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２０２２春闘の３つの視点
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●「安いニッポン」の現状
賃金水準は1997年をピークとして低下傾向にある。経済・社会の活力の原動

力となる「人への投資」を積極的に求め、中期的な視点を持って取り組む「未来づ
くり春闘」を展開する。

●なぜ格差は拡大したのか
１９９０年代後半から総額人件費抑制という観点により、正社員比率を下げてき

た。その結果、非正規労働者の割合が直近では4割相当となっている。

●未来をつくる。～「働くことを軸とする安心社会」へ舵を切れ～
働く仲間の力を結集し、現状を動かして未来をつくっていくことは、労働運動の

役割である。「みんなの春闘」の取り組みを通じて、仲間づくりに結び付けていく。



2022春闘の意義と基本スタンス
（１）コロナ禍にあっても「働くことを軸とする安心社会」の実現に向け、

働く仲間が共闘し未来への一歩を踏み出そう。

（２）すべての組合が賃上げに取り組むことで、「底上げ」「底支え」「格
差是正」の取り組みを加速させ、分配構造を転換する突破口とする。
働き方の改善、経済対策などとセットで経済を自律的な回復軌道
にのせる。

（３）「みんなの春闘」を展開し、集団的労使関係を広げていこう。

スローガン ： 未来をつくる。みんなでつくる。
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【参考】分配構造の転換イメージ
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2022春闘の基盤整備

（１）雇用の維持・創出、社会的セーフティネットの維持・強化、労使協
議の実施
●コロナ禍で「傷んだ雇用」を政策・制度面から雇用・生活対策に引き続き

取り組む。
●労使協議等を通じ、現状と見通しに関する情報や今後の計画などについ

て十分把握し、必要な対応をはかる。

（２）サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配

（３）賃金水準闘争を強化していくための取り組み

（４）集団的労使関係の輪を広げる取り組み
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2022春闘の基盤整備
（２）サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配
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2022春闘の基盤整備
（３）賃金水準闘争を強化していくための取り組み
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300人未満の中小では徐々には上がってきているものの、29人以下では約半数が把握できていない。



2022春闘の基盤整備

（４）集団的労使関係の輪を広げる取り組み

10

推定組織率（雇用者数に占める労働組合員数の割合）は1６．９％で、前年より0.２ ポイント低下している。
兵庫県は19.5％で、前年の19.8％に比べ、0.3ポイント下回った。

推定組織率とは、雇用者数に占める労働組合員数の割合をいい、本調査で得られた労働組合員数を、総務省統計
局が実施している「労働力調査」の雇用者数（６月分の原数値）で除して計算している。

【厚生労働省：令和３年労働組合基礎調査の概況】



2022春闘を取り巻く情勢
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１．国内外経済

●世界経済は、回復に向かいつつある。IMF世界経済見通し（10月12日公表）
によると、2021年度5.9％、2022年度4.9％。
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１．国内外経済

●日本経済は、2020年4-6月を底に持ち直し基調。民間予測では2021年度
内にコロナ前の水準を回復するとみているが、個人消費の回復が遅れている。
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２．生産活動、企業の状況

●2021年9月の鉱工業生産指数は半導体不足に加えて、アジアでの感染症拡
大に伴う部材供給不足などの影響により、3ヵ月連続で低下しているが、今後
コロナ前の水準に回復する見込み。第3次産業活動指数はコロナ前の水準に
達していない。
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経産省 鉱工業指数参考図表集
（2021年11月速報）より抜粋



２．生産活動、企業の状況

●鉱工業生産前月比（業種別の影響度合い）では、2021年11月の生産指数
は、無機・有機化学工業などが低下したものの、自動車工業などが上昇し た
ため、前月比7.2％の上昇。
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経産省 鉱工業指数参考図表集（2021年11月速報）より抜粋



２．生産活動、企業の状況

●企業の業況判断でも、コロナ前まで回復している。

16



２．生産活動、企業の状況

●企業収益は、全体的にみると、交易条件の悪化等が下押しに作用するものの、
内外需要の回復を背景に改善が続くとみられる。設備投資にも持ち直しの動
きがみられる。
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２．生産活動、企業の状況

●倒産件数はコロナ禍にあっても減少傾向にある。業種別にみるとサービス業、
中でも宿泊業で増加している。

18



３．消費活動、家計と物価の状況

●コロナ禍の感染防止のための社会経済活動の抑制、将来不安、雇用不安、所
得の減少などにより、勤労者世帯では、消費を減らし生活防衛的行動を取って
いる。消費マインドは2020年4月を底に持ち直してきていたが、直近では足踏
みしている。下位２０％の世帯では給付金の増のみでは生活費が賄えず赤字。
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３．消費活動、家計と物価の状況

●2021年度の消費者物価は8月まで対前年比マイナスで推移。9月に入り、エ
ネルギー価格や輸入品の上昇により対前年比プラスに転じている。
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４．雇用情勢

●感染症の影響を受け一時悪化した後若干持ち直し、直近では横ばいで推移し
ている。
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４．雇用情勢

●産業・男女・雇用形態により差があり、対面サービス業の非正規雇用が大きな
影響を受けた結果、女性雇用者の減少が大きかった。
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４．雇用情勢

●コロナ禍にあって、雇用調整助成金の前例のない規模の支給により雇用維持
がはかられたが、雇用保険財政は涸渇している。
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４．雇用情勢

●コロナ禍でも全産業でみれば人手不足の基調は変わらない。一方、生産年齢
人口は１９９５年をピークに減少傾向で、総人口が減少するスピードより速い。
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４．雇用情勢

●非正規労働者が倍増。雇用延長を背景に55歳以上の正規労働者は増加。

25



４．雇用情勢

●労働市場における募集賃金は、72職種中52の職種は２年連続で上昇してい
る。

26



５．賃金の動向

●賃金水準は1997年をピークとして低下傾向にある。マクロの生産性（一人あ
たり実質ＧＤＰ）が上昇しているにも拘らず、実質賃金は低下している。平均年
間賃金が1997年水準比で20%以上増加していないのは、日本（100.3）と
イタリア（97.8）のみ
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５．賃金の動向

●製造業の時間賃金は2005年時点では5ヵ国（日英米独韓）中トップの水準で
あったものが、2020年時点では最下位に落ち込んでいる。
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５．賃金の動向

●給与所得者の所得分布は、1997年と比べ低所得層が増えて中間層が減り、
結果、所得格差が拡大している。
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●大企業における配当金は1997年度の6倍以上。一方、従業員への分配は低下
傾向。
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●我が国の賃金水準の停滞は、生産性の向上にみあった適正な成果配分がおこ
なわれてこなかったことが一因である。

●バブル経済崩壊以降もマクロの生産性は上昇しているにもかかわらず、実質賃
金は低下し続けている。
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●日本のGDPに占める企業の能力開発費の割合は、米国、フランス、ドイツ、イタリ
ア、英国と比較して低い水準にあり、低下傾向にある。
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５．賃金の動向

●企業規模間格差は、年齢が高いほど、また企業規模が小さいほど下落幅が大
きくなっている。
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５．賃金の動向

●「働きの価値に見合った賃金水準」を意識した取り組みが進んできたものの、
雇用形態間格差は依然として是正されるには至っていない。
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５．賃金の動向

●職場での男女間賃金格差是正の取り組みは、社会のおけるジェンダー平等を実現す
る上で極めて重要な課題である。
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厚生労働省 「賃金構造基本統計調査』（2020年）より連合兵庫作成



６．労働時間の動向

●コロナ禍の影響で、2020年の年間総労働時間は1,925時間と53時間減少
した（毎勤2020年分結果確報の一般労働者月間総実労働時間数を12倍）。
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６．労働時間の動向

●コロナ禍で減少していた時間外労働時間は、2021年4月以降プラスに転じ増
加を続けている。
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６．労働時間の動向

●年次有給休暇の取得日数は法改正の影響も落ち着き横ばいとなっており、依
然企業規模間格差がある。
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2022春闘の具体的要求項目
（賃金引上げ）

（１） これまでの賃上げの変遷

（２） 賃上げ要求（２０２２春闘賃金要求指標パッケージ）

（３） 格差是正

①企業規模間格差

②雇用形態間格差

③男女間賃金格差

（４） 初任給

（５） 一時金
40



（１）これまでの賃上げの変遷
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連合結成以降の平均賃金方式での賃上げ率の推移です。



（２）賃上げ要求（2022春闘賃金要求指標パッケージ）

底上げ

産業の「底支え」「格差是正」に寄与する「賃金水準追求」の取り組みを強化しつつ、
これまで以上に賃上げを社会全体に波及させるため、それぞれの産業における最大
限の「底上げ」に取り組む。賃上げ分2％程度、定期昇給相当分（賃金カーブ維持相
当分）を含め4％程度の賃上げを目安とする。

企業規模間格差 雇用形態間格差

格
差
是
正

目標
水準

35歳：289,000円
30歳：259,000円

・昇給ルールを導入する。
・昇給ルールを導入する場合は、勤続年数で
賃金カーブを描くこととする。

・水準については、「勤続17年相当で時給
1,750円・月給288,500円以上となる制
度設計をめざす」

最低
到達
水準

35歳：266,250円
30歳：243,750円
企業内最低賃金協定1,150円以上

企業内最低賃金協定1,150円以上

底支え
・企業内のすべての労働者を対象に協定を締結する。
・締結水準は、生活を賄う観点と初職に就く際の観点を重視し、「時給1,150円以
上」をめざす。

[1] 賃金ＰＴ答申（2019年8月7日）を踏まえ、「賃金センサス・フルタイム労働者の平均的な所定内賃金」を参考に算出
[2] 1年・1歳間差を4,500円、30歳を勤続12年相当、35歳を17年相当とし、時給1,150円から積み上げて算出
[3] 2021連合リビングウェイジ中間報告（単身成人1,100円）（別紙１）および2020年賃金センサス高卒初任給（時給1,077円）を総合勘案し算出
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（３）格差是正

①企業規模間格差

・ 賃金カーブ維持には定期昇給制度が重要な役割を果たす。

・ 定期昇給制度がない組合は、労使での検討委員会などを設置して協議

を進めつつ、定期昇給制度の確立に取り組む。

・ すべての中小組合は、賃金カーブ維持相当分（1年・1歳間差）を確保

した上で、自組合の賃金と社会横断的水準を確保するための指標を比較

し、その水準の到達に必要な額を加えた総額で賃金引き上げを求める。

・賃金実態が把握できない事情がある場合は、要求額10,500円とする。

賃金カーブ維持分

（1 年・1 歳間差）

4,500 円
＋

連合加盟組合平均水準の2％

相当額との差額を上乗せした金額

6,000 円
＝ 総額

10,500円以上
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●定昇確保が大前提。確保できないと1歳上の賃金に追い付かず年差割れが生
じて、それが続けば生涯収入は大きく減少する。
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（３）格差是正

②雇用形態間格差

・有期・短時間・契約等で働く者の労働諸条件の向上と均等待遇・均衡待遇

確保の観点から、企業内のすべての労働者を対象とした企業内最低賃金

協定の締結をめざす。締結水準については、時給1,150円以上をめざす。

・有期・短時間・契約等で働く者の賃金を「働きの価値に見合った水準」に引

き上げていくため、昇給ルールの導入に取り組む。なお、昇給ルールを導入

する場合は、勤続年数で賃金カーブを描くこととし、水準については、

「勤続17年相当で時給1,750円・月給288,500円以上」となる制度設計

をめざす。
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法定最低賃金
企業内最低賃金

地域別最低賃金 特定最低賃金

意 義・役 割

憲法で定められた「健康で文化
的な最低限度の生活を営む権
利」を保障するための社会的な
仕組み

賃金格差の是正と産業の公正
な市場競争を促し、産業の魅力
と持続可能性を高めるための仕
組み

企業内の賃金の最低
額を保障することで、従
業員の安心・安定を確
保する

決定方式

行政の諮問による審議会方式 関係労使の申出・審議による審
議会方式
申出には、企業内最低賃金協定
の締結などが要件として求めら
れる

会社と労働組合が締
結

決定条件 決定を義務づけ 労使が必要と認める場合に設定 労使合意

決定単位 都道府県ごと 産業ごと（都道府県ごと） 労使で決定

適用対象者

全ての労働者
国籍、雇用形態、勤務形態を問
わない。 障がい者、外国人技能
実習生にも適用 される。派遣労
働者は、派遣先の事業 所の最
低賃金が適用される。

基幹的労働者
左記のうち、18歳未満、65歳以
上、 軽易業務等を除く。

企業内
組合員対象、全従業員
対象、年齢 別最低賃
金等、会社により異な
る。

JCM特定最賃パンフレット（2022年度版）より抜粋



●企業内最低賃金協定の引き上げが、特定最低賃金を通じて、同じ産業で働く仲
間の賃金の底上げにつながっている。

47
JCM特定最賃パンフレット（2022年度版）より抜粋
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D　秋田

\822

D　岩手

\821

D　山形

\822

C　宮城

\853

B　富山

\877

C　群馬

\865

B　栃木

\882

D　佐賀

\821

D　島根

\824

D　鳥取

\821

C　福井

\858

A　埼玉

\956

D　長崎

\821

D　大分

\822

B　広島

\899

C　岡山

\862

B　滋賀

\896

A　東京

\1,041

A　千葉

\953

D　宮崎

\821

A　大阪

\992

C　奈良

\866

A　愛知

\955

A　神奈川

\1,040

D　愛媛

\821

C　香川

\848

D　高知

\820

C　徳島

\824

2021年度地域別最低賃金・改定額一覧（地図）

C　和歌山

\859

C　山口

\857

B　兵庫

\928

B　京都

\937

B　山梨

\866

Ｃ　北海道

\889

D　青森

\882

C　石川

\861

C　新潟

\859

D　福島

\828

C　岐阜

\880

B　長野

\877

B　茨城

\879C　福岡

\870

D　熊本

\821

B　三重

\902

D　沖縄

\820

B　静岡

\913

D　鹿児島

\821

目安±０円 目安＋1円 目安＋2円 目安＋4円

都道府県 40 4 2 1

●地域別最低賃金
兵庫県は900円から28円引き上げられて、928円。全国加重平均930円
および大阪府992円との格差を是正する必要がある
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●地域別最低賃金
全国の最高額と最低額の格差を是正する必要がある。



（３）格差是正

③男女間賃金格差

・賃金データにもとづいて男女別・年齢ごとの賃金分布を把握し、「見える

化」（賃金プロット手法等）をはかるとともに、賃金格差につながる要因を

明らかにし、問題点を改善する。

・生活関連手当（福利厚生、家族手当等）の支給における住民票上の

「世帯主」要件は実質的な間接差別にあたり、また、女性のみに住民票

などの証明書類の提出を求めることは男女雇用機会均等法で禁止され

ているため廃止を求める。
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（４）初任給

すべての賃金の基礎である初任給について社会水準を確保する。

18歳高卒初任給の参考目標値･･･175,600円

(連合2021労働条件調査の速報値より、主要組合の高卒初任給の平均額に2％を上乗せした額)

（５）一時金

月例賃金の引き上げにこだわりつつ、年収確保の観点も含め水準の向上・確保
を図ることとする。
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2022春闘の具体的要求項目
（労働条件）
１．「すべての労働者の立場に立った働き方」の改善

① 長時間労働の是正
② すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み
③ 職場における均等待遇の実現に向けた取り組み
④ ６０歳以降の高齢者における雇用と処遇に関する取り組み
⑤ テレワーク導入に当たっての労働組合の取り組み
⑥ 人材育成と教育訓練の充実
⑦ 中小企業、有期・短時間・派遣等で働く労働者の退職給付制度の整備
⑧ 障がい者雇用に関する取り組み
⑨ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に関する取り組み
⑩ 治療と仕事の両立の推進に関する取り組み
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2022春闘の具体的要求項目
（労働条件）
１．「すべての労働者の立場に立った働き方」の改善

～前頁参照～

２．ジェンダー平等・多様性推進課題に関する取り組み

① 男女間賃金格差及び生活関連手当支給基準の是正
② 改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動
③ あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み
④ 育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備
⑤ 次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進
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2022春闘の具体的要求項目
（政策制度）
「2021年度重点政策」の実現を春季生活闘争の労働諸条件改善の取り組みと
ともに運動の両輪として引き続き推し進める。

① 企業間における公正・適正な取引関係の確立に向けた取り組み
② 税による所得再分配機能の強化に向けた取り組み
③ すべての人が安心して働き暮らせるよう、社会保障制度の充実・確保に向け

た取り組み（年金、医療・介護、子ども・子育て支援など）
④ すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み
⑤ あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み
⑥ 教育の機会均等実現に向けた教育の無償化・奨学金の拡充に向けた

取り組み

54



連合兵庫の闘争の進め方
月 日 連合本部 連合兵庫

2月
4日春闘開始宣言集会

春闘開始宣言集会 / 街頭行動

※執行委員会 / 18:00 JR元町駅

月内要求書の提出

3月

2日春闘・要求実現集会

5日
春闘・政策制度要求実現集会

11:00 場所:メリケンパーク広場
初旬情報発信（#1要求集計）

先行組合回答ゾーン 【3月14日（月）～18日（金）】

ヤマ場 【3月15日（火）～17日（木）】

中旬情報発信(#1回答集計)

3月内決着集中回答ゾーン 【3月21日（月）～31日（木）】

4月
初旬情報発信(#2回答集計)

中旬情報発信(#3回答集計)

5月 初旬情報発信(#4回答集計)

6月 初旬情報発信(#5回答集計)

7月
初旬情報発信(#6回答集計）最終

中旬春闘まとめ
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～私たちとつながってください～
最新情報をチェックしよう

【連合兵庫ホームページ】

兵庫で働くすべての方が
働きやすい職場環境へ！

２０２２春闘情報は『みんな
の春闘』に掲載中！！

【連合兵庫Facebookページ】

あなたの「いいね」が社会に向
けた世論喚起につながります。

あなたの「シェア」が大きな力に
なって運動をパワーアップさせま
す。

【連合兵庫Twitter】

連合兵庫公式キャラクター「テル
ユニオン」がツイート！

あなたの「リツイート」が共感の
輪になって世界中に拡散されます。

【連合兵庫Instagram】

ログインして、友達の写真や動画
を見たり、フォローするアカウントを
見つけたりしよう。

毎週、月・水・金に写真投稿中。

【連合兵庫公式LINE】

まずは友だち登録から…！

連合アクションの取り組みや活
動イベントなど配信予定。


