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はじめに 
  
私は、今年の日本医労連の定期大会で｢４万円要求が現場の組合員の感覚とかけ離れてい

る｣点について触れ、高知における「１万円要求」の経過報告と総括を行いました。 

 今春の中央委員会で山形から産別結集を進める観点から「４万円要求」に対する疑問が投

げかけられました。恐らく同様の疑問を各県医労連、現場幹部が持ちながら、そのことが公

式の議論に登ってこなかった、というのが現実であったと思われます。 

 その意味では、ようやく各自の胸の内にしまいこんでいた、または、非公式の場でのグチ

に終わっていたものが、公式の議論の遡上に登ってきたことは歓迎すべきことです。 

 しかし、この「４万円要求」の見直しには、単なる額の問題ではない、労働組合運動の根

本に関わる問題が内包されています。この点をはっきりと認識している組合幹部は割合少な

いのではないでしょうか。ただでさえ旧習を見直すことは大変な作業である上に、このこと

が、議論の展開を困難にしていると思われます。 

また、この見直し作業は、理論的な探求の側面と同時に労働組合の方針である以上は労働

組合員一人一人の納得と団結を取り付けるという困難で粘り強い作業を伴います。 

私は、その後の中執会議でも同様の観点からの発言を行ってきました。最初は“特異な発

言”と取られかねなかったものが、一つの流れになってきたと実感します。しかし、同時に

議論の未消化も感じずにはおられません。この間の議論も振り返りながら、議論の展開に役

立てばという思いで現時点での自分の考えをまとめてみたいと考えます。 

 

 

１、問題意識の所在 

 

①高知で今春闘の要求を「1 万円」に統一した背景には、「4 万円」の大幅賃上げ要求が、

組合員の気分感情に合っていないという現実的な認識がありました。 

 要求額と感情とのズレは、世間相場、昨年までの自単組の賃上げ獲得額、厳しい医療情勢

の中での自病院の支払能力などの認識から来るものです。 

それは、「大幅賃上げの社会的な正当性」や「大企業の内部留保」論、「情勢負け」という

見方では、到底払拭できるものではありませんでした。 

 

②今年の医療研究集会は、長野県で 10 月に開催されました。政策分科会は 20 番目の分科
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会として昨年から設置されました。今年は単組の幹部中心に 60 数名の参加でしたが、昨年

より参加者の問題意識がはっきりしたのではないかと感じます。 

 賃金攻撃の中身が、単発ではなく定昇破壊、人事考課の導入、一時金、退職手当の削減と

総合的な人件費抑制攻撃となっていること、しかもそれが総合的収支改善計画の元に行われ

るケースが多いこと、更に第 4次医療法改定とも絡んだリニューアル、統合・再編と結びつ

いているという従来にない複雑さを持っているのが特徴です。 

 参加者からは、従来の大幅賃上げ、賃金削減反対闘争だけでは闘えない、政策を掲げた総

合的な反撃が必要との声が共通して出されました。 

 しかし、必要性は痛感していても同時にその政策をどのように作っていけばよいのか二の

足を踏んでいる、という声も共通していました。 

 

 ③私は、今回の見直し議論の前提としてしっかりと認識しておくべきことがあると思いま

す。それは、「情勢負け」で見直し論議にはまり込んでいるのか、社会のありようの変化が

意識の変化をもたらし我々に運動形態の見直しを迫っているのかということです。 

 もし、前者であれば、見直しなど必要なく、方針の徹底とそれを実行できる組織の強化、

組合員の激励こそが必要でしょう。そういう側面（労働組合の組織率と団結力、それに指導

力の低下）が、まったくなしとはしませんが、①、②の議論の状況からすれば本質的な側面

は後者であろうと思います。 

 

 ④それでは、背景にある社会の構造変化とは何か。それは 1つには経済が高度成長から中

成長を経て低成長・マイナス成長へと変化してきたということです。60 年代の 10％を超え

る高成長、欧米諸国へのキャッチアップが国民的な共通目標となり、3種の神器など購入し

たい大衆消費の製品が次々に生み出されて行った時代です（68 年 1 国の GDP でイギリス、

西ドイツを追い越す）。それが、70 年代の 2 度に渡る不況を通じて４％程度の中成長が 80

年代末からのバブル期前まで続きます（87 年１人当り GDP でアメリカを追い越す）。91 年ま

での狂気の経済過熱を経て、バブルの後遺症を清算できず、しかも多額の財政赤字を抱えて

いるという欧米諸国でも特異な存在ではありますが、低成長・マイナス成長期に入ります。

これは景気循環の一局面、新たな高成長のための踊り場でもなく、経済の成熟期にさしかか

ったということだと思われます。それは、需要の成熟と密接に結びついています。また、少

子高齢化、環境との調和という課題とも密接な関連性を持っています。 

 ＊広井良典氏はそれを「定常型社会」と呼んでいる。経済の「ゼロ成長」と需要の成熟ないし

飽和状態を特徴とし、経済成長を絶対的な目標としなくとも十分な豊かさが実現されて行く社会、

「持続可能な福祉国家／福祉社会」＝「個人の生活保障がしっかりとなされつつ、それが資源・

環境制約とも両立しながら長期にわたって存続しうる社会」と定義している（「定常型社会」）。 

 ＊佐和隆光氏は、58 年からの「高度成長期」、第 1次オイルショック不況を経た 75 年からの「減

速経済期（4％成長の時代）」、91 年のバブル崩壊後の「成熟経済期」と 3区分している（「漂流す

る資本主義」）。これを経て向かうべき社会を「ポスト工業化社会」と呼んでいる。一足先にアメ

リカはそれに到達しているというのであるが、その中味は、①高度情報化技術の取り込みによる
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製造業の復権、②コンピューター・ソフトウエア、金融、放送、通信、映画、芸能などのソフト

ウエア産業が経済の中枢部に踊り出ること（ここにいうソフトウエア産業とは、卸売・小売業を

除く第 3次産業のこと）である、とする。 

また、工業化社会からポスト工業化社会への移行に対応したマテリアリズムな諸問題（景気対

策、所得再配分、福祉、雇用、通商、産業政策など）からポスト・マテリアリズムな諸問題（教

育、医療、環境、消費者保護、性差別の撤廃、外国人受け入れなど）への国内政治の争点の移行

を予測している（「市場主義の終焉」）。 

＊内橋克人氏は市場主義万能の日本社会を「生産条件」と「生存条件」とが一致しない社会、

「経済の成長」が「社会の衰退」をもたらす社会と糾弾し、「膨張大量生産」、「膨張大量消費」に

支えられたゆがんだ社会から、節約と成長が両立する、浪費なき経済成長の社会への転換を訴え

ている（「浪費な期成長」）。 

 
⑤変化の２番目は、医療情勢の変化です。80 年代から始まった医療費抑制政策は、一方

では医療保険制度の改悪による国民負担増を、もう一方では診療報酬をテコとしながら直接

的には医療法の 4次の改定を通じての医療機関の縮小再編を伴ってきました。しかし、来年

度の改悪の中味は、従来型の医療保険制度の改悪による国民負担増、診療報酬改定による公

費医療の縮小に加え、保険者と医療機関との直接契約を打ち出すことによって医療分野に

「価格競争」を持ちこもうとしています。これは、本格的な医療の市場化への攻撃であり、

医療経営の不安定化が加速されることは確実です。60 年代の高成長期、80 年代からの抑制

期、21 世紀に入っての市場化の本格化の時期と情勢が変化してきています。 

 

 

２、これまでの賃金要求の特徴と限界 
 
 「4万円要求」の見直しの方向に入る前にこれまでの要求の特徴とそのどこが社会の変化
に対応できなくなっているのかを見ておく必要があります。 
 
１）賃金要求の特徴 
①生計費原則に基づいています。賃金の価値は「労働力の価値」であり、労働力の再生産

費としてのその構成は、本人、及び家族の生計費、本人の研修費からなる、というものです。 
 労働力の価値は、社会的、時代的に決まるという点では相対的な側面を持ちながら、「ね

ぎることは出来ない」という絶対的な側面を持ちます。 
それは、労働が価値の源泉であり、資本の利益は剰余労働から生まれるという搾取論に基

づいています。 
②大幅賃上げ要求であるということです。連合との対抗関係もあり、要求額が高いほど階

級的であるとの考え方が垣間見られます。 
③月例賃金要求主義であるということです。月例賃金であといくら引き上げよという要求

になっています。しかもこれは、現行の賃金体系＝年功型賃金体系を前提にしています。 
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④賃金要求が独立して考えられています。どういうことかと言えば、人件費は賃金水準と

人員数との乗数ですが、要求に当ってはそういう関連でも捉えられていません。また、社会

保障等と関連付けても要求されていません｡ 
 
２）従来要求の限界 
①利益をあげる（搾取を実現する）ためには、商品の販売までこぎつけなければなりませ

ん。医療の場合でいえば、平均搾取率を確保できるところまで患者を確保し収益をあげなけ

ればなりません（現実的には資本移動はそう簡単には出来ないので、産業間の搾取率の格差

が生まれますが）｡それができなければ、現実的な賃金はその価値を下まわらざるを得なく

なります。搾取論の立場に立ったとしても、支払能力の壁は存在します。われわれはそれを

商品の販売（搾取の実現）ということを無視することによって、あたかも存在しないかのよ

うな主張をしてきたのではないでしょうか。 
②高度成長期には、大幅賃上げを経済成長によるパイの拡大と物価上昇で吸収できました。

また、賃金の上昇は、生活水準が欧米諸国と比較して低位であっため商品の購入に結びつき、

経済の拡大との好循環を生みました。資本側にとっても大幅賃上げは、歓迎すべからざるも

のでは必ずしもなかったのです。 
73 年の第 1 次オイルショックを経ての中成長期には、この好循環構造が崩れたため資本

側は利益確保のために賃上げの押えこみに躍起になります。事実春闘はそれ以降連敗を続け

ていますが、低いとはいえ経済成長に伴うパイの拡大が見込め、新たな耐久消費財への需要

もあったため、現実的には低額妥結であったにもかかわらず、「大幅」賃上げ要求の限界性

は意識されず、連合の結成など労働運動の右傾化に伴う労働側の力の低下に原因が求められ

ました。 
我々が力で勝取ってきたと思っていた大幅賃上げも、結局は経済の成長に裏打ちされたパ

イの配分であったのではないでしょうか（力の差による獲得幅の差は当然あったとしても）。

そういう点では、大幅賃上げ要求の形態は、高度経済成長に対応する運動モデルであったと

いえます。 
 ③我々が、生活設計をする場合、月単位で考えると同時に生涯ベースで考えます。ところ

が、生計費論に基づく「生活実感」を重視するために、生活実感になりにくい一生涯をベー

スにした賃金要求は後景に押しやられ、馴染みやすい月例要求中心になりがちでした。 
 大幅賃上げが可能であった時代には、月例賃金で賃金を確保し、生涯設計は年功賃金体系

をベースに各自に任せておいても支障はありませんでした。ところが、生涯設計を行う余裕

が狭くなり、しかもそれを狂わせる賃金体系の改悪、退職金の引下げなどの攻撃がかけられ

てくると、月例要求の限界があらわになってきます。 
 ④労働組合に守られた正職員層、とりわけ中規模以上病院、国公立病院の組合員にとって、

消費需要の飽和状態に加え、デフレ傾向による賃金価値の上昇（部分的にしろ）にともない

賃金要求への傾斜はゆるやかになるか、個別化の傾向を強めているのではないでしょうか。

例えば、低賃金職種、その中でも弱年層、また、子どもの教育で生計費が急激に膨らむ中高

年層では、高い賃金要求があるにもかかわらず、一般的には「合理化」の中で人員増に対す
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る要求に傾斜しているのではないでしょうか。 
しかし、私たちの要求形態、運動形態は、賃上げは賃上げ、人員要求は人員要求、しかも

両者とも“大幅な”要求になっています。賃上げも人員増も人件費を引上げる要素であり、

支払能力には限界があるにもかかわらずです。 
また、私たちの生活を支えているのは賃金が主軸だとしてもそれだけではなく、特にさま

ざまなリスクに対しては社会保障や共済、民間保険などが大きな役割をになっていることは

明らかです。それにもかかわらず、ここでも賃金要求と社会保障要求はバラバラになされて

います。 
 
 
３、賃金要求見直しに伴う論点 

 
１）「支払能力」論への接近方法 

 

 以上で見てきた通り、「支払能力」に大胆にというか率直に踏み込むことが必要ではない

でしょうか。そうでなければ、支払能力の壁を打ち破ることはできません。存在をきちっと

認めない限り、それとの有効なたたかいはできないからです。 

 誤解のないように私が言いたいことを強調すると、支払能力を認めその範囲内で我慢する

ことを薦めているのではなく、むしろ自分たちの要求を有効に獲得するためには、現実に存

在する支払能力をきちっと認識し、それと有効にたたかう方法論を確立する必要があるとい

うことです。  

その際の視点をいくつか挙げます。  
①まず、第１に支払能力を見極める目をもつことです。「支払能力の限界」という表現を使

うと「限界」として何か１つのものがあるような印象を与えますが、元々幅のあるものです。

その認識の上に、労組としての支払能力の限界の見極めが必要です。 
②第２に支払能力を固定的に見ないということです。固定的に見る視点からは、結局は我慢

しか出てきません。 ある一定の時点においては、どうしようもない支払能力の壁が存在し

ます。その壁の前では、我慢するか、「我が亡き後に洪水よきたれ」式にやみくもに突進す

るか、はたまた、たたかうポーズだけはとって我慢するしかないでしょう。  

③第３は、支払能力を運動論の立場から生み出させる、生み出す視点でとらえるということ

です。支払能力に限界があるという認識で留まっていたのでは、経営責任を免罪し、現状を

甘受することで終わってしまいます。支払能力がないのなら、あるようにするのが経営責任

です。それが、３年先なのか５年先なのか経営方針を明確にすることが、経営陣の責任です。  
 

２）生計費原則の深化 

 

 生計費原則をまったく放棄して、支払能力の範囲内でパイの配分を受けよと言っているの

ではありません。 
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「２、これまでの賃金要求の特徴と限界」で触れたような観点での見直し、いわば「生計

費原則の深化」が必要だということです。 
従って、この見直しは要求額の見直しではないのです（高知における「1万円」要求の総
括は、要求額の高低はそれ自体では賃上げ結果に何らの影響も与えなかったというもので

す）。要求の見直しとは、「要求の構成」の見直しなのです。そしてその構成の見直しは、単

に横軸方向だけではなく、縦軸方向への見直しと密接に織りなされるべきものです。横軸方

向（単年度系列）で支払能力も視野に入れた諸要求の統合を図りながら、縦軸方向（時間系

列）で支払能力の限界を広げる方策を探るということです。 
もう少し具体的に言えば、横軸における全員一律大幅賃上げ要求ではなく、支払能力も視

野に入れながら、賃上げ要求を増員など他の人件費増大要因と調整し、しかも、年度計画な

どの方法で数年度に分散するというものです。同時に、支払能力を増大させるための経営計

画の立案を求め、労組独自に提案することも必要になります。 
全員一律でない賃金の要求方式については、ライフステージをどのように構想するのか、

社会保障がどれくらい当てに出きるのか、どのような社会保障要求をするのかも加味しなが

ら、月例賃金（社会保険料が総報酬制になれば、月例賃金と一時金との区別、配分はまった

く意味を持たなくなり、年収の水準が問題となります）と退職金との配分割合、月例賃金を

ライフステージのどの段階にどのように配分するのか（賃金体系の構想）、などが検討され

なければなりません。さらに、職種間、正職、臨時・パーと間の配分方法なども検討されな

ければなりません。 
 
３）経営参加型組合運動における視点 
 

 先に指摘した視点に立って「支払能力」論に踏み込んだ運動を展開することは、レベルの

違いはあれ経営参加型の運動に入っていくことになります。 
 行けるところまでは力で押して行って、経営破たんが本当に明らかになったら全面妥協を

するとうスタイルではない、経営参加型の「第３の道」が模索されるべきです。  

 ①その際、経営参加のレベルに応じて、労組としての「経営責任」の問われ方の問題が出

てくるでしょうし、また、労組固有の権利（団交権、争議権）に関し行使と抑制との調整の

問題が出てきます。  
 経営のおかれた状況、労使の信頼関係の積み上げ（また、その逆）の事情によって、経営

参加のレベルや内容も変わってくるでしょう。  

 しかし、「現在の資料は見せてもらいます」、「意見も必要に応じて言わせてもらいます」、

「しかし、責任はとりません」、といったレベルの「経営参加」ではもはや限界があること

は確かです。  
②より積極的な経営参加に踏み込む場合、事業収入から経費を引いた残りの配分、すなわ

ち労働分配率をどうするかの落とし穴に落ちないようにすることが肝心です。  

 また、別の観点からいえば、例えば 5％の経常利益を出すためにいかに人件費を抑えるか
という論議にはまり込まないようにすることです。  
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 社会的水準の人件費（どの水準なのか粘り強い労使の話し合いが必要でしょう）を織り込

み、その上で一定の利益を挙げる経営体質をどう築いていくのか、とのスタンスに立ち、立

たせることが重要です。社会的水準の賃金を支払った上で目標利益を確保したからといって

反対する労働者はいないでしょう。  

 経営の中長期計画の中に賃金政策を盛り込ませることが重要です。  
③経営陣との関係も変革の立場で臨むことが重要です。単なる配分交渉に陥らないように

と先に言いましたが、力で押す配分交渉が有効な場合もあります。それは、結果として経営

陣の経営姿勢の変更を引き出すばあいです。労使の力関係で目一杯の回答をせざるを得なか

った場合、経営陣はそれを挽回するために新たな増収策、経費削減策に着手し、相対的に高

い人件費を織り込んでなおかつ利益を出す高収益体質への転換を試みます。発想の転換が伴

う場合もあるでしょう。 

 しかし、このようにいつもうまく行くとは限りません。労使関係が険悪になっただけで、

現実の経営は何も変わらないという事態も往々にしてあり得ます。 

 「結果として」から「意識的に」、そして、「相手にのみそれを求める」のではなく「自

分たち自身が参加することによって変える」、とうい視点が必要になってきます。 

 経営参加型運動に踏み込む度合いによって、経営陣に対する接し方、言い方を換えれば、

労働組合の経営に対する責任の取り方も当然に変わってきます。責任追及型からの脱皮です。

ここでも現実の経営が、実際にどのように変わるのかというリアリズムの視点での評価が重

要です。 
④より深い経営参加に踏込む場合、労組としての「総合力」が求められます。組織率、団

結力、経営分析能力、政策立案能力などです。それなしには、経営のトリコ、「支払能力」

論トリコになってしまうでしょう。 
  

     
４、産別運動の課題と単組のたたかい  
   
（１）医労連の賃金闘争の現状と困難性  

 

１）日本の労働組合の組織形態は、いうまでもなく企業別組合が主体です。それに伴って交

渉形態も企業別の個別交渉が主体となっています。しかし、この交渉形態のみでは、企業間

競争に巻き込まれ、個別企業の支払能力の壁に阻まれて要求闘争が前進しません。 
 産業別組織はその弱点の克服をめざして組織されたものですが、企業別組合の連合体組織

で、中央交渉の機能を備えていないのが実態です。 
 そこで、それを補うものとして編み出されたのが春闘です。春の時期に一斉に賃金交渉を

行い賃上げを獲得することにより、個別企業の競争力の差に変更を与えずに、社会全体の労

働分配率を変えることにより、個別交渉の集合体として中央交渉的な機能をもたせることを

狙いとしたものです。  
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２）産業別組織としての運動目標は、産業内における賃金を中心とする労働条件の規制です。  
 中には個別交渉を脱して産業別の経営者団体との集団交渉を実現した産別組織も出てき

ました。その典型が、私鉄総連が行ってきた中央交渉ですが、むしろそれは例外であり、ま

た、近年個別交渉への回帰が進み、解体してきたのが現実です。 

 それでも、賃金水準が高く、収益力のある中央大手の企業の組合がパターンセッターとし

て先行し、その後に中小が続くという形態は、１つのたたかいの典型をなしています。むし

ろ闘争戦術を持とうとする組合にとって主要な闘争戦術であり、医労連もそれをめざしてい

るといえます。  

 

３）次に医労連、医療産業における条件について見てみましょう。  
①医療産業は、私鉄のような寡占状態にないということが、まず指摘できます。病院だけ

でも9千2百を超える中小資本がひしめいています。医労連内の単組でも７百近くあります。

産業全体の賃金水準に影響力をもつような大企業、あるいは大企業集団がないのです。  

 ②組織内に国公立の集団を約５万２千（組織の約 30％）を抱えています。  
 また、賃金水準が比較優位な全日赤、健保、全労災など（約 1万８千人、約 10％）が、

人勧準拠を押し付けられ、賃金闘争の先頭に立てない状況にあります。これらの組合は、人

勧打破をめざしていますが、その展望はいまのところありません。  

 さらに、私立大学病院は賃金水準も高く、社会的影響力も大きいと思われますが、少数組

合が多く限界を持っています。  
そこで先頭にたたざるを得ないのが、民医連・医療生協の労組なのです。 
 

４）医労連の産別統一闘争の困難性 

 ①賃金闘争の先頭に立っている民医連、医療生協労組は、３万６千名の組合員を擁する医

労連の中の大部隊ではあります。 

 しかし、賃金水準で言えば、中位に位置し、また、地域における社会的な影響力からいっ

ても、賃上げ、更には賃金水準のパターンセッターとしてのふさわしい位置にいるとは決し

ていえません。 
また、大衆資本に支えられ、民主的な経営をめざしているという（その限りにおける）特

殊性も持っています。そこが産別統一闘争の前面に立つと、景気が上向きの時期にはそうで

もありませんが、停滞局面においては、労使関係の激化を招きます。 
 ②そもそも産別組織が、自己の組織の中における賃金、労働条件の規制をめざそうとする

場合、産業の寡占状態が進み、しかもそのほとんどを組織していれば、その規制はたやすく、

即産業全体の規制につながります。 

 ところが医療業の場合、中小資本が乱立し、しかも医労連の医療産業における組織率は

10％そこそこです。組織の中の賃金を規制できたとしても、それが即地域における賃金規制

につながる状況ではありません。しかも、組織内の賃金の規制も格差がちじまらず、決して

規制ができているとはいえない状況です。 
 ③産業別統一闘争は、春闘の効果を産業別に当てはめた効果を持ちます。即ち個別の企業
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の競争力の関係に変化を与えず、産業内における労働分配率を労働者に有利なように変える、

というものです。 
 労働組合としての組織力、統制力を背景に、戦術的には到達闘争を駆使したものです。先

に指摘した中小資本の乱立は、到達闘争にとって不利な条件です。より多くの組合を統制し

ようとするには、多くの労力が必要ですし、困難が伴うからです。 

 しかも、組合の組織力量に歴然とした格差があり、比較優位な賃金･労働条件を獲得して

いる組合は、更に高い水準に到達し、格差は広がる傾向を持っているからです。医労連の産

別統一闘争には、以上のような困難性が伴っていると思われます。 

 
（２）医労連の産別闘争の新たな展開の可能性  
 
１）到達闘争から「底上げ闘争」、「中長期の賃金闘争」重視へ  

①医労連の到達闘争には先に指摘した、困難性が伴っていました。それでは、医労連の産

別闘争に展望はないのかというと、そうではないと思います。高位の賃金水準にある全国組

合が、人勧準拠を押し付けられ賃金闘争の先頭に立てないと指摘しましたが、それは「賃上

げ幅」の到達闘争においてです。しかし、それは、「賃金水準」においても先頭に立てない

ことを意味しません。賃金水準が相対的に高いという事実に変わりはなく、そこにおいては、

産別統一闘争の先頭に立っているのです。  

 ②到達闘争には先に指摘した困難性を伴っていました。そこでその困難性を補うものとし

て、賃金水準における到達闘争といった場合、「底上げ闘争」の側面と「中長期の賃金政策」

の確立の追及という側面がどうしても必要になってきます。  
③まず、中長期の賃金政策の確立についてですが、その背景となるのが支払能力の拡大を

めざす積極的な経営分析と参加型労働組合運動です。  

 ④底上げ闘争の柱になるのは、診療報酬闘争です。診療報酬の中に労働者の賃金部分を明

確にさせることです（労働者の配置数に応じた点数設定、あるいは点数自体は独立性を持た

ず込みこみの点数であっても、その計算根拠として賃金部分の算定基礎数値を明確にさせる

ことが重要です）。  
明確になった賃金部分については、準最低賃金の扱いとさせ、個別企業内の交渉はそれへ

の上積み交渉になれば、理想的です（診療報酬の賃金部分については、毎勤統計などでモニ

ターしながら、個別賃金への反映を総体として行政指導させることも考えられます。さらに

突っ込んで、計算根拠の賃金水準を充たしている割合に応じての点数減点を求めることも方

法論としては考えられます。賃金部分の改訂についてはスライド制の導入が必要でしょう）。  

 

２）個別交渉と産別統一闘争、診療報酬とのかかわり  

①これらの闘争形態は、幹部だけの理論闘争に終始したのでは目的は達成できません。単

組の組織力量と産別としての統制力が、背景にないと話し合いも前進しません（中長期の賃

金政策の確立は、通年闘争的側面と理論闘争的な側面を強く持っていますが、それへの到達

- 9 - 



は毎年の個別交渉の積み上げによって実現することに変わりはなく、統一闘争の設定は、従

来通り必要でしょう）。  

 ②その上で、要求方式、主張の根拠としては、３の「２」生計費原則の深化」で指摘した

観点が重要です。更に、中長期の賃金政策についての労使合意をめざします。  

  ③診療報酬の賃金部分の改訂については、産別の役割になります。中医協に医労連代表を

獲得し、そこでの論戦になるのか、入ることが出来なかったとしてもその改訂に様々な方法

で影響力を行使するということです。  
 この賃金部分の改訂は、医労連独自の賃金交渉部分であって、その水準をどのようにする

のかによって、医療産業の賃金水準の大枠が決まることになります。 

 診療報酬の確定された賃金部分は、個別交渉における主張の有力な根拠となりますし、支

払能力の土台ともなるものです。 
 支払能力を企業内だけでなはく、医療・福祉産業全体でとらえることが必要ですし、その

カギを握るものが診療報酬といえます。 
 
 
５、２００２年春闘における賃金要求の方向について 
 
 以上見てきた通り「４万円要求」見直しの論点は多岐にわたる上に、労働組合運動の根本

に関わる重要な論点を含んでいます。 
 そこでまず重要なことは、第 1に見直し論議を単年度で終わらせないことです。来年度の
見直しは、初年度の見直しでるという位置付けが重要です。 
 第 2に、本格的な見直しのための人選されたメンバーによる専門機関を設置することです。 
 これら２点が確認され、しかも「１」から「４」までで展開してきた議論を踏まえ、暫定

的な措置として来年度要求を考えた場合、大幅賃上げが前提ではないということを前提にし

た上で日本医労連としては「ポイント要求」だけを掲げるというのであれば、それは妥当な

線だと思われます（「企業内最賃要求」は、「ポイント要求」が正職、臨時・パーと含めた

要求であるとするなら重複するので不必要）。 
 将来方向としても行動日の統一は必要であり、そこへの結集の強化は全組織がめざすべき

ことです。 
 しかし、「統一要求」の設定は、これだけ企業間の賃金格差、企業の収益力格差が大きい

現状では、無理ではないでしょうか。各組合が、「生計費」論の深化の観点で要求を独自に

構築する作業が必要です。この作業は相当の組織力量と困難な作業を伴うため、それを援助

する産別中央の特段の体制と力量が必要でしょう。 
 「ポイント要求」は、診療報酬との関係での制度要求として整理することが分かりやすい

と思います。企業内賃金闘争の到達目標とはしない、ということです。到達目標とするのは、

実際に診療報酬に積算根拠として盛込まれた賃金水準です。 
 それでは、積算根拠が示される以前はどうするのだということですが、国家公務員の賃金

水準を用いる方法が考えられます（水準によっては、公的病院の水準）。 
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 公務員の水準も医療の場合、決して高いとは言えないので、他の同等職種の公務員（例え

ば教育職員）との比較で昇格改善闘争に力を入れ、それと平行して公私間格差是正に取組む

ことが重要です。それが、同時に診療報酬への積算根拠盛込みへの圧力にもなるでしょう。 
 
 いずれにしろ、全国、全組織での本音を出し合った根本的な議論こそが必要です。それが、

同時にみんなが団結できる要求づくりにつながるからです。 
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