答と解説
5 1 6
2

解答

２二飛成
２三玉

解説

２二金

初手は

１四玉
同銀

１一竜

１三銀合

１五歩

１四竜まで九手詰。

２二飛成ですが

１四玉に

１二竜と寄り

ばう好手。白４には５で解

ますと

決です。黒３で４は白３で

敗します。３手目は深く入る

１一竜が好手で玉方

コウになり失敗です。

１三銀合でも

２三玉に

銀に

１三合駒で

１五歩が打ち歩詰めとなって失

１五歩が打て

２二金

同

１四竜までとなります。
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