
１　企業経営に不可欠のもとしての位置づけ
２　「労使見解」は予想外に読まれていない
３　中同協の設立と統一見解（案）づくりへ
４　第２次案をめぐって

（以上，前号）
５　全国レベルでの議論と修正
（１）「会外に発表してもかまわない」へ
（２）労働組合対策の「分科会」
（３）「中同協がめざす中小企業における労使関係に
　　　ついての見解（案）」
（４）経験交流の積み重ねがまだ必要
（５）第５回定時総会での議論
６　完成に向かって
（１）労使関係の考え方に変化が
（２）機が熟してきた
（３）２年数ヵ月ぶりの案文提案

（以上，本号）

　

５　全国レベルでの議論と修正

（１）「会外に発表してもかまわない」へ

　「統一見解（案）」の取り扱いを決めた１９７０年に

は，１１月５日に全国役員レベルの集まりである

第４回中同協幹事会（７０年度第２回幹事会）が開

かれている（参加者１８名）。この幹事会の第２議

題が「第３回幹事会の決定の実行と修正につい

て」であった。そこでは論議の結果次のような修

正がなされている２３）。

　まず，「討議は，かなり長時間かかりました」と

記録されているので活発な討論がかわされたよ

うだ。その結論は，１つ目が「タイトルから統一

の文字をとる。更に『新しい労使関係のために』

など，別なタイトルにすることも可である」と

なったことである。第２次案の修正案である「統

一見解案（案）」から「統一」をとった方がよいと

いう意見が出，タイトルそのものを変更しよう

という意見も出たことは，６月の第３回中同協幹

事会以降の数カ月の間に討論が進みつつあるこ

とを示唆するものである。

　結論の２つ目は，第３回幹事会では「統一見解

（案）」は「会内に発表する」であったが，それが

「各地同友会で必要なところは会外に発表して

もかまわない」へと変化した。議論がなされるに

つれ，各地同友会の討論状況に応じて同友会の

外にも示しながら論議をすすめることが必要に

なってきたから，「会外に発表してもかまわな

い」となったのであろう。

　

（２）労働組合対策の「分科会」

（ａ）「正しい労使関係」とは

　１９７０年６月の中同協第２回総会以降全国レベ

ルで「統一見解（案）」が討議されたのは，１９７１年

１０月２０日～２１日に開かれた第２回中小企業問題

全国研究集会（全研）であった。その間全国レベ

ルの集まりとして，７０年９月５日～６日に第１

回中小企業問題全国研究集会（中小企業問題全

国研修会）が，７１年７月１４日～１５日には中同協第

３回総会が開かれているが，この両方において

労使問題に関する分科会はもたれていない。こ

の時期は，「多くの意見がよせられ」とあるよう

に，各地同友会において「統一見解（案）」の討議

がなされていたようである２４）。したがって，あ

る時期がくるまでもっぱら各地での討議に焦点

があてられ，全国レベルでは様子をみていたと

みられる。
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　さて，１年４ヵ月ぶりに全国規模での討論の

機会がやってきた。この１９７１年１０月の第２回全

研では，「労務管理（労働組合対策）に関する分科

会」が設定されている。この分科会で福岡同友会

の鳥越俊雄氏が「正しい労使関係」とはどういう

ことかをテーマにして報告している２５）。

　鳥越氏は討論の中で，結論として次のように

いっている。組合があった方がよいか，悪いか

というとらえ方ではなく，「組合が出来るという

のは，経営者の意志ではどうにもならない」こと

である。だから問題は，経営者が「出来た組合を，

自分たちがどう共存していくか，というふうに

思うか思わないか」にあるという。その上で鳥越

氏は「現在の考えとしては，従業員の団結した団

体である組合が，よりどころになることは当然

です。しかし，彼等に全部経営権を委譲するこ

とではなく，彼等の正しい意見を取り上げて，

それを経営に生かしてゆくということが大事」

と強調している。

　ここでいう「経営に生かす」とは，経営者は労

働組合員としての自社の従業員と「対立的立場

にありながら，相互に信頼し合い協力し合う労

使関係に発展させなければいけない」というこ

とである。つまり「職場から経営不満を指摘され

ても，それにたじろぐのではなく，それを組織

し，仕事のエネルギーになっていくように指導

していけるような会社幹部を育て，組合の力に

まさる経営幹部を育てることが大事」であると，

自らの経験から鳥越氏は語るのである。

　

（ｂ）意見の一致をみるまで議論を

　この分科会では，討論は参加者の様々な経験

を語り合うことから始めている。組合のない時

期からある時期に移ることによって揺れた経営

者の思い，毎晩の団交でへとへとになったが，

組合ペースに乗るのではなく，「先手をとること

が大事」という経験，経営者の姿勢が労組を変え

るという事例，対立した立場にある経営者と労

組との間に信頼を確認する道はあるか，中小企

業における労働運動の未熟さと経営者側の姿勢

はどうあるべきかなど，後半になるにつれて，

労使問題の考え方を「統一見解（案）」に関連づけ

て討議されるようになっていったのである。

　分科会のまとめとして座長を務めた大阪同友

会の松本広治氏は，「全体会議における各分科会

座長の報告」の中で，この分科会について次のよ

うにいっている。

　「中同協創立総会・幹事会・第二回総会と幹事

会で何回か議論された末，採択に至らなかった

統一見解案は，いままでのいきさつからいえば，

強引に採択しなかったのは正しかったと思いま

すが，以上の客観的な事実の認識の上に立てば

決して行きすぎでもなんでもないということで，

統一見解案を同友会として正式に認めることが

同友会らしいゆえんである。したがってこの見

解案の線までは全会員の意見の一致をみるよう

に努力したい，というのが分科会として致達し

た結論であります。そして，同友会としては，

労使が協力する場を見つけてゆく，希望と自信

をもって進んでゆこうということになりまし

た」と。

　意見の一致をみるまで同友会のなかでの議論

を進めることが肝要であるとまとめているので

ある。この分科会は労働組合があることを前提

にした，同友会全体からいうと限定された範囲

での討論であったが，それでもまだ全国レベル

で議論を重ねないと到底まとまりが見出せない

状態であったといえよう。

　

（３）「中同協がめざす中小企業における労使関

係についての見解（案）」

（ａ）各地での討議の進展と「統一見解（案）」の

　　修正案

　１９７２年になると，７０年６月の「統一見解（案）」

に対する修正案が準備された。それが「第４回定

時総会議案書」（７２年６月２２日～２３日の総会用に

準備された小冊子）に掲載された「分科会資料」

である。ここには村松金治氏（東京同友会常任理

事）の経過説明文と修正案（「まえがき」にかえて

提案された「近代的労務管理と経営者の基本姿
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勢」と「本文の改正点」）が入っている２６）。

　村松氏の経過説明文では，まず，１９７０年６月

「統一見解（案）」を同友会内に発表してから「そ

の後，全国各地の同友会においての討議と経験

や，中同協の組織の拡大とともに，多くの意見

もよせられていますので，その意見もくみいれ

ていく必要があると考えます」と述べている。そ

の上で，「その主な」意見を次の４つに整理して

いる。

　その１つ目が「労働組合の組織されていない

中小企業における労務管理と，そこの経営者で

も納得できる内容にしてほしい」という意見で

あり，２つ目が「われわれの経営環境は，『労働基

準法』を守ってやっていけるだろうか。『統一見

解』案に沿っていくことに不安と抵抗を感じて

いる会員が少なくない」という意見，３つ目が

「中小企業の労使関係は，その経営の規模・歴

史・経営環境・経営者の考え方等によって，種々

のタイプ，および段階にわかれているので，直

ちに一つの『統一見解』にすることは不可能であ

る」という意見，４つ目が「説明用語は正確にして

ほしい」という意見，であった。このように，お

かれている経営環境の相違を反映して様々な意

見が出てきたことは，討議が一定程度進んでい

ることを意味しているのであろうが，その温度

差はまだまだ埋められていないことが見て取れ

るのである。

　この経過説明文には，さらに１９７２年４月１５日

に開かれた中同協幹事会において，表題を「労使

関係についての統一見解（案）」（「統一見解

（案）」）から「中同協がめざす中小企業における

労使関係についての見解（案）」に変えること，及

び「まえがき」部分を「経済情勢の変化があるの

で書きなおす」，本文は「特に必要ある部分は修

正する」ことを申しあわせた，という一節がある。

そして，これに基づいて「まえがき」と「本文」の

修正案が準備されたのであった。

　しかし，この「まえがき」の書き直しは，基本

的変更ともいうべき大幅なものであった。「経済

情勢の変化があるので書きなおす」という経済

情勢部分の更新にとどまらなかったのである。

すなわち，形式的には，見出しが「まえがき」か

ら「近代的労務管理と経営者の基本姿勢」に変

わった２７）。それに応じて内容的には「統一見解

（案）」の中小企業をとりまく外的経営環境の特

徴を述べた「まえがき」から，中小企業が実行す

べき近代的労務管理と，そのためにもっとも大

事なことは，経営者の基本姿勢であることを述

べた「近代的労務管理と経営者の基本姿勢」へと

大きく変化しているのである。このような変化

に影響を与えた意見は，直接的には中同協第２

回総会（１９７０年６月２１日～２２日）の討論から出た

意見である「原則的には，経営者の権利と責任を

明確にし，労働者に対しては中同協としては信

頼の上に立って民主的に接する」２８）ではないか

と推測される。この「経営者の権利と責任」とい

うことを重視することにより大幅修正，つまり

基本トーンの変更になったのではないだろうか。

　「本文」については改正点が４点あった。その

１点目が，「１．経営者の責任」の項で，１つは，

「『まえがきにも述べたように』を削る」とある。

これは，この７２年の案文では，「まえがき」を基本

変更したことにより，文章が続かなくなったか

らである。２つには，「従業員＝労働者への生活

保障の責任についても加える」とある。この部分

については､１９７０年６月の案文である「統一見解

（案）」を具体的にどのように変更するかは示さ

れていない。従業員への生活保障の責任につい

て，具体的にどのように表現したかは，７４年１１

月の案文ではじめて明らかにされるまでわから

なかったのである２９）。

　２点目は，「２．人間として対等な信頼の上に」

の項の労使関係の定義についての改正提案であ

り，３点目が，「３．労使関係における問題の処

理について」の項の文中に労働条件の改善につ

いて，できることとできないことをはっきりさ

せるという挿入であり，４点目が「５．賃金と労

使関係について」の項の経営計画について，文言

の補充と挿入を行うという提案であった。

　これら４点の「本文」の改正提案には，京都同
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友会から寄せられた「統一見解（案）」への意見の

影響が大きかった。改正提案された４点につい

ては，いずれも京都同友会から意見が具体的な

案文とともに中同協に寄せられていたのである。

その京都の案文とこの「第４回定時総会議案書」

における改正案文とを比較してみると，１点目だ

けが京都同友会から意見の主旨を汲み取って

「加える」となっているが，それ以外の３点は，

京都同友会から提案された案文がほとんどその

まま採用されているのである。したがって７２年

の「中同協がめざす中小企業における労使関係

についての見解（案）」の本文で改正された個所

は，京都同友会からの意見を大幅に取り入れた

ものであるということが明らかになる。

　

（ｂ）第４回定時総会で「まえがき」が再修正に

　中同協第４回定時総会（１９７２年６月２２日～２３

日）では，分科会は５つ設けられ，その一つが「中

同協がめざす労使関係」であった。ここで，村松

氏が上記の「分科会資料」を読み上げて，説明を

行っている３０）。これにもとづいて座長の茂木健

二氏（東京）は，「この分科会は他に比べて，多岐

にわたり，内容が豊富なので，とても２～３時

間の討議では満足な結論は出せない。したがっ

て，……従来の『統一見解』（７０年６月の「統一見

解（案）」をさす―引用者）を『中同協がめざす労

使見解』につくりあげることだけに焦点をし

ぼって討議してみたい」と論議の方向を絞り込

んでいる。

　そうしたなかで，分科会での論議は，「まえが

き」の変更案である「近代的労務管理と経営者の

基本姿勢」に意見が集中した。近代的労務管理と

いう概念を使い中小企業庁の見解を参考にする

ことは「さしつかえない」が，問題は「われわれ独

自の言葉で書き表すこと」が必要ではないかと

いう意見をきっかけに，「『近代的』とは何か，『労

務管理』とは何かなど，もっとほり下げるべき

だ」から「労務管理とは，経営のテクニック上の

ことである」から「『まえがき』のなかに入れるの

か，それとも別に項目を設けるのか」，「『経営者

の基本姿勢』だけでよい」というように，近代的

労務管理を案文冒頭の「まえがき」部分に述べる

のが適切かどうかをめぐって討論がなされたの

である。

　しかも，まとめにさしかかると茂木座長が，

「今まで議論してみると，われわれがつくろうと

している『見解案』は，実際の労使問題でその解

決の指針となるべきもののようだ。結論をいう

と，ここに提案されたまえがき部分は一応保留

して，新たなまえがきを作成する。その場合，

そのまえがきがあとの部分とくいちがわないよ

う，できるだけ科学的であり，経営者の基本姿

勢を示すものとして，その原案を東京同友会が

つくる，ということでよいか」と分科会出席者に

問うたところ，「全員異議なしの声」があがった

という。

　これを受けて，第４回総会の全体会議におけ

る「分科会報告」で茂木氏は次のように報告して

いる。

　「……本日は，中同協幹事会にすでに寄せられ

ていた案に対する修正意見を東京同友会が整理

したものを修正案として出し，それを討議した。

討議の結論は，今回は，この修正案は，われわ

れのめざすものとして，前がき的に，最初にす

えるのはふさわしくないので撤回すべきである，

という事である。理由は，この部分は企業内の

労務管理の技術論が中心になっておる。労使関

係のテクニックを，冒頭におくことは，中同協

の立場からふさわしくない。この文書は歴史的

な重みをもつ文書でなければならない，という

ことであった。そこで，東京同友会が，再度練

り直して，その過程で，まとまった形のものを

各地に配布する。……こうして歴史的に重みの

ある文章を完成させてゆこうとなった」と。

　このように茂木氏は「まえがき」の再修正を

「歴史的に重みのある」ものとして行いたいと述

べたが，それがこの第４回定時総会でうけいれ

られて，この方向で再修正されることになった

のである。

　この辺の事情を１９７５年「労使見解」発表時の
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「作成の経過について」では次のように述べてい

る。

　「１９７２年４月１５日にひらかれた中同協幹事会

では，表題を『中同協がめざす中小企業における

労使関係についての見解』案とすること，またこ

れまでの『統一見解』案の『まえがき』を，経済情

勢の変化にふさわしく書きなおすこと，本文は

とくに必要のある部分は修正する，ことなどが

申しあわされました。／同年６月２２日，２３日に

札幌でひらかれた中同協第４回定時総会では幹

事会の意向を受けて『まえがき』部分の修正と本

文の改正案が提案されましたが『まえがき』部

分の修正案については決定にいたらず，全国各

地の意見をとりいれて，東京同友会の責任で再

度練りなおして提案することになっていまし

た」３１）。

　ここに示されているように，中同協第４回定

時総会では，「まえがき」は再修正の練り直しと

なったが，本文部分の改正案は受け入れられた

のである。

　

（４）経験交流の積み重ねがまだ必要

　「中同協がめざす中小企業における労使関係

についての見解（案）」をめぐる全国規模の討議

は，１９７２年１０月２７～２８日に開かれた第３回中小

企業問題全国研究集会でも行われた。この全国

研究集会では分科会として「労使労働問題分科

会」が設けられ，村松金治氏（東京）と矢田正男氏

（兵庫）が報告者になっている３２）。この分科会に

は，さきの中同協第４回総会で決まった東京同

友会の責任で再修正することになっていた案が

提出されることになっていたが，「経験交流の不

足」により「提出できませんでした」ということ

になった。

　それには，この労使問題の重要性と，労使問

題の考え方が労働組合のあるところにも，ない

ところにも行き渡るためには，経験交流の積み

重ねがまだまだ必要という討議状況であったか

らである。このような状態を「労使労働問題分科

会」の記録では次のように伝えている。

　「中同協がめざす労使統一見解をめぐってこ

れまで何回も討議がなされてきました。それほ

ど中小企業にとって労働が経営上重要な要素で

あるからです。これが物でなく人の問題である

ところに難しさがあります。／毎年繰り返され

る春闘や日常の労務管理に経営者はみんな頭を

悩ましています。従って労使問題はいかにある

べきかについて単純明快な虎の巻でもあれば大

変便利ですが，企業の規模，歴史，業種，環境，

あるいは経営者の考え方，従業員の考え方に

よってその考えは千差万別で，一言でまとめる

ことは大変困難といわねばなりません。／今回

も労使問題について完全な見解・意志統一をみ

ることはできませんでした。会員の間には組合

のあるところもないところもあり，（むしろ，な

いところの方が圧倒的に多い）中同協がめざす

労使統一見解がより良い権威あるものであるに

は，組合のないところの生の実情をも十分消化

したものでなければなりません。そういう意味

でこの分科会は結論を出すということよりも，

体験を出しながら助け合い学ぶという同友会の

精神に徹して進められました」。

　このような雰囲気のもとで分科会での討議が

進んでいったわけであるが，司会の鳥越俊雄氏

（福岡）は分科会のまとめとして「出席された

方々全員に発言していただきその中で，それぞ

れ貴重な体験談や，また切実な悩みが発表され

ました。／……今後もっと経験を交流し積み重

ねる中で中同協として本当に権威のある，より

よいものが生まれてくるであろう……。当面は，

労働組合を敵視しない方向に進んでいこうとい

う過程にあることだけは，全員の意見が一致し

ました」と，まとめでも今後の経験交流の積み重

ねの必要性を指摘している。この段階での議論

は，鳥越氏のまとめを待つまでもなく，「経験交

流不足」といってよい状態であったのである。

　

（５）第５回定時総会での議論

（ａ）「労使問題の準則」

　それが１９７３年に開かれた中同協第５回定時総
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会（６月２９日～３０日）になると，「本年度の活動方

針」のなかで「中小企業にふさわしい労使関係の

確立」の問題として取り上げられるようになっ

た３３）。

　すなわち，「経験の中から，労使問題の準則と

も云うべきものが育てられ，会員の多数に支持

されてきました。／それは“従業員の人権の尊

重”，“中小企業労使間の諸問題は，『労使の話し

あいによる処理と解決』”そして“労働組合を敵

視しないで，労使が対等に話しあい，日常的な

努力で労使のコミュニケーションをよくし，『労

働条件の改善をはかる』”というものです」と，中

同協設立以来の「労使関係」についての討議のな

かから「労使問題の準則」といえるようなものが

「育てられ」「支持されて」きたと述べられている

からである。その中身は，上記のように３つで

あった。

　これを議論の途上にある「中同協がめざす中

小企業における労使関係についての見解（案）」

と比較すると，「労使問題の準則」は，その視野が

労働組合の存在を前提にしたとき労使間の信頼

をどのように築いていくのかに絞り込まれてい

ることがわかる。そのうえで基本的な考え方を

従業員の人権の尊重と労使は対等というところ

において，ねばり強い話しあいと日常的なコ

ミュニケーション重視というスタンスで労使関

係をつくっていくべきというのである。そのさ

い，とくに労働組合を敵視してはならないと注

意を喚起している。

　みられるように，ここでは労働組合が存在す

ることを前提にして展開されているとはいえ，

労働組合を敵視しないという文言を別にすれば，

「準則」として述べられていることは，労働組合

の「ある」「なし」にかかわらず労使関係の基本・

根本に据えられる事柄である。ではなぜ，この

「準則」で労働組合の存在を前提にするのか。そ

れは，「活動方針」の「中小企業と労働組合」とい

う文脈の中で展開されているからである。そこ

で，労働組合を敵視してはならないという文言

が必要になってくるのである。当時の議論にお

いても，先にみたように，多くの同友会で労働

組合のない会員企業が多数を占めていたわけだ

が，他方で労働組合に悩みつづける企業もかな

りあったことも事実である。したがって内容的

には実質的に両者に相通じるまでに経験的に深

めたからこそ「労働問題の準則」という経験則と

してまとめられることになったと解されるので

ある。

（ｂ）＜同友会の労使問題に関する基本的な考え方＞

　この点においては，次にとりあげる＜同友会

の労使問題に関する基本的な考え方＞では労働

組合の「ある」「なし」を超えた次元で取り上げら

れていることが大きな特徴になっている。

　ここでいう＜同友会の労使問題に関する基本

的な考え方＞とは，この定時総会では同友会の

性格や目的を成文化し，その後の同友会運動発

展の手引きとなった文書である「同友会の生い

たちと展望」が採択されたが，その中の労使関係

について，＜同友会の労使問題に関する基本的

な考え方＞としてまとめられている個所をいう。

　この＜基本的考え方＞は次の３項目からなる。

その一つ目が，「経営者の責任」であり，ここでは

「経営者である以上，どんな困難があろうとも，

与えられた条件と環境を十分に話し，時代の変

化に対応して，経営を維持，発展させる責任が

あります」と「統一見解（案）」を修正した「中同協

がめざす中小企業における労使関係についての

見解（案）」の「１．経営者の責任」の中心部分をほ

ぼそのままもってきている。

　二つ目が「労使の信頼関係」である。そこでは

「経営者が労働者を雇い入れる，ということは，

労働者の全人格を束ばくできるということでは

ありません。／経営者が，労働者の基本的な権

利を認めたうえで，労働者が不満をもつことが

らの中には，中小企業の経営者が責任を持ちき

れない要因があることも卒直に話し，共に解決

する方向を見定めて行く必要があります。／労

使が対等の関係で，それぞれの立場を認めあい，

粘り強く話しあい，共通する根本的な要求を実
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現するために手をとりあって行くようにしてこ

そ，真の信頼関係が築きあげられます」といって

いる。これは「中同協がめざす中小企業における

労使関係についての見解（案）」の「２．人間とし

て対等な信頼関係の上に」と「３．労使関係にお

ける問題の処理について」とをベースにして組

み立てられているのである。

　三つ目が「労使にとって共通課題」であり，こ

れは「中同協がめざす中小企業における労使関

係についての見解（案）」の「７．中小企業の労使

双方にとっての共通課題」の主旨をまとめたも

のといってよい。すなわち「中小企業家がどんな

に努力しても，労働者がどんなに強く経営者を

突きあげてみても，すべての問題を企業内で解

決できるものではありません。／広く中小企業

をとりまく環境を改善する同友会の運動は，そ

こに働く労働者の生活環境を改善することにつ

ながり，この点からも同友会運動は，労使の信

頼を高めるたしかな保障となります」となって

いるからである。

　このように，＜同友会の労使問題に関する基

本的な考え方＞には，労働組合という言葉は全

く出てきていない。これは基本的考え方に，組

合があるかないかを超えて，労使関係一般とい

う次元で問題にすべきという認識があったから

と解される。

　さらに興味深いことは，この１９７３年６月時点

の＜同友会の労使問題に関する基本的な考え方

＞には経営指針をつくることが重要な柱である，

あるいは柱になるというような項目は全く見受

けられないのである。「中同協がめざす中小企業

における労使関係についての見解（案）」には，現

行の「労使見解」にも受けつがれた「われわれ経

営者は……長期的にも短期的にも英知を結集し

て経営を計画し，経営全般について明確な指針

をつくることがなによりも大切です」という一

文が既に盛り込まれている。しかも，経営指針

の必要性を明確に述べているこの一文は「中同

協がめざす中小企業における労使関係について

の見解（案）」（１９７２年６月）の前の現行の「労使見

解」の「原型」といわれる１９７０年２月の２次案

（「統一見解（案）」）の時からそのままの形で入っ

ているのである３４）。

　１９７３年６月は，まだ討議が様々な側面から行

われている段階であった。とはいえ，「労使見解」

としての骨格は形成されていたことはこれまで

みてきた通りである。それにもかかわらず「同友

会の生いたちと展望」のなかの＜同友会の労使

問題に関する基本的な考え方＞には，経営指針

作成については項目としてないだけでなく，単

語としても全くでてこない。その意味では，こ

の当時と現在とでは「労使見解」のポイントの受

けとめ方が少々異なっていたと解されるのであ

る。

　

（ｃ）討議はまだ煮詰まっていない

　ところで中同協第５回定時総会では，第３分

科会で「労使問題」がテーマになっている。そこ

で，この第３分科会の特徴をみてみると，第１

に，労働組合がある経営者も，ない経営者も参

加していることである。組合があるところでの

参加動機は「ドルショック後の赤字経営下での

苦労，組合が全国金属に加盟後の本年の春闘は

ベースアップの先頭に立たされての苦労。……

紆余曲折有りで皆さんの知恵や体験を知りたく

て参加しました」「雇用問題，賃金問題，一時金

問題などあらゆる問題を一年中背負い込んでい

るような気がしています。皆さんから意見をお

聞きしたくて出席しました」に代表されるよう

に，労働組合との間に具体的にどのように信頼

関係を築いていったらよいかの悩みを解決した

いというものが多い。

　一方労働組合のないところの経営者の参加動

機は，「もう一段近代的な労使関係について考え

たい」「年輩者を幹部に入れたところ感覚に差が

あり問題点が多いことに気づいたので知恵を借

りたくて」「自分の理想が必ずしも若い人をとら

えないことに気がついたので」「従業員対策全般

について，何らかの方向づけを何か一つでも見

出したく」といった労使関係全般の悩みという
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ところにあったようである。

　第２に，論議は経験交流的雰囲気でおこなわ

れ，自社の経験から中小企業の労使関係はどう

あるべきかをめぐって，労働組合があるところ

からの発言が大勢を占めたことである。

　すなわち，自分が入社させた学校の後輩が労

働組合の中心メンバーになって「後輩が先輩に

対して刃をつきつけて来るような感じ」になる

のは，おかれた「立場の相違」だから「労使の一体

化を目指すためには実際にへだたりがおきない

様，気をくばるのが経営者のつとめではないか」

という意見や，労働組合が上部団体とかかわり

を持つと「大企業に対する労働組合運動の進め

方と同じようなやり方で対決を迫り勝ちなので，

これは間違っていると考えているのだが，なか

なか組合は理解してくれない」「上部の方針と

（社内の組合で）昨年の経過からつみ重ねた方向

との食い違いについて……全国組織と中小企業

の労働運動の結び付きの困難さ」を指摘する意

見，これらが主要な意見であった。

　第３に，労働組合があるところからの上部団

体との関わりについては，上部団体がどこの単

産であるかによって「良い組合」「悪い組合」とい

ういうようなニュアンスもみられるが，要は「労

働組合のある，なしにかかわらず労働者の労働

条件をどこまで引上げるか，について地道に経

営者側が努力する姿勢がないと，……中小企業

と労働者の共通の基盤で手が組めるということ

にはならない」。さらに「労働組合の問題が個々

の経営者にとって重い問題として立ちはだかっ

ている様に思い込むとどうしても労働組合の問

題が労使問題の中心になってしまうので，むし

ろここではそれをやめて個々の経営内の従業員

と労働条件をどうきめて行くべきか，又彼等の

満足をどうすれば得られるか，そしてどうすれ

ば労働に関するモラールが高まるか，と言う点

に問題をしぼった方が良い」という意見が分科

会の終わり時間に近いときにでてきたことであ

る。

　しかし，時間が迫り，労働組合のないところ

からは「労働組合問題が中心になり，不充分でし

た」とか「討論は労働組合のあるところの問題と，

ないところの問題を半々位に取扱ってほしかっ

た」という感想が述べられている。論議の終わり

の方で労働組合の有無に関係なく共通して深め

なければならない問題が指摘されたが，これを

残したまま分科会を終了しなければならなく

なったことに対する不満感がにじみ出ている。

　労働組合があるところについては，分科会の

はじめの方での村松氏（東京）の発言である「中

小企業の労使関係というのはお互いに敵対視を

なくしあって行く，克服の過程が労使問題の中

心である」から，上部団体とも「集団的な労使関

係を作って行く方向，統一労働協約，集団交渉，

労使懇談会等によって近代化，民主化された労

使関係を作って行く努力を積み重ねて」きたが，

「敵対視を克服する過程と言うのは長い忍耐と

努力が要る」ことでもある，と語っているのが印

象的である。この発言は，村松氏の経験の到達

点をかいつまんで提起したものと解されるが，

これをめぐっての論議は，質問，意見も含めて

起きていないので，深められないまま終了して

いる。

　このように，１９７３年６月段階の論議は，まだ

「煮詰まる」ような状態ではなかったのである。

６　完成に向かって

（１）労使関係の考え方に変化が

（ａ）「７４年春闘と労使関係」

　１９７４年になると２月１６日～１７日に第４回中小

企業問題全国研究集会が開催されている。この

全研でも第３分科会が労使関係の分科会として

設けられている。第３分科会の基調報告者であ

るの茂木健二氏（東京）によると，中小企業経営

における労使問題，労使問題全般についての認

識のあり方を研究・交流するにはこの分科会は

「あまりにも時間が短すぎる」３５）ので，分科会の

テーマを「７４年春闘と労使関係（ベースアップは

どうなるか）」にしたといっている。そこで，報
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告も討論も７４年春闘の大幅賃上げにどのように

対処するかを入り口にして，出口に中小企業に

おける労使関係のあり方をもってくるという組

み立て方をとっているのである。

　その結果，茂木氏は分科会討論の最後に，基

調報告者として「従来の土俵のなかでやってき

たやりかたを，そのまま踏襲するだけでは，経

営の存続ないし発展を展望することは出来ない

……大きな歴史的転換期にある― ―そういう７４

年を迎えて，今年の春闘をどうするかというこ

とだけでなく，歴史的転換期に立つ中小企業の

経営者として労使関係そのものをどのように考

え，どのように認識し，どのように対処するか，

……ということについて十分に研究し検討する

必要がある」とまとめている。

（ｂ）一つの方向

　ところで，この分科会では一つの変化が生ま

れた。それは春闘を問題にする討論のなかで一

つの方向が出てきたことである。すなわち，大

幅賃上げ要求の原因には「インフレ」があるが

「このインフレは自然現象ではなく人為的なも

の，政策的なもので……（中小企業は）インフレ

の被害者となっている」との認識のうえで，

「３，４年前までは賃上げを企業の合理化と製品

価格への転嫁でしのげたが，いまはどうにもな

らない」という意見から始まって「これまでは企

業の努力でなんとか要求額まで出したいと苦労

したが，今春闘は気楽だ。というのは企業の採

算からいって，転んでもはたいても出てこない

ほどの大幅な賃上げ額だからだ。職場でわたし

は『労働者と企業がいっしょになって賃上げを

しようか』と話している」とか「わたしは労働者

に『経理公開だから好きなだけもっていけ』と

いっているが，それを聞いた労働者の方では『経

済闘争が主体ではない。どうやっていまの危機

をのり切るかが大切だ。社長の頭をたたいても

出ないものは出ないと分っとる。いっしょに考

えようじゃないか』ということになって，われな

がら中小企業のおかれている立場，そのなかで

の労使関係を再認識させられた」というような，

中小企業において労使関係はいかにあるべきか

につながる考え方が７４年の春闘のなかから労使

間に形成される兆候が出てきたのである。

　その延長線上に，「労働者の側でも中小企業に

ふさわしい労使関係について，大企業のそれと

は区別して考えるという方向が出されている」

という意見や「いまの現実を１つ１つときほぐ

していく，そのため企業内労使が徹底して話し

合い困難な原因をさぐっていく。この姿勢がな

んといっても大切なのではないか」という意見

が出ているのである。

　このように，労働組合が存在する企業におい

て労使関係の考え方が７４年春闘の大幅賃上げ要

求のなかで変化をみせはじめている。注目に値

する討論の変化である。議論の深まりが見え出

したのである。　

　

（２）機が熟してきた

（ａ）労使関係を論ずる前の「土台」

　このような変化は，中同協第６回定時総会

（１９７４年６月６日～７日）ではどうなったであろ

うか。第６回定時総会では「中小企業における労

使関係のあるべき姿」というテーマで第２分科

会が開催されている３６）。

　この分科会では，第１に，ともすると労働組

合があるところに限られがちの議論のあり方が

是正されている。

　たとえば，この分科会の問題提起者である井

上良次氏（北海道）は「労働組合があるところと，

ないところでは経営者としての対処の仕方もち

がってきます」とことわりながら，「企業は人な

りといわれても，労使関係を論ずる以前に人の

土台ができあがっていない悩みを中小企業は

もっています」と，労働組合があるなしを超えた

企業としてのあり方を問題にしているからであ

る。井上氏は自社での失敗事例から「土台ができ

ていないうちに立派な家を建てても潰れてしま

うということです。社内体制ができていないの

に先ばしって良いことをやろうとしても失敗す
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る，という教訓を得たわけです」という。

　みられるように井上氏の視点は労働組合があ

るかどうかということよりもっと底にあること

を問題にする。したがって「人の土台をつくる」

「人間としてのベース・アップにどう対処したら

よいか」という問題は「中小企業における労使関

係の底流をなす労使にとっての共通の課題とし

て投げかけられているのだ，ということを忘れ

てはならない」と指摘するである。

（ｂ）労働組合があるところ，ないところ

　第２に，分科会の討論での意見は労働組合が

あるところからが量的には多かったが，労働組

合がないところから，これまでの全国規模で開

かれてきた分科会より活発に意見が出されてい

る。

　労働組合のあるところからの意見は，大別し

て２つに分けられる。その１つは，労使は対等

と位置づけられているが，実際問題「どんなに誠

意をつくして労働条件の改善につとめてみても，

労働組合はなんぼでも要求を出してきます。と

うとう今年の春闘では１０万円という法外な要求

を出してきました。このように真面目に応えた

結果が相手側に正しく評価されないでかえって

険悪化する問題についてどう考えたらよいの

か」という労使間の信頼関係をどうつくってい

くのかに対して，「結局のところ誠意をこめて話

し合う，という以外の方法はなく，なんとか……

まとまって貰うところまで漕ぎつけました」と

いういうように，誠意をもって話し合うことし

かないという経験が開陳されている。ただし「労

働者と接する場合，次つぎに出される要求に対

しては誠意をもって話し合いますが，企業を存

続発展させるという経営者の使命を果す立場か

ら妥協できないことは断固譲らない」ように

やってきたと付け加えることも忘れてない。だ

から「経営者は，経営を存続させるという使命感

にたって，徹底的に従業員のいい加減さや甘え

を許さないという態度をもつべき」であると考

えているというのである。

　こうしたとらえ方の延長線上に，「『組合

ニュース』に『遅刻・早退を平気でやるような人

は組合員ではない』と書いてありました。これは

労組も長い時間をかけて苦労してくると労働者

としての権利と義務の関係を深くつかんでくる

ものだということをはっきりと示していると思

います。私はこの記事をみて本当に嬉しくなり

ました」という信頼関係を発展させた経験例が

出ている。また，労働組合を敵視しないで，労

使間の信頼関係を築いていくために「団交の前

に経営協議会で経理内容も含めて組合の幹部と

話しあっています」というような事前協議制と

いう「知恵」が生まれたきた事例も出されている。

　２つには，「組合としては，経営者側の言わん

とするところはよくわかるが，上部団体との関

係でどうしてもストをやらないわけにはいかな

い事情にある」という労働組合側の「事情」，すな

わち「『中小企業における組合活動と大企業にお

ける組合活動にはおのずからちがいがある』と

いう考え方が，労働組合として機関決定できな

い」ことによりストライキが回避できなかった

という発言である。もっとも，東京同友会の会

員からは，１１年来総評の３つの単産の幹部と話

しあうなかで「中小企業であるということを十

分考慮して闘争やるようにしないと本当の労働

組合運動にならない」という考え方が出される

ようになった，という一定の変化が述べられて

いる。このような現実も一方で生まれつつあっ

たのである。

　これに対して労働組合のないところからの意

見は，「従業員あっての経営者であり，経営者

あっての従業員」と考える経営者が「労働組合の

あるところのお話を伺って，いまから研究しお

かなければと思っているところです」に代表さ

れる。これにあらわれているように，社員の「知

恵をあつめてなにごともすすめて行く」ために

は，この討論に出てきた労働組合のあるところ

で苦労して築いている信頼関係づくりに充分学

んで，それを自社に取り入れて行きたいという

姿勢を示しているのである。
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（ｃ）「生き甲斐」形成と議論の熟成度

　第３に，労使間の信頼関係づくりから発展し

て「労働者に生き甲斐を与えるということは，中

小企業の場合は特別必要ですね」という「生き甲

斐」形成にまで論議が及んでいる。しかもここで

注目すべきは，考える視点が，労働組合のある，

なしに関わらない問題として提起されているこ

とである。すなわち，「生き甲斐」を形成するには

「企業ぐるみで一般教養のベースを引きあげる

努力」が「自覚を高めるため」にもとめられるが，

それにはまず，労働組合のある，なしではなく，

「社長を含めて経営陣が勉強すること」が必要で

あるといっているからである。

　労使の信頼関係も「労働組合があれば組織的

に問題が処理できるという良さ」がある反面「そ

れだけ手間，ヒマがかかる」といって，労働組合

のある，なしに関わらないという考え方をとっ

ている。なぜならば「中小企業の労使は，９分９

厘同じ基礎に立っているわけですから，労使の

信頼関係を確立する，つまり労使の団結が出来

る条件を見出すことことができます」と，労働組

合のある，なしを超えた企業そのものあり方と

して，労使の信頼関係をとらえているからであ

る。

　そして，最後の発言者が「最後におねがいです

が，同友会の『労使問題の統一見解』を完成して，

資料として提供して行くべき段階にきているの

ではないでしょうか」と，そろそろまとまるとこ

ろにきたので「完成」させるべきではないかと発

言した。これにたいして，「大部分賛成の意思表

示あり」と記されている。機がいよいよ熟してき

た様子が見て取れる。

　

（３）２年数ヵ月ぶりの案文提案

（ａ）「案文のすみずみまで活発な討論」

　その５ヵ月後の第５回中小企業問題全国研究

集会（全研）（１９７４年１１月８日～９日）では，第４

分科会において「中小企業における労使見解

（案）―中同協」をテーマとして，あつい雰囲気

のなかで報告と討議が行われた。その模様を記

録は，「今日いよいよその最終段階を迎え……東

京同友会の村松金治氏の報告をうけて，討議は

案文のすみずみまでいきわたり活発な論議がか

わされました」３７）とえがいている。

　ところで，第５回全研で「中小企業における労

使見解（案）―中同協」をテーマとした第４分科

会が開かれるには次のような経緯を経ているこ

とを見落としてはならない。すなわち，１９７４年

６月の中同協第６回定時総会（６月６日～７日）

の後，「１９７４年８月，中同協幹事会では，（１１月の

―引用者）第５回中小企業問題全国研究集会で，

この問題をとりあげ討議することになり，第４

回総会（１９７２年６月２２日～２３日―引用者）で出さ

れた意見と，その後の各地同友会の活動をふま

えて，必要な修正を行い，再提案されることが

決められました。／これにもとづいて，同年１０

月１２日中同協常任幹事会は，表題については『中

同協がめざす中小企業における労使関係の見

解』を『中小企業における労使関係の見解―中同

協』とすること。また，第５回全国研究集会の討

議をへて，正式には，中同協幹事会として決定

することを申しあわせました」３８）となっている

ように，７４年６月の中同協第６回定時総会後，

事態は完成・発表に向かって急速に動きだした

のである。

　その動きのなかで，第５回全研は，正式に中

同協幹事会で決定する前に開かれる全国規模の

集まりとしては最後のものとなった。だからこ

そ「討議は案文のすみずみまでいきわたり活発

な論議がかわされました」ということになるの

もある意味では当然のことなのであるかもしれ

ない。

　しかも，この全研の第４分科会は，全研の全

体会議に第４分科会の報告をおこなった茂木健

二氏（東京）によると，第４分科会は労使見解完

成を「決定する最後のための仕上げとして（の）

小委員会的な性格」であり，「全国研究集会の分

科会で，中小企業における労使関係の見解の検

討のみを目的におこなわれた分科会は今回がは
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じめて」ということであった。討議は４時間にお

よび，さらに「論点がはずれることなくこれほど

集中的に理論的に討論できた分科会ははじめて

であったとご報告できる」というような熱心さ

で議論されたといっている。

（ｂ）７２年の案文との比較

　第４分科会の結論としては「基本的にはこの

基調と，この修正でとくに問題はない。若干の

討議された問題点で，時間の制約上，結論がだ

しえなかった点につきましては幹事会の検討と

決定に委ねるということにしたい」と茂木氏は

その全体会議への報告でまとめている。

　「この基調」とは，第４分科会の報告者として

新たな案文を提案した村松金治氏（東京）の報告

の「基調」のことである。案文提案は，１９７２年６

月の中同協第４回定時総会終了以降まとまった

形では２年数ヵ月ぶりのことであった３９）。

　この１９７４年１１月の案文を７２年の案文である第

４回定時総会終了時の「中同協がめざす中小企

業における労使関係についての見解（案）」と比

較すると，まず第１に，「― ―作成の経過につい

て― ―」が新たに入っていることが目につく。し

かも，この新項目は「作成の経過について」とし

て完成した「労使見解」にほぼ全文がそのままう

けつがれていくのである。

　第２に，「まえがき」が全面的に書き改められ

た。１９７２年６月の第４回定時総会では「まえが

き」は再修正をして「歴史的に重みのある」もの

にするということになっていた。その再修正案

がこの第４分科会に提案された「まえがき」であ

る。形式的には中小企業を取り巻く経営環境の

特徴を述べた７０年６月の第２次案の修正案（「統

一見解（案）」）の書き方に戻っている。この「まえ

がき」も若干の字句修正をおこなって「労使見

解」の「まえがき」に取り込まれていく。

　第３に，本文の修正は，３個所で大きな変更

がみられる。その１は，「２．」のタイトルが「人間

として対等な信頼関係の上に」から「対等な労使

関係」へと変更したことである。（この点につい

ての論議は後述）。その２は，「４．労使関係の

新しい次元への発展」の叙述が大幅に補充され

たことである。

　具体的には１９７２年案文の「かつての『うるわし

い労使関係』は，社会の趨勢とともに復元しえな

いし，労使の葛藤を経て，つねに新しい次元の

労使関係に発展する過程にあると考えます」４０）

から「中小企業においては，家族的で人間として

のふれあいのある労使の関係，労働組合のある

なしに拘らず，積極的に労働条件を改善すると

ともに，意志疎通をはかることによって相互の

信頼感が十分に形成されている労使関係など，

中小企業として，社会経済情勢の変化に即応し

た労使の関係がつくられてきました。／しかし

ある程度の認識や関心をもっていても，労働組

合の結成時や，社会経済情勢の激変期，誠意を

もって話しあっているのにもかかわらず，団体

交渉においていきづまりが生じた場合などは，

労使の親近感が急速に崩れることさえあります。

／中小企業といえども，時には対立や紛争状態

も避けられない場合があり，このような過程を

たどりながら，新しい次元の相互の信頼へとす

すむものと考えます」４１）へと７２年６月以降の同

友会内の論議を踏まえて補充されている。

　すなわち，中小企業の労使関係は労働組合が

ある場合でも，ない場合でも形成されるのであ

り，しかもその形成過程は多様であるし，一度

形成されたからといって固定するものではなく，

様々なハードルを越えて新しい次元へと発展し

て行くものであると，１９７２年６月の案文にたい

して積み重ねられた議論の到達点でもって立ち

入って深めた表現をとっているのである。

　加うるに，この項目の末尾に「このような中小

企業における労使の関係の成立する条件が社会

的に成熟しつつあります」という文があらたに

挿入されている。これも，１９７２年６月以降の論

議が与えた影響であり，この段階での一つの確

信的見通しとみてよいであろう。

　第４に，項目が一つ付け加えられたことであ

る。すなわち，１９７２年の「中同協がめざす中小企
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業における労使関係についての見解（案）」では

項目は７項目でおわっていたが，７４年１１月の案

文には，新たな項目として「８．中小企業におけ

る労働運動へのわれわれの期待」が付け加えら

れている。

　この「８．中小企業における労働運動へのわれ

われの期待」の項の内容上の軸点は，「中小企業

における『労働運動の要求とたたかい』において

は，中小企業の現実に立脚した節度ある『たたか

い』を期待するとともに労使間の矛盾，問題の処

理にあたっては，話しあいを基本とするルール

を尊重して解決点を見出すことを期待します」

という個所にある。すなわち，①労使間の問題

の処理は，話し合いを基本ルールにしたい，②

「たたかい」は，中小企業の現実に立脚した節度

あるものにしたい，という労働組合へのあるい

は社員への経営者からの熱いメッセージを伝え

るものになっているからである。この個所も

１９７２年６月以降の論議の深まりが大きく影響を

与えているものとみられる。そして，そのまま

「労使見解」に受け継がれていくのである。

（ｃ）最終決着は次の全国幹事会へ

　第４分科会の論議の主な論点は，第４分科会

の記録によると以下のようであった。

　まず「まえがき」部分では，高度経済成長政策

と中小企業との関係について論議されたが，そ

れを分科会で評価をするのは「難しい」から「幹

事会において検討してもらう」とする以外は字

句の表現の訂正であった。「経営者の責任」の項

目では，経営者の「責任にふれるならその限界に

も触れる必要があるのでは」という意見が出さ

れたのにたいして「できるものはできる，できな

いものはできないとはっきりさせることが必要

ではないでしょうか」という意見も出たが，これ

も幹事会で「深める必要があるところについて

は深めてもらうということ」になった。

　つぎに，タイトル名が「対等な労使関係」と

なった項目では「人間としては対等であるが，企

業内において，労使としては対等ではない。従っ

て以前の表題“人間として対等な信頼の上に”の

方がふさわしい」という意見がでて，それについ

て論議され「雇用の関係においては対等である。

つまり契約関係の上に成りたっているのだから，

そのこととと，支配する，支配されるというこ

とと，どちらかの力が強いか，負けるかどうか

ということとは別である」「管理関係とは混同し

ない」ということになったのである。

　あとは字句の表現上で数カ所意見が出て取り

入れられことと，全体の文末に「中同協も実現の

ため，先頭に立って奮斗するという意志表明を

くわえる」ことになり，文章は幹事会に一任され

たのである。

　なお，この１９７４年１１月案は，完成した「労使見

解」と項目の順番がかなり異なっているが，項目

の並べ方についての修正意見は，この第４分科

会では出なかったとみられる。

　このように，論議は完成へ向かって最終段階

にさしかかっていた。そして舞台は最後の１９７５

年１月２２日の中同協第５回全国幹事会へと移っ

ていったのである。

（つづく）

２３）『中同協ニュース』第５号，１９７０年１２月。
２４）「労使見解」（１９７５年１月）の「作成の経過につい
て」参照のこと。この「作成の経過について」は，前
号の拙稿＜資料１＞に収録したので参照のこと。

２５）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
協ニュース』第７号（１９７１年１２月）による。

２６）この「分科会資料」における村松氏の説明文は「中
同協がめざす中小企業における労使関係について
の見解― ―『労使関係の統一見解』案の修正提案に
あたって― ―」というタイトルがついている。修正
案の全文（「まえがき」にかえて提案された「近代的
労務管理と経営者の基本姿勢」と「本文の改正点」）
は＜資料４＞に掲げたので，以下の展開で参照のこ
と。　

２７）＜資料４＞参照のこと。
２8）「労使関係の統一見解案について」，『中同協
ニュース』第３号，１９７０年７月。

２9）＜資料５＞参照のこと。
30）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
協ニュース』第８号（１９７２年８月）による。

３1）前掲「作成の経過について」より。
３2）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
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協ニュース』第９号（１９７３年２月）による。
３3）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
協ニュース』第１０号（１９７３年１０月）による。

３4）前号の拙稿＜資料２＞参照。
３5）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
協ニュース』第１１号（１９７４年３月）による。

３6）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
協ニュース』第１２号（１９７４年８月）による。

３7）以下の引用は，とくにことわりのない限り『中同
協ニュース』第１３号（１９７５年５月）による。

３8）前掲「作成の経過について」より。
３9）提案された案文の全文を＜資料５＞に収録した
ので参照のこと。
40）１９７２年修正にはこの部分の修正はなかったので，
前号拙稿＜資料３＞参照のこと。
41）＜資料５＞参照。
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【「まえがき」にかえて】

近代的労務管理と経営者の基本姿勢

　われわれは，家族労働を中心とする企業とちがって，一定の従業員＝賃労働者を雇い入れ，賃金を支払い，彼

らに企業利益のともなう労働をさせなければなりません。

　したがって，財務・生産・技術・販売・購買などの企業における管理と同じように，労務管理は企業経営

のなかで重要な位置をしめしています。ですから，中小企業経営者は，労務管理の方針を思いつきや，場当

り的でなく，経営方針の中心問題として位置づけられる必要があります。

　近代的労務管理とは「企業が長期にわたって全体としての労働生産性をあげ，業績を向上させるために，経

営に必要な人的要素をととのえ，経営にとって好ましい労働態度を形成するのに必要な経営内の諸条件をと

とのえようとする一連の総合的な施策」（中小企業庁，これからの労務管理のすすめ方）といわれています。

　これは，単に労使紛争の予防や，労使間の円滑化のために必要なだけのものではなく，よい素質の人を採

用し，能力の高い従業員に教育し，従業員が自ら働こうとする気概をもたせるために経営内の諸条件をとと

のえることであり，すべての中小企業にとって大切なことです。

　このような労務管理とは

（１）労働力の管理― ―従業員の採用，教育訓練の管理から，働き手としての労働力を最善の状態に置くため

の就業，作業条件の管理。

（２）人間関係の管理― ―労働力のにない手であり，意志と感情をもった人間である従業員の労働態度や，対

経営感情が好ましい，安定した状態におくための管理。

（３）労使関係の管理― ―労働力の売手としての従業員＝賃金労働者の賃金を中心とする労働諸条件と，意志

疎通のための諸制度の整備。

　など，（１）（２）（３）ともに，人間としての従業員＝賃金労働者にたいする経営としての諸施策であります。

　中小企業においては，経営の規模が比較的小さく，同じ屋根の下で直接に従業員とふれあう機会が多く，

したがって，経営者の言動がじかに従業員を刺激し，対経営にたいする考え方や感情としてはねかえってき

ます。

　われわれは，経営方針と一貫性をもった労務管理の方針をはっきりさせ，必要なものから年間計画の施策

として不断に実施していくこととあわせて，特別に問題のおきそうな問題については，多少は荒削りでも，

手近かのものから制度化や規定化して実施し，方針上の混乱を防ぐ必要があります。

　しかし，一番大切なことは経営者の基本姿勢であります。

　従業員が「自分たちは人間としてあつかわれている」という実感が，経営者（または管理者）との日にちのふ

れあいのなかで受けとっているか，会社の将来性が，自分の将来への展望をあたえているか，不平や不満を

いつでも正しく受けとめてくれるか，作業効率の改善や，作業条件，労働条件の改善のための提案に経営は

耳を傾け，従業員の創意性と自発性をひきだしているかどうか，ということにあります。

　大企業においても「人間尊重」をいい，創意性・自発性を強調しています。しかし，大企業においては従業

員は組織にくみこまれ，組織に動かされていますが，中小企業においては，労使ともども組織を構成し，弾

＜資料４＞１９７２年６月２２日～２３日の中同協第４回定時総会に提案された修正案

「中同協がめざす中小企業における労使関係についての見解（案）」
における「まえがき」と「本文の改正点」



力性をもって組織を動かしていくことができ，積極的に創意性や自発性を引きだしていく可能性をもってい

ます。

　今ひとつ，経営者としての大切な基本姿勢があります。

　中小企業経営者は，自己の企業に全エネルギーを注いでいます。そのためにかえって作業条件や労働条件

を，せまく自己の企業の発展の歴史や，経営者の努力と善意という，自己の経営だけの物差しで計っている

ことがあります。

　「昔にくらべれば労働時間も短くしたし，給料も何倍にもした。作業もやりよくなった」と。しかし作業条

件や労働条件には社会的，平均的物差しがあります。従業員は，自分の働く経営の物差しでは決して計りま

せん。自分の生活と社会的平均的物差しで計っています。今のように人手不足の労働環境のもとでは，労働

市場をとおして社会的水準，世間相場が形成されています。

　われわれ中小企業家は，不利な経営環境のなかで，えいえいとして企業努力を重ね，一定の作業条件や労

働条件の向上改善をつづけてきましたが，必ずしも大企業や，同業他社や同規模企業に比較して同じ水準に

ない場合や，ときには著しく劣っている場合さえもあります。それは中小企業が大企業との経済関係におい

て不利な条件におかれていることや，経験的労務管理のために，社会的水準に追いついていないことや，他

の企業にない特殊な歴史的な労使慣行があって，バランス上社会的水準にないことなどいろいろの原因があ

ります。

　われわれは，大企業優先の政治的，経済的環境の改善に努力するとともに，作業条件，労働条件を中心と

する労使関係を改善することは，労働力を定着させ，労働生産性を向上させ，業績を向上させるために欠く

ことのできない経営施策として重視する必要があります。

　また，中小企業においても労働組合の結成がすすんでいます。これは平素から労務管理に注意し，従業員

の福祉を増進し，労働条件の改善をはかり，労使の意志疎通をはかっているとしても，労働者自身の意志で

労働組合を結成することはありえることです。ましてや意志疎通がわるく，労働条件が著しく社会的水準よ

りおくれている場合や，業況の変化などから説明や説得ぬきの一方的人員整理をおこない，労使間のするど

い摩擦や紛争をひきおこした場合などは，敵対的で強い不信感をもった労働組合が結成されることがありま

す。

　前者の場合でも，労使間の感情対立や相互不信が生まれ，労使関係の正常化が阻まれることが多いのです

から，後者のような労働組合の結成の場合は，労使間にするどい対立的状態が長くつづきます。したがって

経営者としての基本姿勢が強くためされます。

　このような場合，われわれは出来るだけ感情的な，一面的な判断をさけ，従業員多数の意見を反映してい

る正常な労働組合にたいしては敵対視することをさけ，相互信頼の回復に努力する必要があります。労使関

係の正常化，安定化は，労使双方の敵対視の克服の努力によってはじめて可能になります。しかし同時にま

た，安易な妥協や，悪い労使慣行は断乎として切って捨てる経営者の姿勢が必要です。

【本文の改正点】

経営者の責任

１．「まえがきにも述べたように」を削る

２．経営者の責任の項に，従業員＝労働者への生活保障の責任についても加える

　原文は，企業発展と利益確保，労働者の志気の向上と自発性の発揮の二点が中心になっている

人間として対等な信頼の上に

１．「労使関係とは資本や生産手段の所有者である経営者が企業利益を得るために契約（労働諸条件）にもとづ

いて雇傭する関係です。」を
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「労使関係とは，労働者が労働力を提供し，使用者はその代償として賃金を支払うという一定の契約にもと

づいて雇用する関係です。」と改める。

労使関係における問題の処理について

１．「しかし，同時にものわかりの良い経営者がイコール経営的にすぐれた経営者とはいえません」のつぎに

「労働条件の改善について，直ちに実行できること，実行について検討してみること，当面は不可能なこと

をはっきりさせることが必要です。」を挿入する。

賃金と労使関係について

１．「経営計画を労使が団結して達成することが必要であります。」を

「経営計画を従業員（または労働者）に周知徹底させ，労使が団結して達成することが必要であります。」と改め，

つづいて

「経営者は，昇給の時期，その最低率（額）および賞与の時期，その最低率（額）と方法などについて明確にで

きるものは規定化するよう努力すべきであります。」を挿入する。

（「第４回定時総会議案書」（７２年６月２２日～２３日の総会用に準備された小冊子）より）

 

― ―作成の経過について― ―

　（中同協）は１９６９年創立以来，中小企業の労使問題について「統一見解」案の起草と討議をすゝめ，第２回総

会（１９７０年）では「労使関係の統一見解（案）」を会内に発表しました。

　しかしその後，全国各地の同友会での討議や中同協の組織拡大とともに多くの意見がよせられました。１９７２

年４月１５日にひらかれた中同協幹事会では，表題を「中同協がめざす中小企業における労使関係についての見

解」案とすること。またこれまでの「統一見解」案の「まえがき」を，経済状勢の変化にふさわしく書きなおす

こと。本文はとくに必要のある部分は修正することなどが申しあわされました。

　同年６月２２目，２３日に札幌でひらかれた，中同協第４回定時総会では幹事会の意向をうけて「まえがき」部

分の修正と本文の改正案が提案されましたが「まえがき」部分の修正案については決定にいたらず，全国各地

の意見をとりいれて，東京同友会の責任で再度練りなおして提案することになっていました。

　この見解案は，その後の各地同友会の活動のなかで，基本的な点での正しさがたしかめられ，中同協第５

回総会（１９７３.６）では，「同友会の生いたちと展望」を採択した際，その中で“同友会の労使問題に関する基本的

な考え方”として，生かされています。

　中同協の発展と各地同友会の活動がさらに活発になるにつれて，ほぼ意見も一致してきており，できる範

囲で見解としてまとめ，その普及をはかるべきだとの意見も強くだされてきました。

　以上のような歴史的な経過を背景に，１９７４年８月，中同協幹事会では，第５回中小企業問題全国研究集会

で，この問題をとりあげ，討議することになり，第４回総会で出された意見と，その後の各地同友会の活動

をふまえて，必要な修正を行い，再提案することが決められました。

　これにもとづいて同年１０月１２日，中同協常任幹事会は，表題については「中同協がめざす中小企業におけ

る労使関係の見解」を「中小企業における労使関係の見解―中同協」とすること。また，第５回全国研究集会

＜資料５＞１９７４年１１月８日～９日の第５回中小企業問題全国研究集会に提案された案文

中小企業における労使関係の見解（案）―中同協
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の討議をへて正式には，中同協幹事会として決定することを申しあわせております。

　以上のような経過についてご理解をいただき，活溌なご討議をお願いします。

まえがき（案）

　これまでの日本経済は，１０数年にわたる「高度経済成長」政策によって，経済規模の拡大をはかり，史上空

前の大型景気とよばれる経過をたどりましたが，中小企業は却って深刻な打撃をうけてきました。国民生活

もまた，その政策のもとで生活環境が破壊され，インフレの進行に悩まされてきました

　１９７３年のいわゆる石油危機を契機に悪性インフレは爆発的な段階に達し「物不足」「狂乱物価」をまねき，国

民性をはげしく圧迫し，中小企業経営には，その根底をゆさぶる打撃をあたえました。

　この極度の悪性インフレーションも，これまでとられてきた「高度経済成長」政策の落し子であり，大資本，

大企業偏重政策の帰結であります。

　最近になって，政府も安定成長への路線の切りかえをいい，物価の安定のためにと，「総需要抑制」政策に

よってのりきろうとしていますが，急速な不況感を広げ，中小企業においては，原材料費の「高値安定」と人

件費の高騰をまねき，極度の金融引きしめによる資金不足と，「総需要抑制」政策によって「仕事不足」と「販売

不振」に悩まされ，中小企業の倒産が増加しています。

　このように，政府のとなえる「安定成長」への手直しは，中小企業の犠牲のうえにおこなわれようとしてい

ます。

　また，このような経済情勢は，国民の当然の自衛的な市民運動を活発にしており，また，労働者の生活と

権利を守る運動はこれまでになく激しくなってきております。

　これまでの大企業優先の政治的，経済的環境の中にあって大企業と中小企業の格差は益々ひろがり，われ

われ中小企業家はえいえいとして企業努力をかさね，経営を守るとともに，作業条件，労働条件の向上改善

もはかってきましたが，最底の経済的，社会的環境は，中小企業の労使間にも，するどい矛盾の内容をひき

おこす要因をもちこんできています。

　したがって申小企業における労使関係を正しく把握し，真の意昧での「人間尊重」と，民主的に運営される

労働組合を敵視することのない中小企業における労使関係づくりがこれまでになく求められています。

　このことは，労使間の意志疎通を改善し，相互の信頼感をたかめ，ひいては経営の安定と，発展のための

条件をつくりだすことになります。

　　

１．経営者の責任

　まえがきに述べたように，われわれ中小企業をとりまく情勢や環境は，ますますきびしさを加え，その中

で中小企業経営を維持し発展させることは並大抵のことではありません。しかし，だからといってわれわれ

中小企業経営者が情勢の困難さを口実にして経営者としての責任を十分果たさなかったり，あきらめたり，

なげやりにすることが間違いであることはいうまでもありません。

　経営者は「中小企業だから，なにも云わなくとも労働者や労働組合は分ってくれるはずだ」という期待や甘

えは捨て去らねばなりません。これでは自らの責任を果しているとはいえないのです。

　経営者である以上，いかに環境がきびしくとも，時代の変化に対応して，経営を維持し発展させる責任が

あります。

　経営者は企業の全機能をフルに発揮させて，企業の合理化を促進して生産性を高め企業発展に必要な生産

と利益を確保するために，全力を傾注しなければなりません。

　そのためには，われわれ経営者は資金計画，利益計画など長期的にも英知を結集して経営を計画し，経営

全般について明確な指針をつくることがなによりも大切です。同時に現在ほどはげしく移り変る情勢の変化

に対応できる経営者の能力（判断力と実行）を要求される時代はありません。

　新製品，新技術の開発につとめ幹部を育て，社員教育を推進するなど経営者としてやらねばならぬことは
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山程ありますが，なによりも実際の仕事を遂行する労働者の生活を保障するとともに，高い志気のもとに，

労働者の自発性が発揮される状態を企業内に確立する努力が決定的に重要です。

　経営の全機能を十分に発揮させるキーポイントは正しい労使関係を樹立するといっても過言ではありませ

ん。

２．対等な労使関係

　労使関係とは労働者が労働力を提供し，使用者はその代償として賃金を支払うという一定の雇用関係であ

ると同時に現代においては，これを軸として生じた社会的関係であります。

　企業内においては，労働者は一定の契約にもとづいて経営者に労働力を提供するわけですが，労働者の全

人格を束ばくするわけではありません。

　契約は，双方対等の立場で取り交わされることがたてまえですから，労働者が契約内容に不満をもち，改

訂を求めることは，むしろ当然のことと割切って考えなければなりません。その意味で労使は相互に独立し

た人格と権利をもった対等な関係にあるといえます。

　憲法や労働三法などによって労働者は個人的にも，労働組合としても基本的権利が定められています。経

営者としては，労働者，労働組合の基本的権利は尊重するという精神がなければ，話し合いの根底基盤が失

なわれることになり，とても正常な労使関係の確立はのぞめません。

　しかし，以上のことは＜１．経営者の責任＞の項と対立するものではありません。すなわち，人格として

はまったく対等であるが，企業の労働時間では経営権の下における管理機構や，業務指示の系統は従業員に

とって尊重されるべきものです。

３．労使関係における問題の処理について

　中小企業経営者と労働者は経営内において雇用と被雇用の関係という点で立場がまったくちがうわけです

から労使の矛盾や紛争がまったくなくなるということは，決してありません。

　労使の間で日常不断に生れてくる労働諸条件やその他，多くの問題の処理については，労使が対等な立場

で徹底的に話し合い，労働組合のあるところでは団体交渉の場において解決することが原則であると考えま

す。

　団体交渉の内容方法は労使双方の意識水準，歴史の過程，全人格がすべて投影されるわけですから，一定

の公式などあるはずはありません。

　つまらないことから相互不信を招かないような，ごく一般的な手法は必要不可欠ですが，基本的には誠心

誠意交渉にのぞむ経営者の姿勢，態度こそ，もっとも大切なことです。経営者が労働者の立場，考え方，感

情をできるかぎり理解しようという姿勢は話しあいの前提でありますし，また労働条件の改善について実行

できること，必要なことは積極的に取組むという姿勢が大事です。

　しかし，同時にいわゆるものわかりの良い経営者がイコール経営的にすぐれた経営者とはいえません。

　労働条件の改善について，直ちに実行できること，実行について検討してみること，当面は不可能なこと

をはっきりさせることが必要です。

　もし，それを実行しなければ経営は前進しないし，経営者として従業員にも責任を負えないような重要問

題については，全情熱をかたむけて労働者に説得し，あらゆる角度から理解と協力を求める努力をつくさな

ければなりません。

　労使のコミユニケーシヨンをよくすることは経営者の責任です。当社の労働者は，物わかりが悪いといく

ら愚痴をこぼしても問題は一歩も前進しません。そのためには，労使間の問題を団体交渉の場で話し合うだ

けでは不十分です。

　職場内の会社組織を通じ，その他あらゆる機会をとらえて，労使の意志の疎通をはかり，それぞれの業界

や企業のおかれている現状や，経営者の考え，姿勢をはっきりと説明すると同時に労働者の意見や，感情を
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できるだけ正しくうけとめる常日頃の努力が必要です。

４．労使関係の新しい次元への発展

　われわれは，労使関係について長い苦悩にみちた失敗の経験と，いくつかの成功の経験をもっています。

しかし，まだ経験を一般化するまでに経験の交流と討論を経ていません。

　労働組合がつくられて間もない経営，頻繁にストライキを反復され，労使紛争のたえない経営，二つに分

裂した労組のある経営，労働組合がつくられ，長い年月を経て相互の切瑳琢磨によって高い次元にまで達し

た労使関係をもつ経営等があります。

　われわれ中小企業家は，その企業内の労働者と労働組合の団結の強さの度合い，上部組織の関係その思想

意識の状態などに十分対応できる能力をもたなければならないと考えます。

　中小企業においては，家族的で人間としてのふれあいのある労使の関係，労働組合のあるなしに拘らず，

積極的に労働条件を改善するとともに，意志疎通をはかることによって相互の信頼感が十分に形成されてい

る労使関係など，中小企業として，社会経済情勢の変化に即応した労使の関係がつくられてきました。

　しかしある程度の認識や関心をもっていても，労働組合の結成時や，社会経済情勢の激変期，誠意をもっ

て話しあっているのにもかかわらず，団体交渉においていきづまりが生じた場合などは，労使の親近感が急

速に崩れることさえあります。

　中小企業といえども，時には対立や紛争状態も避けられない場合があり，このような過程をたどりながら，

新しい次元の相互の信頼へとすすむものと考えます。

　労使は，相互に独立した権利主体として認めあい，話しあい，交渉して労使問題を処理し，生産と企業と

生活の防衛にあたっては，相互に理解しあって協力する新しい型の労使関係をつくるべきであると考えます。

このような中小企業における労使の関係の成立する条件が社会的に成熟しつつあります。

５．賃金と労使関係について

　労働者と労働組合は，高い経済要求をもっており，労働時間の短縮をつよくのぞんでいます。経済的要求

については，高度成長政策，インフレ政策のもとでの労働者の生活実態をよく考え産業別，業種別，地域別，

同業同規模企業などの賃金実態，初任給などを比較検討し，その上で，誠意をもって話し合い，交渉すると

いう態度を堅持します。

　しかし現実には，企業の力量をよく見きわめ，企業発展の経営計画をあきらかにしめし，長期，短期の展

望のなかで，妥協できる節度のある賃金の引き上げをはかることがのぞましいと考えます。そのためにも

　①社会的な賃金水準，賃上げ相場

　②企業における実際的な支払能力，力量

　③物価の動向

という三つの側面を正確につかみ，労働者に誠意をもって説得し，解決をはかり，一方その支払い能力を保

証するための経営計画を従業員（または労働者）に周知させ，労使が協力して達成することが必要であります。

　経営者は昇給の時期，その最低率（額）および賞与の時期，その最低率（額）と方法などについて明確にでき

るものは規定化するよう努力すべきであります。

　また労働者と労働組合が，きわめて強い関心をもっている労働時間の短縮についても社会的趨勢としてこ

れをとらえ，一歩一歩着実に産業別や業界の水準に遅れぬよう，そのプログラムを事前に組む必要がありま

す。

６．労使における新しい問題

　産業構造高度化の進展と，ぎりぎりまでの近代化，合理化の進行の過程の中で労働者の人間性回復の問題

が新しく登場します。
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　労働者の職場選択の最大の要素として「やりがいのある仕事」が第一位にランクされています。労働者の雇

用の促進と定着性の問題を考えてみても，このことは，非常に大切であります。労使関係には，ただたんに

経済的な労働条件だけでは解決できない要素があることを重視する必要があります。

　労働は苦痛であるという面もありますが，その中で労働者は「やりがいのある仕事」，労働に対する誇りと

喜びを求めていることも事実であります。

　技術革新の進む中で，仕事はますます単純化され合理化されるから，なお一層，労働者の労働に対する自

発性と創意性を如何に作り出していくかは，とくに中小企業家の関心をもつべき大きい課題であります。

７．中小企業の労使双方にとっての共通課題

　中小企業家が如何にして企業努力を払ったにしても，労使関係に横たわるすべての問題を企業内で解決す

ることは不可能であります。

　なかでも，物価問題，住宅問題，社会保障問題，福利厚生施設問題などは企業内では解決できず当然政府

ならびに自治体の問題，政治的に解決をはからなければならないきわめて重大な問題であります。

　これらの問題を解決するために積極的に運動することは，中小企業家としての責任であり，また自己の経

営の労使関係にも重大なかかわりがあるのだ，という自覚をもって同友会運動をより積極的に前進させなけ

ればなりません。

　広く中小企業をとりまく諸環境の改善を目指す同友会運動は，そこに働く労働者の問題でもあり，その意

味において中小企業経営者と中小企業労働者とは，同じ基盤に立っていると考えます。

８．中小企業における労働運動へのわれわれの期待

　中同協（同友会）は，中小企業をとりまく社会的，経済的，政治的環境を改善し，中小企業の経営を守り，

安定させ日本経済の自主的，平和的な繁栄をめざして運動しています。

　それは，大企業優先政策のもとで，財政，税制，金融，資材，労働力の雇用や，下請関係や，大企業との

競争関係の面で多くの改善をしなければならない問題をかかえているからです。

　そしてまた，中小企業に働く労働者の生活についても，深い関心をはらい，その労働条件についての改善

についても努力をつづけてきましたが，必ずしも大企業の水準に達していない状態については着実に改善を

はからなければならないと考えています。

　また前に述べたように，中小企業家がいかに企業努力を払ったとしても，労使関係に横たわるすべての問

題を企業内で解決することは不可能であり，労働者，労働組合にとっても，その要求のすべてを企業内で解

決しきれないこともあきらかです。

　われわれは，中小企業経営の安定と発展をはかるとともに，そこに働く労働者，労働組合の生活と権利を

保障するために，民主的な相互協力関係をきずきあげる持続的な努力が双方に課せられていると考えます。

相互にその立場を尊重しあい，相手に対して，一面的な見方や敵対視する態度を改めることが必要です。「親

方日の丸」といわれるような公営企業や大企業とちがって，中小企業における「労働運動の要求とたたかい」に

おいては，中小企業の現実に立脚した節度ある「たたかい」を期待するとともに労使間の矛盾，問題の処理に

あたっては，話しあいを基本とするルールを尊重して解決点を見出すことを期待します。

　中小企業における労働者，労働組合にとって，その安定性のある企業と職場は生活の場であり，社会的に

活動するよりどころとして正しく理解するよう期待します。

以上

（『中同協ニュース』第１３号より）
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