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第二に、「正規」労組員の役員の育成問

マであった。「これまで一体何を取り組ん

題も焦眉の課題である。「正規」は役員の

できたのか」、とのそしりをまぬがれな

長期化、固定化傾向にある。後継者をはく

い。それこそ天につぱするものだ。しかし

くむイ士組をつくれていない。役員手文育の本

役に身を置いて日常の活動に没入している

格的な構築が必要である。「正規」分会の

と、従来の延長線上の発想、にとどまった

確立も、要となる分会長の育成にかかる。

リ、また現実の困難ぱかりが目に映ってし

者の構成が多様化している生産・物流職場

そ、これまで断片的であった問題意識をま

においては、対応する支部間の調整や連携

とめて検討することもできたし、立場にし

が不可欠になってきている。今後、こうし

ぱられずに思、いきって報告することもでき

た状況はますます強まってくるであろう

たといえる。ただし、内容は問題意識を羅

し、生協の職場全体にもおよんでくるであ

列したにすぎず、なんら展望を示してはい

ろう。新たな関連労働者の想織化も含め

ない。力およぱずである。報告に対して

て、常に職場を構成する労働者全体をにら

様々な異論もあろうかと思う。自分陶身も

んだ組合方針に留意することが求められ

さんざんとまどいながら論文をまとめてき

る。

た。矛盾した論点もあるだろう。批判は大
歓迎である。本報告がこれからの生協にお

ける労働組合運動にとって多少なりとも論
4.

おわりに

つい最近まで三役に身を置いていた名と

議と実践の呼び水になれば幸いだ。

^

雇用形態の多様化と労働組合
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まうということもある。役を離れたからこ

ー、
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第三に、委託・別会社化が進行し、労働

^

仔
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して、今回の報告はきわめて気の重いテー

」ユ

1

俎上にのぽってくるであろう。
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小野塚知二

恊・事業連合および関連会社等で行われて

いまや、生協は大組織であり、それ力斗包

いる地域生協固有の業務を支える有償労働

える問題も広くかつ深い。ことに、地域生

の全体を考察の対象とする。つまり、本章

協は巨大な規模に達し、しかも事業連合を

では「雇用形態」という語を用いて、その

通じて、その実質的な大きさは単協を超え

さまざまなあり方を論ずるが、雇用契約の

ている。それらの問題は生協内外の実に多

型の相違だけで、「雇用形態の多様性」が

くの人々の暮らしと働きに大きな影響を与

とらえられるわけではない。契約上の雇い

えている。それゆえ、生協が問題をいかな

主と日常的な指揮命令者が異なる派遣や出

る方向で解決するかは、単に生協運動の将

向のような場合、指揮命令関係にも注目し

来を展望する際に重いだけでなく、社会的

なけれぱ、実際の問題は見えてこないだろ

な重さまで持っていると言えよう。

う。したがって、雇用形態の多様性を、雇

本章が扱う雇用形態の面で、地域生協は

用契約の型と指揮命令関係とで分類する。

おそらく諸他の協同組合と比ベて、また大

さらに、決して多数でないとはいえ、業務

規模小売店と比ベても、複雑な様相を呈

委託契約を通じて、地域生恊固有の有償労

し、特異な性格を帯びているように思われ

働を担う人々がいる。こうした関係はいか

る。しかも、雇用形態の多様性は、本報告

なる意味でも生協・事業連合・関連会社と

書の他章で検討されることがらと、程度の

の問の雇用関係ではないが、それを無視し

差こそあれ密接不可分の関係にあるし、そ

て雇用に収まるものだけに限定したら、問

もそも「雇用形態」という概念では括りき

題の一部を見誤るおそれがある。こうし

れないほどに働き方のヴァリエーションは

て、本章で「雇用形態」とは、契約一一雇

多く、それゆえ生協労働組合にとって困難

用契約と委託契約一ーの型と、指揮命令関

な、ことによるとほとんど不可能とも思わ

係のあり方によって分類される。

れる、課題を数多く生み出しているのであ
る。

また、本章では、「生協」という語で生
活協同組合一般を指すだけでなく、地域生

本章は、現在の生協と生協労組が抱える

協、それも、この研究会の調査対象である

問題を「雇用形鳶司という面に注目して検

コープかながわとコープしずおか、およひ

討するが、以下では、通常の意味でのある

ユーコープ事業連合と、それらの閧連会社

いは労働法上の「雇用」にとどまらず、単

を指している場合もある。この一群で、生
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1.予備的な考察

恊一般はおろか地域生協を代表させること
すら決して適切なことではないが、適当な

生恊らしく共済」で、「旅行も生協らし

①問題の位相

2=

.之、

ズアップされにくいということである。

<、沖縄のモズクと基地を巡る力制といっ

コープかながわやコープしずおかの労組

^

①3つの位相

言菜も思い付かない^「ユーコープ・グ
ループ」などと言うわけにはいかないだろ
うーーから、文脈で判断できると考えて、

は重要事項について経営側との協議で説明

声」という言説には注意が必要で、こうし

を求め、また団体交渉で協約を締結すると

つの位相がある。第一は経営管理問題とし

た「何でも生協」要求がどれほど多くの組

いった原則的な労使関係のスタイルを維持

合員の生の要求を代表しているのかは大い

しているから、上述のB・1について労組は

ての位相である(A)。本章は、雇用形態の多

単に「生協」と書いてしまう場合もある。
ご海容を願うぱかりである。さらに、当初

様化と労働組合との関係に、最終的には関

に疑問ではある却。しかし、それでも、こ

基本的に規制しえている(この点は簡略に

から意図されていたことだし、この研究会

心を収斂させるのだが、多様化は労働組

うした「声」の存在こそが、経営側の自前

後述する)。 B・2は、大きく難しい問題で

の調査を進める過程でよりはっきりしたこ

合 ・生協労働者が要求して進んできた現象

主義とでもいうべき特徴的な政策を支えて

ある。分業にともなって発生するさまざま

とでもあるが、コープかながわとコープし

ではないし、生協組合員が求めたわけでも

きたのだし、雇用形態の多様化という現象

な職種・仕事は必ずしも平等ではなく、し

ずおかとでは、規模だけでなく、その歴史

なく、多様にしてきたのは直接的には経営

の基底には、自前主義という「高い理念」

ぱしば異なる「身分」として処遇される。

や、事業連合以前の組織・運動・経営の性

側である。それゆえ、経営管理問題として

の作用を認めないわけにはいかないのであ

生協で最も端的に現れているのは正規職員

る。

とパート職員の格差問題であるが(コープ

^

ケノ
ゞー,

格も、相当に異なる。異なるものが、事業

の位相を抜きにしてこの問題を議論するこ

面で統合することにより、殊にしずおかの

とは適当ではないだろう。さて、経営管理

側は大きな変容を余儀なくされてきた^

の問題としてとらえるなら、「雇用形態の

「新横浜の方ばかり向く」という言い回し

多様化」とは分業の進展とほほ同義であ

「雇用形態の多様化と労働組合」という

に固有ではなく、労働の世界を瞥見するだ

は、かながわよりもしずおか(やその他単

リ、それゆえ問題は、かかる分業の進展が

テーマを第二の雇用・労働条件問題(助にと

けで、いくらでも事例を発見することがで

協)にとって、より重いことがらを表現し

望ましい効果をもたらしているかというこ

りあえず限定した場合、その問題領域は大

きょう。異なる雇用形態の下にある者の問

ているように思われる^のだ。それにも

とになる。

、

かながわの非正規職員については次章で詳
^

②雇用・労働条件の問題として

述されるであろう)、こうした問題は生協

、

きく二つに分けられるであろう。そのーつ

に格差があるのは、それほどに当たり前の

関わらず、調査者の能力不足と怠慢のた

第二の位相は、雇用・労働条件の問題で

は、多様化にともなって、既組織労組員諸

現象であり、それゆえ、この問題を成り立

め、肝腎のしずおかについて、意味のある

あり(B)、直接的にはこれが本章の主題に

個人の雇用・労働条件に否応、なく発生する

たせている原因もきわめて根深く広範に存

とをいいうるほどのことがわかっていな

もっとも深く関係するのだが、後述するよ

であろう変化を労組がどのように規制しえ

在していると予想できる。人々はさまざま

い。したがって、「生t窃」と書いても、そ

うに、狭く雇用・労働条件問題だけに閉じ

たか、あるいは規制しうるかという問題(B

な雇用形態にランダムに入るわけではない

こで言われているのはコープかながわのこ

込めてしまうと、雇用形態の多様化という

Dである。もうーつは、異なる雇用形態の

が、かといって「能力や適性が客観的に計

とだけというところもたくさんある。しず

問題の本質的な部分が放置されてしまうの

下にある者の間の格差を労組がいかに規制

測されて」、さまざまな職種に配分される

おか、山梨やその他の単協の方々、さらに

ではないかと危倶している。第Ξは、組合

しえたか、規制しうるかという問題田,2)で

わけでもない。現実には、さまざまな職種

全国各地で生協に関わっている方々の目か

員の受け止め方の問題という位相である

ある。これは、通常、複数の雇用形態の労

や雇用形態の間の境界は、性、年齢、学

らは、「何でこれが生協なものか」と思わ

(C)。おそらく、生協組合員が、雇用形態の

働者が単一の労組に組織されるようになっ

歴、国籍・民族・人種などの個人属性の相

れるかもしれないが、本章がこれまでに明

多様化を求めたことはないであろう。しか

てはじめて、深刻な問題として認識される

違のいずれかと一致していることが多い。

らかにできたことは、本当にわずかしかな

し、経営側が雇用形態の多様化を結果する

であろう。裏返せば、いかに雇用形態が多

つまりB・2の問題領域は、「自由で平等」

いので、この点もどうか勘弁していただき

ような政策を追求してきた背景には、やは

様化しても、未組織労働者との問の雇用

なはずの近現代社会にあって、自由でも平

たい。

リ「組合員」が介在すると考えざるをえま

労働条件格差は大きな問題としてはクロー

等でもないことが、経済・社会・政治等を

こ

.゛ー
,

た具合にである。もちろん、「組合員の

「雇用形態の多様化」という問題にはΞ

姦
、

,瓢

'微

J

い。簡単に言えぱ、こういうことである。

組合員の問には、「何でも生協」という要

'g

求があると考えられてきた。「「保険」は
'り'

・ 24 ・

横断して構造的に発生し、維持されている

翫一死病〒至^特殊か?」生協労連21世紀委員会『21
世紀ヘの飛翔
「生協労働と労働組合運動の現状およ
び課題」に関する報告委一.2000年9月所収、殊に94
96頁参照。
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という問題に重なっているのである。
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③本章の視角と構成
かくして、雇用'労働条件問題としての

の最初の項で、この「分業」ということ

べき「浪費」でもある。そこで、「効率

リ、輸送・移動によって壊れやすく、鮮度

を、些か迂遠ではあるが、検討してみよ

化」を「望ましい効果」と言い換えた方

の落ちるものの場合、こうした社会的分業

?。

が、「効率化」という語のもつ単一のイメ

は、どう考えても効率的でないから、まず

.

一の

位相を二つの問題領域に分解しても、本章

の

発生しない。また、この豆腐製造を例に取

﹂

︑

分業(dNision of1丑bou】')とは、仕事・作

Cこ

る。では本章は何をどのように論ずるの

.︑

①分業と効率性

り

(「資本主義的なj、「効率一点張り

﹂

であらためて議論しなければならない論点

を、そこから導き出すのは難しそうであ

.尋、

テイラーフォー

るなら、大豆を作付けし、収穫し、選果

ドや「モダン・タイムズ』に代表される、

し、それを運ぶことから、豆腐製造まです

か?「雇用形態の多様化と労働組合」と

業・労働を分割して、複数の人・集団に割

あのイメージ)を払拭できると思うのだ

べて行う「こだわりの豆腐屋」はまずいな

いうテーマで、既に知られた自明の問題群

り当て、その成果を再結合することであ

が、こう言い換えても、それが誰(何)に

いから、大概の商品は原料から最終消費者

があるという立場をとりあえず捨ててみよ

る。「分業」とはいうが、そのポイントは

とって望ましい効果をもた.らしているのか

にいたる過程は社会的分業を通じて生産さ

う。そうすると、まず、「雇用形態の多様

ただ分けることではなくて、再結合するこ

という問題は残るから、分業を考察するの

れ、流通している。自らの必要とする諸種

化」と呼ばれてきた現象そのものをわかり

とにこそある。結局は結合するのに、な

は決して簡単なことではない。経済学/経

の財をすべて自分で生産する経済主体はー

やすく整理してみる必要があるだろう。以

ぜ、いったんは分けるのかといえば、一連

営学のように利潤とか投入・産出とかの明

「絶海の孤島の絢給自足家言十」のような

下、第2節では、この現象を「内側の多様

の仕事を一人・ーつの集団が始めから終わ

暸な基準が予定されていれぱ、効率性の概

ものでも想定しない限り^通常は存在せ

化」と「外側ヘの多様化」の 2類型に分

りまで担当するより、分けた方が望ましい

念にもそれほど頭を脳ます必要はないのだ

ず、豆腐、自動車、コンビュータ,ソフト

け、それが発生してきた論理を考察する。

効果をもたらすからである。分業を初めて

が、現実の社会の経済主体は、生協に限ら

というように商品種類ごとに非常に細分化

第3節では、多様化という変化の面ではな

分析したA.スミス以来、分業の進む理由

ず私企業にあっても、それほど明瞭な基準

されて専門業者が成り立っており、それら

く、地域生協の担う業務の広がりと、生協

(分業を進展させる動機)は効率化である

だけで動いているわけではない。

全体の社会的な分業によって社会は物的に

職員の職務内容の広がりとを術瞰して、他

と考えられてきた。したがって、生協で進

の小売り一流通業にはない生協の仕事の特

んできた雇用形態の多様化も、効率を高め

殊性を確認する。この二つの作業を踏まえ

たか否かという点から考察することができ

て、第4 節では、多様化という問題を改め

るであろう。

再生産されている。

②経営内分業と社会的分業

経営内分業が進むのは、それが効率化を

もうーつ、分業を考える際に大切なこと

進めるからだというのは分かりゃすいが、

がある。分業とは、ーつの企業・職場の中

社会的分業であっても、その基本的な動因

て検討し直すことにしよう。むろん、これ

ただし、「効率」とか「効率化」という

だけにとどまることではなく、一企業を超

が何らかの効率化にあることは変わらな

までに知られてきたセ・パ格差問題や、独

のは一筋縄の概念ではなく、何で効率を測

えて社会的な性格をもつ分業もある。豆腐

い。それゆえ、多数の企業の問の社会的分

自条件・未組織問題にも触れるが、むしろ

るかによって、さまがまな「効率化」の概

製造の一連の工程を一人で行ってぃたの

業がかえって不効率であることが明瞭な場

本章が主張したいのは、これまでも当事者

念が成立する。一般的に表現すれぱ、より

を、多くの仕事に分割して多くの人々に担

合には、合併や統合を通じて、経営問の分

たちには知られていながら、雇用形態の多

少ないAでより多いBを達成できるようにな

わせるようにするのを、経営内分業とい

業が経営内分業に再編されることもある。

様化問題と関連づけて議論されなかった

ることが、効率化であって、 Aには労働

う。これに対して、豆乳は外部業者から購

19世紀末から20世紀初頭にかけての重化学

カ、原料、時問、資金などの希少資源が、

入し、自社ではそれを加熱して苦塩を混入

工業や鉄道業の歴史には、こうした続合と

Bには有用な財・サービスの生産というよ

し、型に入れて長い豆腐を作るところまで

内部化の側面がしばしば見られる。

うに正の価値をもつ何ごとかが入るであろ

行い、それを再び外部の豆腐切断の専門業

う。合成樹脂製品を使い捨てることで、容

者に卸し、切断業者から受け取った豆腐を

には経営側にあり、経営管理問題としての

器を回収・洗浄して繰り返し利用するより

パック詰めする専門業者がさらに別にある

位相は、分業の進展が望ましい効果をもた

も、人件費を節約できる分、金銭的には

というような場合、豆腐製造は社会的(経

らしたかどうかということだと書いたのだ

「効率化」が達成されることがある。しか

営問)分業を通じてなされているという。

現象を、多様化をもたらした要因に注目し

が、多様化の2類型を説明する前に、本節

し、これは資源の面から判断すれば、恐る

豆腐のように、値段の割に重く、かさば

て、二つの類型に整理する。第一は内側の

「もうーつのセソ炉胡題」の方である。
②分業の進展
ところで、前項で多様化の要因は直接的

‑ 26 ・

2.多様化の2類型

ここでは、「雇用形態の多様化」という
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労働が生協の業務の過半を担うようになっ

ように思われる。むろん、こうした状況対

役員と(正規)職員以外に、さまざまな職

応、的な、なし崩しの経営内分業であって

おぱちゃんたちを時間ぎめで雇って」仕事

業務が、パート抜きでは 1日も成り立たな

種・身分の労働者が発生することであり、

も、それはある種の望ましい効果をもたら

をしてもらったのと比ベると、生協におけ

いほどにパートへの依存を急速に深めたの

端的に表現すれぱ、何よりもパート職員の

したから、ここまで進展してきたとは言い

るパート労働は、その出発点において特異

であった。

発生とパート内部の分化である。外側ヘの

うるであろう。

な性格を帯びていた。

業がなし崩しに展開したといケ性格が濃い

る。内側の多様化とは、理事・監事などの

合を作るのにともなって発生した。実際に

②牧歌的時代の終鴛一四釦年代 72年一

たとまでは言えないが、生協のほとんどの

このようにパート労働が生協にとって不

かくして、組合員活動と生協業務の境界

可欠となる過程は、しかし、自覚的に設計

線上に有償の非正規労働が形成されたのだ

されたものではなかった。横浜あるいは神

︺︑{︺"︑〒︑

W60年代から70年代初頭にかけての協

が、そのことにより、手弁当で活動する組

奈川県東部の人口増大は、生協の急成長を

れがほぽ完成した1980年代中葉以降の数年

力員や店舗ごとのパートタイマーの導入が

合員と専従者的職員との恊働で生協が発展

可能にした。急速な店舗展開に必要な職員

の問に急、速に、外側ヘの多様化が進行し

現在のパート職員の起源になるが、その時

した「牧歌的」な時代は終青を迎えること

を、1970年代初頭の逼迫した労働市場から

た。その過程で、内側の多様化は事業連合

点で、既婚女性の労働力を「安く、有効

となった。職員労組は「専従者論」の呪縛

調達するのはもとより容易ではなかった

や関連会社のいくつかにも移植されている

からの解放を図り始めたし、活発な組合員

が、多くの高校の進路指導では「赤い生

ため、外側ヘの多様化は内側の多様化をと

に」使おうという明確な政策の下に進めら
れたことを示す証拠はない。初期の協力員

は、後述のように、徐々に労働者ヘと変貌

協」への就職斡旋をためらったため、高卒

もなって進行したことになる。

やパートを経験した方々の意識において、

し始めたのである。

労働力の採用は絶望的に困難であった注'。

御内側の多様化

班組織の形成、学習会や商品説明会の開

①状況対応的な性格
単協内部で進んだ雇用形態の多様化は、

催、遠隔地からの買い出しの組織などに、
他方は店舗における袋詰めなど裏方の作業

1三

すでに見たように、経営内分業の進展であ

に従事したのであって、謝礼(時給)が支

る。では、パート職員の発生と、パート内

払われることにとまどいすら感じたという
注2

亡打
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0

必ずしも有償の賃労働とは認識しな

ましい効果をもたらしのであろうか。パー

かったのは、働いた当人たちだけでなく、

ト職員については次章で詳論されているの

当時の理事長も、それは組合員活動の一環

で参照されたいが、次のようなことは指摘

であるという観点から、協力員を有給とす

できるのではないか。コープかながわ(お

ることに最初は賛成していなかった鄭。む

よびその前身)では、経営内分業の長い過

ろん、それはただ働きさせようという悪錬

程(1960年代半ぱから80年代半ば)は、

な魂胆ではなく、そもそも雇用とは考えら

周到な職務分析に基づいた業務・職務再編

れていなかったのだ。後に生協における仕

の長期的戦略にしたがって進んできたわけ

事の主要な部分を担うパートのしていたこ

ではない。したがって、何らかの効率性を
自覚的かつ持続的に追求して経営内分業を

とは、その最初の時点では、そもそも「仕
涯r而〒^「こパートを経験しだFさんからの聴き取

構想、・実行するという「攻めの」「積極

リ(2000年5月2日)、 60年代末から協力員を務めだM
さんからの聴き敢り(2000年7月4日)による。

店が開設されて店舗数は5年間で倍増した

ながらも労働力調達の制約から実現しえな

し、肉・魚加工工場が神奈川区羽沢に設置

かったに違いない。パート労働者の急、増は

されるなど、大量の労働力が必要となる

まさに窮余の一策だったのである。鷺鞘炎

と、パートは急速に労働力として重用され

問題を契機に、釦年代以来レジ作業には配

るようになる。伺じ頃、レジ作業に従事す

置しなかったパートを、急速にここに導入

る職員の継鞘炎問題が発生したことはパー

したのも、もうーつの窮余の一策であっ

トの導入にさらに拍車をかけた。 1970年に

た。つまり、そこでは、生協の業務を構成

協力員は20人ほど、各店舗のパートも合計

する職務を分析し、その結果、いくつかの

で百人を大きく超えることはなかったと推

職務を安く調達容易なパート労働に置き換

測されるが、 1974年には正規395人に対し

えることにより効率化を達成するという明

て、パートは800人に達していた鄭。労働

暸な方針で、パート化が進んだのではない

時間に相違があるから、この時点でパート

のだ。

ただし、こうした窮余の一策が単なるー
時しのぎではなく、経営上の当然の前提と

上にあコだと速断することは不適切であろう。

は必要ではなかった。羽沢工場は1973年の

も見なされるようになるのに、大した時間

かながわ生協労働組合結成30周年記念誌『VVATCH』

涯るli^き取り。

(1996年) 102‑107頁。
'︑︑J/
J
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時期の生協の発展は、需要面の条件はあり

に魅力を感じて、「組織協力員」になっだ静岡県のPさ
んは、それ以削に生協組合員ではなかっだ。それゆえ、
初期のパート.協力員の仕事がすべて組合員活動の延長
注5
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る。

ところが、 1970年代前半に、新たに13

理ミー1互元^こ、「朝伯時からの仕事」であること

均釣年に横浜生協に入職して以降、主に人慕面に携
わったNさんからの聴き取り(2000年7月11日)によ

その時々の状況と必要に迫られて経営内分

員をなし崩しに労働力化しない限り、この

③パート化の進展一1973 79年一

イ一

注3

的な」効率化という性格は薄く、むしろ、

したがって、元気が良く、能力も高い組合
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は、単協の内側での多様化が先行して、そ

部の分化は、はたしていかなる効率化

゛
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事」と明瞭に考えられていたわけではない
途。他の小売店や飲食店などで、「近所の

多様化であり、第二は外側ヘの多様化であ

多様化は、単協が子会社・孫会社や事業連

ノ
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開設当初から正規職員とパート労働者の職

発的な人事・労務政策にあるのではなく、

務分担を設計して運営された。肉'魚を切

やはり状況対応酌な政策であったと言わざ

り分ける専門家は正規職員として外部から

るをえないであろう。その後、 19部年のチ

雇用したが、店長より高給とはできないた

ーフパート制とパート新賃金体系の導入、

め少数しか採用できず、その前後の補助作

認年以降の地区店長制の実施により、かな

業やパック詰めの工程はパート労働者力苛旦

がわにおけるパートの戦力化はほぼ完成し

うことによって開業した脚。それゆえ、パ

たと見て良いだろう。そして、この1985年

ト主体の工程ではパート労働者自身に判

こそは、最初の子会社(かながわ協同食

断を必要とする職務が委ねられていた。こ

品)が設立された年であり、 80年代後半は

のように、 19袷年までには、正規とパート

次項で概族するように、会社設立と事業連

の分担、パートの判断業務などを含む内側

合が相次いだ時期となったのである。

での多様化の原型が形成されていたと考え
られるが、 70年代を通じて、ヨ覗尺工場とレ

⑤合理性

ジ・パート以上にはそれは進展せず、パー

およそ以上のような経緯で、内側の多様

ト比率も74年以降80年代初頭にいたるまで

化は進展した。それが、いかになし崩し

5 6割台を上下しており、大幅には増加

の、状況対応的な過程であったとしてもー

しなかった。

一本章はその面を強調しすぎたかもしれな
いが^、そこにはやはり合理性が貫いて

④管理・判断業務ヘの拡張と戦力化の完成

いたし、だからこそ、それは定着したので
ある。意図の如何に関わらず、パート化は

単協内部での雇用形態の多様化が一段と

人件費を節減するという「望ましい効果」

展という「正の価値を有する何ごとか」を

ことの、やむをえざる結果という性格が強

達成したのである。もちろん、こう表現し

いように思われる。この頃には大手スーパ

たからといって、これまでに進展してきた

ーなどでは、パート労働者の重層的な戦力

内側の多様化を全面的に正当化することを

化が既に定着しており、生協もこれを参照

意味しない。多様化によって失われたこ

しながら80年代のパート政策を進めること

と、新たに生み出された問題(負の何ごと

ができたから、制度そのものは自覚的に設

か)、解決されずに放置されてきたことな

計されている。しかし、こうした「パート

ども、併せて考慮しなけれぱならないから

戦力化」の出発点は、生協経営者による内

である。この点は第4節であらためて検討
する。

涯「雨^の聴き取り。
‑30‑
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ただし、現在では正規職員、 8種類のパ

発・調達という生協の根幹部分を持って

ト職員(本章4.イ2)・①参照)、少数の

行ってしまった事業連合はフランチャイザ

嘱託職員、およぴ諸種の委託の複雑な分業

ーになり、単恊は小売りのフランチャイジ

を通じて単協の業務は遂行されており、パ

ーなのだ鄭。つまり、外に出したが、カネ

トの数は正規の4 ないし5倍にも達して

とヒトの両面で分かちがたく結びついてい

いる。他の地域生協だけでなく、大手スー

るから、単協から事業連合ヘの出向という

パーなどと比ベても、かながわのパート比

形で雇用形態は多様化するのである。逆

率は顕著に高い。これをさらに超えてパー

に、従来行っていなかった業務を非外部化

ト比率が大きく高まり、また雇用形態がこ

するといっても、単協内部に取り込んだわ

れ以上に多様化する可能性は少ないように

けではなく、やはり子会社・孫会社・曾孫

思われる。現状以上に多様化しても、分業

会社卸を設立することを通じて行った。つ

のメリットを活かせないほどに細分化し、

まり、どちらの場合も、完全な外(市場の

管理コストのみがかさみ、現場にはさまざ

みを通じた外部業者との取引)でもない

まな混乱と無駄が蓄積されると考えられる

が、純然たる内(単恊)でもない中間領域

からである。

が、 1980年代後半から1990年にかけて、

②外側の多様化

する。

①事業連合と関連会社

②事業連合という選択

生協労働者の雇用形態は単協の外側でも

多様化してきた。端的に言えぱ、事業連合

こうした中問組織の増大こそが、単協の

と関連会社の発生によって、そうなったの

外側での雇用形態の多様化をもたらしたの

だが、そこには全く逆の論理が働いてぃ

だが、では、なぜ中問組織は生み出された

る。事業連合の形成とは、従来、単協が

のだろうか。まず、事業連合だが、これに

行っていた業務(商品開発と調達、企画、

ついては、これまで多くのことが論じられ

計算など)を外に出すことだが、関連会社

の発生は多くの場合、従来、単協が行って
いなかった業務を非外部化することなので

廷る1百再}呈二^生協の組織,構造.運営一事業連合

ある。
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ただし、業務を外に出すといっても、外
部の既存民間業者に業務委託したわけでは
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を中心にー」協同組合総合研究所2001年2月研究報告審
都圏大都市地滅における地域社会と県民の現代的変容
ー』 7頁参照。形式は子会社的であり、実態はフラン
チャイザーだとすると、「事業連合と単協は対等・互恵

の聞係」というユーコープ設立時の説明はいかにも苦し
い。

なく、ユーコープをま斤設して、そこに資金
龝
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る窮余の一策として小型店展開に転換した
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た。より少ない人件費で、生協の存続・発
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生協規制、殊に新規出店規制の強化に対す

Y

かった剰余を上げ、生協の発展を可能にし

て,︑'ノ.ゾ

チーフ・パート制、新賃金体系)、これも

寸ノム/J

で業務を遂行したならば決して達成しえな

^

急激かつ大規模に生み出されたことを意味

1身1捗黍1金匠瓢郵中烹を

の「職員」化、責任パート・発注パート、
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をもたらし、もし採用困難な正規職員のみ
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進展したのは、 W80年代であるが(パート
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と人を出したのだから、形式的に見れば、

コープ・デイリーは単協から見れば曾孫である。単協
の「子会社」ユーコープがコープ・フーズとコーフ'・シ

いくつかの単協が協同で子会社を設置して

ステムズなどの100%株主で、この両社(つ骸り単協の
孫)がコープ・デイリーの筆頭株主である。コーフ'・デ

業務委託したのと同じことになる。実態あ

リバリーも、設立時は子であつたが、今では曾孫であ

る。事業連合も含めだこうしを榎雑な関係は、組合員に

るいは実感は子会社ではない。商品の開

とっては甚だしくわかりにくいであろう。
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協業務の一部を移管されたものもたしかに

このうち、コープ低公害車開発やCNの

るにとどめよう。事業連合が形成された理

合えぱ良い。恊同組合問の亙恵的自由貿易

ある。コープフーズの肉・負、加工がそうだ

ような研究開発業務は外部業老に委託しが

由は、単協や事業連帯の危機、大規模化志
向(多数派ヘの統合、県内拠点単協の延長

のような関係である。こうした連帯関係

し、コープシステムズの仕分け・セット

たいかもしれないが、それ以外の新規業務

は、員外利用制限が緩和されれぱ、・現在の

や、コープデリバリーの運送業務にしても

は外部に業務委託して'も可能なはずであ

上の連合雛想、)志向といった点をのぞけ

情報・通信・物流技術の下では不可能では

従来まったくなかった業務ではない。単協

る。組合員の「何でも生協」要求に応、える

ば、何よりも店舗展開の必要とする商品種

ないし、相互利用の範囲が広がれぱ、需給

の従来業務から現在の関連会社業務ヘの変

のに、必ずしも新規業務に生恊が乗り出す

類の確保であろう。単協の商品開発能力に

両面の不安定性をある程度は回避できるだ

遷を完全に明らかにすることは、ここでは

必要はない。生協プランドは外部業者に委

は限界があるし、供給高の制約から独自商

ろう。組合員にとっても、どこを向いても

到底不可能だが、次のようなことは指摘で

託生産させることも充分可能だからであ

品を持つことは難しい、だから多数の単協

ユーコープ商品あるいは日生協商品ばかり

きるだろう。単協の従来業務の一部を移管

る。仕様や品質を詳細に協議して詰めれ

が協伺で商品を開発・供給するという発想

というのではなく、世界各地の協同組合商

された関連会社であっても、それだけを業

ば、有害添加物を含まない「安心安全な食

だが、それが直ちにユーコープのように注

品を利用できるのだから、満足度は高いだ

務内容としているのではなく、必ず何らか

品」も外部から調達できる。そもそも生協

人化された巨大な組織を必要とするわけで

ろう。商品面での機能を強化するというと

の新規業務を付加されているということで

でなけれぱ持てない特殊な技術とかノウハ

はない。田代洋一氏は、現に行われている

きに、単協の外に独自の商品部機能を設置

ある。コープフーズには、たとえぱ、麺製

ウはそれほどたくさんあるわけではないと

事業連合を3種に分類するがユーコープの

する必要はないし、ましてカネ・ヒトの面

造という新業務が付加されているし、コー

考えるべきであろう。単協経営者が示した

ような統合型だけでなく、部分機能連帯型

で中途半端な中問組織を作らなけれぱなら

プデリバリーの前身コープロジスティツク

関連会社設立理由を見ても、独自商品・独

(東北サンネット、コープネット、コープ

ない必然性はないと考えるべきであろう。
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少なくとも、統合型の事業連合が経営的に

恊同連帯機構)も事業連合の形態としてあ

合理的である(社会的分業を通じた効率化

りうる。商品面での連帯には、さらに、こ

を達成している)とは検証されていない。
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れ以外の可能性もあろう。各単協が地域的

③会社設立という選択

特性も活かしながら、独自商品を開発して

(その生産および他単協との取引のために

次に、なぜ関連会社が多数設立されたか

子会社を設立して)、他の単恊との間で互

を考えてみよう。既に述ベたように、従

恵的に利用し合う、いわば互恵的員外利用

来、単協が固有に行っていなかった業務を

型である。しずおかは黒はんぺんを、やま

非外部化するために、関連会社は設立され

なしはジュースを、かながわは豆腐.豹

た。ここで、「従来」をどの時点に取るか

豆・焼きそばを用意して、相互に供給し合

.

の設立理由は、外部の運送業者にも委託し

自サービスの安定供給ということはまずな

ていた生協の配送関係を一元的に管理する

し、

ことであったが、すぐに配送業務そのもの

詮立理珀としてしぱしぱ登場するのが、

が付加され、さらに、後述のように次々と

事業連合・単協の通常業務と著しく異な

新規業務が付加された。

リ、別の就労形態や管理が必要ということ

こうした例を除けぱ、関連会社の業務

だが、それほど面倒なことなら中に取り込

は、まず新規業務といって良い。コープか

まなければ良いだけの話である。一般論と

ながわ最初の子会社であるかながわ協伺食

しては、こうした特殊な業務については外

品(1985年設立、現コープデイリー)は、

部に専門業者が存在し、それを利用する方

それまで外部業者から仕入れていた日配

が安価で、硫実で、効率的なことが多い。

惣菜品の製造・加工を目的として、そ

したがって、特殊業務のために子会社を設

によって、話は大きく変わってしまう。草

れら業者(県内の中小食品企業)と共祠で

立することが合理的なのは、生協の必要と

うという関係には、連合組織も拠点生協も

創期の共同購入配給所や分配所の時代に

設立されたのである。いかに密接な関係に

する業務を安定的に委託しうる外部業者が

ないし、商品部機能を共有する必要もな

は、現在の単協・事業連合・関連会社の

あったとはいえ、従来は外部業者の行って

利用可能な形では存在せず、自前でやらな

い。単に商品を利用し合うだけだから、そ

行っている業務のほとんどは存在していな

いた業務を、いわぱ中に取り込んだのであ

けれぱならない場合である。しかし、生協

もそも「何々ネット」などと称Lて範囲を

かったことになる。ここでは便宜的に]980

る。このほか、コープカタログ、コープフ

で進んだ外側ヘの多様化は、こうした非外

限定する必要すらない。国内外さまざまな

年頃を基準に考えてみよう。この時点で、

フイナンス、ジャパンエステート、コープ

部化ではなく、後述するようなもろもろの

単協は本部、店舗、共同購入、および生鮮

総合葬祭、グリーンピア、コープ低公害車

状況に対応して、「あれもこれも生協[の

品の加工・ノやソクなどの諸業務を持ってい

開発、 CR1のいずれもが、多かれ少なかれ

関連会〒幻でやってみよう」という発想か

た。現在の閧連会社の中には、 20年前の単

新規業務を担っているのである。

支配していたように思われる。

慈吉一^合研究所2001年2月研究報出書第25巻
四0年代の生協事業連合一第2期事業運合に関する調
査研究報告禽一』、および本報告醤第11部第1章を参照
されだい。
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が目指したのは単なる連帯ではなく、当初

経営危機を工場・4辧克部門の共有によって

は組織面まで含めた、後には事業面だけの

乗り切ろうという「共同連帯」の発想が強

「連合」(実質は統合)だったのである。

く作用していたのである。両者共祠出資で
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の三社が結成された背景には、しずおかの

用してきたのだが、「集まり、ーつになる

本節では単協・事業連合・関連会社で行

こと」が経営的に合理的である保証はな

われている業務の範閉と、そこで正規職員

い。労組は、こうした点について疑問を呈

力斗旦わなければならない職務の広がり方を

することはあったが、合理性が正面から問

概観して、生協がどのような点で、他の流
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かに「平等互恵」の精神を調っても、それ

実際に、フーズ、システムズ、カタログ
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外部から誤解を招きゃすかったのではな

泌

われることは稀で、むしろ基調にあったの

通・小売業にはない特殊な性質を示してぃ

株式会社を設立しなけれぱならない理由は

く、そこで用いられた「連帯」という語に

、'1

は、非営利・協同の組織が株式会社を設立

るかを検討する郎。仕事の面での生協の特

次のように説明されてきた。つまり、玲88

潜まされていた意味が溶み出たのにすぎな

することの居心地の悪さであったように思

殊性を明らかにしておくことは、次節、こ

つ0

とに4.・(3)で素描するように、生協職員が

^

之、4ι
イ,、i主
'L、

年頃のかながわとしずおかの問の事業連帯
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の現状は一方が他方に全面委託する形に

商品種類を確保する上でも、「何でも生

なってLまうため、外部から誤解(?)を招

協」要求に応、えるためにも、事業連合や株
労組が指抽してきたとおりである。他の単

解を与える畏れがあったのだろうか。いか

協・協同組合・中小企業との連携や連帯

なる意味でまずかったのだろうか。しずお

も、事業連合や株式会社を必然化するわけ

かからかながわへの全面委託の現状がまず

ではない。そもそも、 1980年代後半から

いのなら、当時の両者の経営体力に応、じ

90年代初頭にかけてコープかながわが追求

て、一部業務をしずおかに移管して、それ

してきたこの路線に、経営的な合理性を発

についてはかながわがしずおかに委託する

見するのは困難で、そこにあるのは、状況

という関係もありえたはずである。既に当

対応的な経営政策であり、また独特の経営

時の労組力斗比判していたように、連帯が

者文化である。「拠点結集・統合」の発想

即、株式会社を必要とするわけではない。

は、日本のいくつかの生協に共通して見ら

を、「雇用形態の多様化」問題との関係

的分業の中に位置づけるのかを選択する主

で、再構成するための必須の作業となるは

体的な行為であるが、それがいつも合理的

ずである。
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は、何らかの「民主伯り)経営」論などの

化」(かながわ恊同食品)や「県内協同組

①本部・商品部・関連会社

源を徐々に食い潰しながら「不合理」が温

る本部の管理的諸業務(総務、庶務、企

存されることもあるし、何よりも組織には

画、財務、経理、人事、労務、厚生など)

惰性がある。

は生協にもある。単協だけでなく事業連合
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きなのは、「県内中小企業との提携関係強

な経営者文化が「不合理」を維持する働き

まず第一に、どのような組織とも共通す
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れる独特の経営者文化であり鄭、おそらく

①生協の業務の広がり

をすることがあるし、蓄積された経験や資

、ゞ

L

会社設立理由として、もうーつ注目すべ

に失敗するかというとそうではない。独特
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に委託する関係はいかなる意味で外部に誤

りするのは、経営体が自己をいかなる社会
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式会社設立が唯一の解ではないことは既に

現場で抱え・感じ・悩むさまざまな困難
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きゃすいというのだ。しかし、一方が他方

ある業務を外部化したり、非外部化した
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内側の多様化には合理性を発見しえた

と関連会社にも固有の管理的業務は存在す

が、外仰1での多様化については、ここでは

る。第二に、買い付け・仕入れ、店舗関係

結論を留保せざるをえない。次節では、地

のもろもろの業務、およびインストア加工

域生協の担う業務の広がりと、生協職員の
ついての考察を先に進める手がかりを得る

これも既に批判されていることだが、なぜ

ことにしよう。

翫T‑、二巨^丁又Ξ〒連帯」という語は、通常な5水平的・

ならないのか、必然性も合理性も乏しいと

いわざるをえまい。この「提携」にせよ、
「事業連帯」にせよ、必要と能力に応じて
自由に連帯するということばかりを意味し
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けれぱならない)とする議論は、理論的にも実践的にも

有益ではなく、心しろ「当だり前の労使閔係」や「普通
の労働組合」の思考実験をすべきではないかと考えだか
らである。本章が主張したい生協の特殊性は、こうした

に対して、同氏は丁寧にも反論を上梓ざれだ(『非営利
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つ。

義」の第1節、協同組合総合研究所19部年8月研究報告
禽第21巻『労働運動をめぐる論点の現代的総括」所収)
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ものヘ続合」しようという抜きがたい発想

(協同所有、非営利、「民主経営」)であるがゆえに、

主経営論ヘの筆者の批判(「生協における管理と民主主
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るのは、「拠点に結集」し、「より大きな

「生協は特殊か?」、および「生協における管理と民
主主義」をそれぞれ参照されだい)。生協が協同組合

恋1一三亘荏る^な論客は有田光雄氏であろう。その民

風ξ'

ているのではない。それらの裏に潜んでい

を強調する議論を批判的に検討しだことがある(前掲拙

そこでの労使関係や労働組合も、私企業のそれとは異な
リ、情殊な性質を予め帯びている(あるいは、特殊でな
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ネツトワーク的な語感で用いられるのだが、この生協経
営者文化では、どこかに中心(拠点、)を定め、そこに結
集しよう・結集させようという語感が強い。経営体の周
囲にネツトワーク状に散在していた元気の良い組合員
を、協力員・バート労勵者として経営内に結集させだの
にも、同様の文化が作用していだのではないかと老えら
れる。なお、独自の地平を歩み続ける小規模生協は、日
本の生協の世界ではほとんど注目されないが、その経営
者文化と、かながわなどの「拠点統合」烈文化とを比較
照合する必要が、少なくとも研究者の側には、あるだろ
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合間提携」(グリーンピア)などである。
提携が共同出資の会社設立に行かなければ

愚丁一靈暑巨^、生協の労使関縣や労倒組合の特殊性

職務内容の広がりとを検討して、この点に
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組織と民主経営論.かもがわ出版、 2000年、殊に第三
部)。だが、残念なことに、若干の悪罵と決めつけを除

政治的・規範的な雷説としての特殊性とは全く異なる。
生協で現になされている業務・職務を他の流通・小売業
と比較して、どこが特殊かを調ベてみょうというのが、
その眼目である。従来の生協論・生協労働論ではそうし

けぱ、そこに新しい内容はなく、筆者に批判ざれだ自説

(協同組合資本は私的資本とは異なり、搾取も、労使問
の敵対性もないという先験的命題と、そこから演纒され

だ視角は乏しかコだように思われる。政治豹・規範的な
特殊性論を否定しえだとしても、そのことは、生協を流
通・小売業一般に回収して理解することの正当性をただ

たいくつかの言説)を繰り返しているに過ぎない。

ちに意味するものではないだろう。
・35・
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社等を含めだ業務範囲を比較しているに過ぎない0

Y

する小売業には珍しい業務である。阪神百

ム︑

仕分け・セットやカタログなども店舗を有

しかもその「重要性」が理念的・規範的に

た。1960年代には、しかし大規模な宅地開

確定した領域である。第六に、組合加入

発が横浜の各地で始まり、大型の団地や社

出資金関係や組合員組織・活動、共済・葬

宅もできたのだが、御用聞き・配達などの

祭などを背景にして、各店舗の受付業務

サービスを行いうる既存小売商が及ぱない

も、通常のスーパーなどと類比できない性

場所であり、そもそも商店が戦前以来のよ

格をもつ。これに加えて事業連合閧係の独

ろず屋風の雑貨屋一軒しかないというとこ

拘の諸業務がある。

ろもあった。電鉄系資本による商業・娯楽

以上より、生協および事業連合・関連会

施設も含めた総合的宅地開発が定着する以

社の業務は、中規模スーパー'チェーンだ

前の新興住宅地だったのである。ところ

けでなく、大規模スーパーや百貨店と比ベ

が、こうした新興住宅地・団地'社宅等の

ても、広い。殊に、共伺購入と組合員組織

住人は、かつての新中間層から同様のライ

関係の業務は関連会社でなく、本体の単協

フスタイルと価値観を継承しようとした

の元来の業務であるところに、特異な性格

人々でもあった。ライフスタイルや価値観

が最も端的に表現されている。

に論及ぜずとも、自動車や原付がほとんど
家庭用には普及せず、公共交通も昼問は少

②生協職員の仕事の広がり

なく、しかも坂が多く道路の舗装状態の悪

①広すぎる仕事と「キャリアパス原則」

い、横浜の新興住宅地では、厩常の買い物

百貨店,スーパー等では、正社員の仕事

は1960 70年代にはかなり深刻な問題で

もパート,アルバイトの仕事も、ほぼ、前

あった。横浜生協の1970年代の出店のいく

項で分類した第一(本部・管理業務)と第

つかはこうした地域であったし、何よりも

二

共同購入は、新興住宅地・団地・社宅にお

いる。正社員なら第三の諸業務を担う関連

いて爆発的に広がったのである。新興住宅

会社ヘ出向する、あるいは派遣されること

地にできた新しい班の組合員を集めて既存

もあるが、それは生協でも同様であり、し

店舗ヘ買い出しに行くためにバスを仕立て

かも関連会社の業務それ自体に生協ならで

るという工夫も、こうした時代の特徴を表

はの特殊性がある。しかし、生協の正規職

している。百貨店外商部も伝統的な御用聞

員で、上述の第一から第三の業務範囲しか

き小売商も入り込めない巨大な需要を生協

経験しないということはまずありえない。

は掴んだのであるが、そのことは共同購入

コープかながわの正規職員は入靴時に、

という特異な業務内容が、生協において巨

基本的に全員が共同購入に配属され、少な

大な重さを占めることでもあった。

くとも2年間はそこで働くことになってい

1

ノ

手1

働者の仕事の広がり(一人の者が、そこでの職業経歴の
中で経験する可能性のある職務の種類)を生協と比較す
ることはできないか5、ここでの記述は、あくまで子会

の古い住宅地なら、日常的な風景であっ

Cξ

づ

あっても、本社正社員の出向・派避の膏無や頻度などに
つぃて詳しく調査しなければ、次項で検討するような労

調ベた小売業の中には発見できなかった。

^

﹂ν

社『有価証券報告書』を参照した。だだし、子会社は

一"一'

鉄系だけでなく、ダイエー、ジャスコ、イ

^

J

ーパーは、輸送部門をグループ内に持つ電

Yq

即ず、1雪蛋居^バーの子会社等の状況にっいては、各

送を専門とする子会社を有しているが、ス

馨1

の専門業者にほほ完全に業務委託してい

生協は特異性を見せる。食品(殊に惣菜
パンなど)と旅打・アミューズメント関係
の子会社、および保全管理警備関係の子会
社はほとんどの百貨店・スーパーが有する
が、保険・葬祭は小売業には珍しい。水産
関係子会社は必ずしも一般的でないし、各
社の独"ブランド品もほとんどは外部業者
による委託生産であって、麺類'豆腐'納
豆製造などの関連会社は普通に見られる存
在ではない。ほとんどの百貨店は配送・輸

JJ︑ノノノ︑十︑一ノ︑〒ノノ

トーヨーカドーなど独立系も持たず、外部

第四に、上とも関連することだが、共同
購入・個配関係の業務は、店舗を有する大
規模小売業では一般的ではない。横浜ある
いは神奈川県東部地域だと、大正・昭和初
期および高度成長以前に成立した住宅地近
隣には、青果・肉・鮮魚、・酒などにっいて
は御用開き・配達をする小売店がほぽ例外
なくあった。こうした住宅地に居を構えた
のは大正期以降東京・横浜に発生した中下
級官吏や民問企業ホワイトカラーおよび技
師などの都市新中間層であり、こうした家
の専業主婦(奥様)が御用開きの顧客で
あった。下町の酒屋が山の手の住宅地ヘ
酒、味噌、鶏卵などを自転車に積んで坂を
押して上がる光景はW60年代いっぱい横浜

1長1

'︑'︑Lイ0ν0/,畉',

②生協独特の業務

庫などの関連会社業務であるが、ここで、

る。倉庫業の子会社を持つ小売業は、今回

1',,.き才ミニ寺'︑晢

0

第三に、食品閧係、保険・旅行・葬祭関
係、カタログ販売関係、建物設備等保全管
理、仕分け・班別セット、配送・輸送'倉

、注

4

あって、これは非常に少ない。

メど.三

は持たない。低公害車やCR1のような研究
開発業務は、おそらく他に例を見ないだろ

J:',ヘーゞ

武ストア、西友など特定地域に偏ったスー
パー.チェーンの場合も、配送'輸送業務

,ごν'︑Nニノ"子'

貨店のように連結、非連結を含めて子会社
をいっさい持たないシンプルな百貨店もあ
るし、数十数百の企業集団を有する大規模
小売業もあるが、生協は、葬祭・保1換、班
別セット、倉庫などの業務を関連会社とし
て有する点で他と類比しえない特性を持っ
てぃる。また、全国展開したダイエー等の
大スーパーだけでなく、相鉄口ーゼン、東

などは、通常の大規模小売業と共通する業
務である。かながわ・しずおかの場合、買
い付け関係の諸業務はユーコープ事業連合
に集中してぃるが、それを除けば、ここま
での点で、生協力叫寺に他のスーパーなどと
異なるわけではない。百貨店や大型スーパ
ーでは、テナント,委託仕入れ・派造店員
など、外部の販売業者が多数、店舗内に入
り込んでおり、それに関連する業務が無視
しえぬ比率で存在するが、生協の場合、大
型.超大型の店舗が成功しなかったことも

に

(商品・店舗関係の諸業1制に収まって

第五に、共同購入であれ、店舗展開であ

る。つまり、入職後ただちに、生協正規職

れ、組合員組織が基礎であるが、こうした

員は他の百貨店・スーパーにはない特殊な

組織・活動関係のもろもろの業務も、他の

仕事を経験しているのだ。この点は、すぐ

小売業にはまず見られない生協に独特の、

後でもう一度振り返るが、まずは、その後
・37・
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どのような仕事を経験することになるか検

ーパーの正社員よりはるかに多様な業態を

討'してみよう。

経験し、多様な職務を担うことが理解でき
よう。しかも、正規職員の経験するどの職
場にも、ほぽ例外なくパート、アルバイト

共同購入で2年間の経験を積んだ後、
「本人の適性・希望を基に」して、共同購
者に分かれる。共同噛入に残った者は、さ

パート.アルバイトの異動はかなり卸孫勺さ

らに数年後に主任からエリア,マネージャ

れてぃるから、彼女たちのなかには複数の

ーに昇進するコースと、店舗(基本は農産

研修)に異動し」、結局、共同購入に残っ

仕事の領域を経験しない者がほとんどであ
るが、正規職員はどこヘ移っても、その場
所のパート・アルバイトと分担しながら仕
事をこなし、さらに中堅以上になれぱ、そ
の職場のパート・アルバイト・ジヨイント

てどのコースに分かれても、定年までを共

メイトなどを管理・教育・指導することま

伺購入で働くことはありえず、店長ヘ、あ

で期待されるようになる。

主任研修)に異動するコースに分かれる。
共同購入で「エリア・マネージャーになっ
た職員は、その後基本として店舗(副店長

以上より、生協正規職員の仕事の広がり

るいは「現場経験を活かして本部等ヘ」配

経験した後、店長あるいは現場経験を活か

が理解されたと思うが、この領域は即年代
後半以降の業務の多様化(外側ヘの雇用の
多様化)によって、さらに拡大したのであ
る。さすがに、「キャリアパス原則」で
は、工場ヘ異動した者は基本的に生産物流
内を移ることとされているが、諸関連会社
の業務内容は「生産物流」の一語で片付け

して本部スタッフ等」ヘ配転される。入職

られるほどに一様でも、単純でもない。し

2年後に工場ヘ移動した者は、その後、店

たがって、ここでも正規職員には、「異業

転されることになる。

入職後2年間、共同購入で働いた後に、
店舗ヘ異動した者は基本的に農産部門から
経験し、「その後、生鮮ラインの他の部門
およびドライラインの]部門を経験し、副

店長とな」る。 f副店長として複数店舗を

種」を否応なく経験させられる職業人生が
待ち構えているのである。生協の「キャリ
アパス」は、正規職員をみな総合的な管理
者に育成することを目的としているのだ

舗・共同購入ヘの異動もあるが、生産物流
内(の諸関連会社)でのキャリアパスを歩
むことが原則である注巧。
むろん、これは原則であって、実態がは
るかに場当たり的で、玉突き的に行われざ

が、そのことの問題性は本章4.・(3)で再論

るをえないのは、おそらく多くの企業で共

することにしよう。

でも、ほとんどの正規職員が、百貨店・ス
一弌二

②共同購入で体感される「生協」
こうして、正規職員は入職数年後にどこ

瑁吉一‑E^河ユ原則」にっいては、コーブかながわ

.雫Vぎ<

人事部Cさんより、 2000年2月22日の聴き取りの際に提

に移ろうが、多彩な仕事を経験するのだ

示されだ資料「人蕊諸制度の現状と今後の方向性につい
て」 11 12頁。

が、その経歴の最初の2年問が共同購入で
・ 36 ・

耐昔

^

加。共同購入に配属された新職が、組合員

う。共同購入が聆且合員との交流を経験す

と意味のある接し方をする余裕があると楽

るには最もふさわしく、新職にとって生協

観的に考えるべきではないだろう。

を体感するには適切な業態で」あるとの説
明部は、生協業務内容の最も特殊な部分が

③店舗経験の軽視

ここであると経営側も自覚して、新職員を

しかし、問題は共同購入での2年問に、

配置していることを表現している卸。確か

新たに生協に入った若い職員が生協という

に、配達は、組合員と生活の場所で接する

職場・仕事・組織と組合員をどのように体

最良の機会である。だが、汗勿理的条件よ

感しうるか、それを保障するさまざまな態

りも供給予算が優先し、個人単価が低いと

勢ができているかということに尽きるわけ

多くの班を回る必要がある。/結果として

ではない。正規職員のほぼ全員が共同購入

1班当たり5分のカミカゼ配達(荷下ろし

から経験し始める生協の職務経歴は、ほぼ

だけの配達)も余儀なくされる。/→昼休

全員が店舗から始める百貨店やスーパーの

みなし T伽Ch&GO!=遅い帰着時間=6心0

労働者たちのそれと、際立った相違を見せ

すぎの終礼」

註佃

というのが実態だとする

ている。員外利用が制限されている生協の

と、共同購入が新職にどのような「生協」

場合、店舗に来るのは不特定多数の「客」

を体感させているのか、些か不安を覚えざ

ではなく、やはり組合員である。共伺購入

るをえない。むろん、これは7年前の記述

の組合員と祠じ組合員なのだが、彼らは、

である。その後、顕著に改善されたかもし

共同購入のトラックから降りてくる職員に

れない。センターの設備面などには確かに

接するときと、店舗で職員に接するときで

良くなった面もあるだろう。だが、玲99年

は、おそらく全く異なる気分で接している

秋に実施されたアンケートでも、正規職員

だろう。店舗で汗まみれの兄ちゃんが段ポ

の定員とパート・アルバイト体制のそれぞ

ール箱をぼんぽん投げてよこしたら組合員

れが作業実態から見て適切かという質問に

ば憤慨するに違いない。共同購入なら、話

対して、共同購入正規職員は他の業態に比

す暇もないカミカゼ配達も、「忙しくてか

べて際立って不足感が強く、正規・パート

わいそうねえ」で済むかもしれないが、店

どちらについても、「不足している」と

舗で商品について、共済事業につぃて、そ

「少しきっい」の合計が7割に達し、「少

の他何であれ、職員に尋ねても、「カミカ

し余裕がある」という回答は皆無に等しい

ゼ的な」対応しかされなかったならば、同
じ組合員でも愛起、を尽かすかもしれない。

注17

もちろん、積み込み、配達などの重筋労働を朝から
夜姦で毎日続けるのは、若く元気なうちでなければっと
薮らないという現実的な事槽も考慮されているだろう。
注地

^

あることについて、すこし検討してみよ

艇頁。
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五月女博之「コープかながわにおける共同購入」ガ

ながわ生協労組・生協しずおか労組・CRI『人問らし
<・生協らしくはだらきかだを組みかえるーセ.バ混
成の9イニングー』 1994年、 47頁。

デパート店員のような恭しい対応は望まな

いにしても、適切な知識と、多少の話はで
きる余裕のある雰囲気は、店舗に来る組合

卿冒一ーー吾^協労組『生活実感.労働実感アンケー
ト』 2000年2月、 9頁。
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上で決定的に重要であると考えているが、
その点では店舗業態は軽視されていると言

員が当然、期待しうることである。職員は
いつも難しい顔をして裏と売り場を行った
り来たりするぱ力由で、ものを尋ねるきっ
かけすらないのは、店舗に期待されている

唯

,%C‑"
、、^、J、J

一定の期問と経験を要する職場です。共同
購入業態で会得した対組合員ヘの感覚を活
かしっつ、店舗業務の実務を身に付けま
す」迦というのが、共同購入から店舗ヘの
異動にっいての説明である。注意深く読ん
でみよう。店舗業務で磨くことが期待され

の問題として論じられてきたのは、ーつは

多様化に伴って発生した労働者間の格差、
殊に正規とパートの問の「セ、パ格差問
題」、ときにはパート内部の「パ・パ格
差」の問題である。他のーつは、外側ヘの

多様化以前に単協で形成された雇用・労働

リ、売り場を作り上げたりする」能力では
あるが、「ヌ"且合員ヘの感覚」は既に共同
購入で形成されているのであって、店舗で
新たにこの感覚を磨き直すことは、字面の
上では表現されていない。実態としての

樹セ・パ格差問題
①問題の根拠

正規とパートの格差は生協に固有の問題
婚女性の安く、供給に制約の少ない労働力
を利用して、そうでなかったならぱ実現し

ぎないのだが、実際のキャリアパスが共同

得なかった組合員利益を実現したのであ

購入から始める原則であるということは、
店舗における組合員とのっき合い方が独自
の意味を持っことだとは考えられていない
ことを、示してぃると解釈できょう。私
は、入職後、最初の数年問に何を経験する
かは職員の能力・感覚・気質などを形作る

"真。

は、処遇格差是正要求の正当性に現実的な

働になったのだが、早くも1970年代初頭に

根拠を与えた。しかも、 1970 80年代に

は時間給増額要求や一時金の七・パ格差問

パート比率は高まり、パート労働者の要求

題が議論されている。生協におけるパート

と不満を集約・表出する回路も、パート懇

労働の歴史は、業務と職務の分析を踏まえ

談会からパート労組ヘと着実に成長し、正

て、パートの仕事の範囲が明確に区分され

規労組との合併後も、パート部会の要求の

た中で展開してきたわけではない。当初、

影郷力は少しも減じなかった。パートの戦

パートの職務は裏方ないし補助業務に限定

力化・パート職務の高度化とパート比率の

されており、レジは担当しないこととされ

増大を背景に戦うパートと、若い頃は肉体

ていたものの、憾鞘炎問題でセ・パ間の職

労働で、中堅以上はより管理的な労働で酷

務区分はいとも簡単に取り払われてしまっ

使され、相対的に物わかりの良い正規労組

た。この事例が物語るように、区分はあっ

員という、対照的な姿を生み出したのであ

てもそれは流動的で不鮮明であった。1980

る。

年代の小型店展開の過程でも、セ・パの職

さらにパートの戦力化は、セ・パの問だ

務区分は著しく流動化し、さまざまな混乱

けに問題を発生させたのではなく、パート

と軌櫟を生み出した(本節(3)一②'③参

内部にも格差を生みだしてきた。しかも、

照)。こうして1970年代から 1990年頃に

それは、単に処遇格差の問題として現象し

いたるまで、同じ職場でついこのあいだま

ているだけでなく、職場で正規職員と同じ

で正規職員の行っていた仕事を次々とパー

ような管理的な職務を遂行するキャリア

ト職員が担うようになったのだから、詞一

パートと一般パートの間のさまざまな摩擦

労働に異なる賃金が支払われていることに

や軌蝶としても現れているのである。しか

否応なく気付かされ、処遇の差に不満を覚

も、キャリア・パートは数的にはパート全

えるのが当然だったのである。こうしたな

体の中でも、職場のパート労働者の中でも

し崩しで状況対応的なレ{ート戦力化」を

少数派だし、一般パートは正規職員に言え

繰り返すことは、セ・パ格差問題を発生さ

ない不満をキャリア・パートに噴出させる

せ続けざるをえなかったと言えよう。

ことができる。こうして、セ・パ格差問題

②奇妙な特徴

職務分析をともなわないパート戦力化)

ところが、このセ・パ格差問題はその

が、パート内部にも問題を生み出してき

後、少なくともかながわでは、次のように

た。

奇妙な特徴をも帯びるようになった。パー
ト戦力化は、パートの仕事を高度化してき

︑︑︑︑︑︑ノ.プニ
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とで、彼女たちの活動は生協における賃労

③棚上げにされた理念

たのだが、その結果、仕事の内容という点

以上概観してきたように、セ・パ格差問

では正規との格差は縮小した。少なくと

題といってもさまざまな様相を示すのだ

J
0

.',ξ'ミ野

忍σ、π聶霜テ^制度の現状と今後の万向性にっいて」

も、当事者にはそう感じられた。このこと

をもたらしたのと同じ原因(=無定見で、

︑︑︑︑

る。特に1970年代前半の急、成長期の店舗展
開も、生協規制強化後の小型店展開も、パ
ト労働力なしには不可能なことであっ
た。また、 1980年代末の採用困難期もパー
トを活用することで乗り切ったのである。
セ.ノ井各差問題の発生はこうした過程のほ
とんど必然的掃結であったように思われ

J一ミ,'ト制椣︑入︑寒1.εン︑イ,,︑当

ではない。生協も他の使用者と同様に、既

窪.︑為i野陛

は正規職員問題」を素描する。

鷲
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条件の枠とは異なる条件の下に働く労働者
が発生してしまった独自条件問題であり、
それは通常、組合の規制力の及ぱない未組
織問題とも重なっていた。さらに、本章は
「雇用形態の多様化」と密接に関係する問
題として、「もうーつのセ・ノ岬占題あるい

てぃるのは、「集団をマネジメントした

藹

'ιヅ︑4耳江"︑︑ψι︑二νイ"︑ビ^︾i田"L

「雇用形態の多様化」にっいて労働組合

互ふtlj
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したり、売り場を作り上げたりする上では

「カミカゼ配達」ではなく、理想的な共同
購入の職務状態で会得Lた対組合員感覚で
あったとしても、それが店舗における対組
合員感覚と同一であって良いはずはないと
考えるのだが、この文書からはその点を読
み取ることは困難である。この文書だけな
ら、ほとんどは筆者の「揚げ足取り」に過

,"ノ

ダ

4.多様化という問題

る。元気で有能な組合員に報酬を支払うこ

、ψ

いうるのではないか。

職員の働き方ではないだろう。

「店舗業務は一定の集団をマネジメント

女・
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倫理的な優位性を一貫して維持しながら、

まま、あまりにも長い期間を空費して L

長期的な戦略と具体的な戦術をも0て経営

まったことではないだろうか。 1981年にパ

側を追い詰め続けてきたようには見えな

トが正式に「パート職員」という呼称に

い。大した調査もせず、個々の局面におけ

なってから、パートと正規との相違は、

る当事者たちの苦労や微妙な意志決定の過

「勤務時問の長さ」(と異動)だけで、上

程を追体験したのでもなく申し上げること
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が、最大の問題は、理念と現実が飛離した
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下関係ではなく、役割分担する仲問・同じ

だから、割り引いて受け止めていただくほ

職員という言説が労使双方によって公式に

かはないが、はたから見ていると、 20年間
続いたこうした関係は、暗黙の馴れ合い・

ては超先進的であった。パート労働法が制

死れ合いである。理念と現実の両方が手つ

定されたのが1993年、丘0175号(パー

かずのまま、理念の側から現実を批判すれ
いうことが繰り返されてきたのである。

念は、文言だけを見るなら、現在でも通用

働・男女格差の現実はそれほどに重いが、

する、それどころか最近ますます脚光を浴

それでは、主体的に何も変えることができ

びつつある考え方であるといっても差し支

ない。違いは勤務時間だけで同じ職員とい

えなし、。

う綺麗事は、いまや素朴すぎるが、しか

存在するさまざまな格差は是正されなけれ

の具体的な戦術を、労使がそれぞれ持つな

ぱならないということになるだろう。横浜

ら、かながわの労使関係はもう少し緊張感

生協とパート懇談会以来の、パート労働者

を、労使の問の緊張感だけでなく、理念と

側の要求と労使関係については次章が詳論

現実の狭問を進む緊張感をも、ともなうも

しているから、本章はこれ以上立ち入らな

のに変わるのではないだろうか。現在、日

いが、次の点だけは指摘しておきたい。生

本経済の状態は最悪を更新中だし、生協も

協経営者は、既婚女性の安い労働力をさん

事業が停滞し、大きな^破綻する可能性

ざん利用し尽くしながら、「同じ職員」と

も否定できないような^転換期にさしか

いう綺麗事を並ベ、しかも格差批判に対し

かっているから、具体的な処遇格差改善を

ては「それでも、かながわのパートは世間

短期的に実現するのは困難かもしれない。

相場よりは高い」という姑窟、な逃げに終始

かながわの経営者は、「セ・パの理念とは

してきた。労組の側も、協同組合の「平

別に、日本の現状での生協の位置付けも見

等'友愛」の理念を掲げて、格差批判には

て、パート労働の処遇を見直す時期に来て
・42・

今はやむなく下げざるをえないと提案する

第一が原型で、単協がこれに分類され

にしても、長期的にどうするのかという姿

る。正規職員のほかに、 8種類のパート職

勢が欠けているのではないだろうか。

員、若干の嘱託職員、および個人・関連会

20年前に、綺麗な理念を認めたときは、

ネ士・ワーカーズ・コーフ゜(愛コーフ゜、キュ

それほどの重さを自覚していなかったかも

ービツク)への委託によって、業務が遂行

しれない。パートの戦力化を進めていく上

されている。正規職員、一般パート職員

で、半ば口から出任せで美しいことを言っ

(2 ケ月:71契約、継続:72契約)、およ

では児戯に等しいが、現実とは別だから祭

約)・学生アルバイト(82契約)は未組織

り上げておくというのはせこい大人の悪知

である。第二は同一条件型で、ユーコープ

恵であろう。生協では神棚に祭り上げられ

事業連合と、コープフーズ、コープシステ

て挨をかぶっている間に、その理念はあち

ムズ、コープカタログ、コープファイナン

こちで人々に注目され、たとえぱ「男女共

ス、コープディリー、コープ総合葬祭の各

同参画社会」の構想、という形をとって、新

社がここに分類されるだろう。ユーコープ

たな生命力を与えられている。いまさら捨

正規職員とこれら各社の正社員は単協から

てたら、格好悪いこと甚だしい。時代に逆

出向した正規職員である。パート職員は事

行するだけでなく、人件費的な観点から簡

業連合あるいは関連会社に雇われている

単に捨ててしまえる陣呈い」理念であった

が、元来は単協からの移籍であり、それゆ

ことが露わになってしまうからだ。この点

え単協における8種類のパート職員と同一

では、経営者を格好良くする責任は相当程

の契約下にある。労組による組織状況も単

度、労組にもあると思う。

協と伺様である。第三類型が独自条件型

、生

、1'

、土

雄

泌

ヅ0女牙︑交ゞξX三.W1''"︑

実を理念に近づける長期的な戦略と、当面

つ。

ンシ.ツプであり、登録パート(81契

︑0︑ーヰノy4^Yjイノミ

は、明らかに正当化されえないし、現実に

止めのない無規律化が進行するであろう。

実現し得ないからといって捨ててしまうの

ー,゛一︑︑︑男4野ゾXソノモ"

る上では、やはり大切な理念であろう。現

出されてきたかを事業所別に整理してみよ

5等級監督職:93契約)についてはユニオ

ノ'X疹ダ4︑

差は、少なくともコープかながわにおいて

る条件低下による生き残り策に堕落し、歯

てきた大切な理念である。それが容易には

fシ︑︑ン︑y,

1 ーノf<︑

し、将来の人の暮らし方と働き方を展望す

て、どのような雇用・労働条件の型が生み

専門職:74契約、 4等級監督職:92契約、

.身゛.文

一︑.ノ︑閏

この理念に照らすなら、セ・パの処遇格

も、かつての理念を棚上げにしたら、単な

し、それは20年間まがりなりにも継承され

芋

叫.

祭り上げてしまう)のは簡単だし、女性労

れが独拘条件型であるが、多様化によっ

びキャリアパート職員(専任職:73契約、

羊1

年代後半以降に属する。20年前の生協の理

いる」都とすら言明しているが、その場合

てしまったのかもしれないとも思う。しか

ノ︑ノ︑︺︑︑ノ.ノ︑ノノ

ここで、理念を捨てる(あるいは神棚に

ン1

V',.︑尋

事件)や学説の積み重ねはほとんどが1990

夕,
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めぐる判例締斤白砂電機事件、丸子警報器
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ぱ、批判された側は現実の重さで応えると

くι1
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ト)条約が1994年、セ・パ格差の違法性を

ぎぢ、告
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承認、されてきた。これは20年前の言説とし

^Y匡

^

で、コープデリパ'リー、コープ水産、グリ

②独自条件・未組織問題

ーンピアがここに含まれる。これら三社に

①事業所別の雇用形態類型

も単協から出向している正規職員がおり、

雇用形態が外側ヘ多様化する中で、従来

彼らは単恊と同一の条件で処遇されてぃる

とは異なる雇用・労働条件が発生した。こ

が、そのほ力斗こデリハ'リーと水産では直雇
用・独自条件の正社員がおり、また三社と

肱一一Ξフニラ^わ経営者Bさんからの聴き取り(2000
年1月20日)

も独自条件でパート・アルバイトを採用し

0
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ている。現在では、Ξ社のうちデリバリ

イックは、元来は配送管理会社として1989

の業務範囲なのだが、生鮮品も朝の開店時

の直雇用正社員とパート労働者は労組の組

年12月に設立された。生協の配送管理をー

から当日付け商品を供給するために深夜作

このように、次々と新しい業務を押し付

織対象となっているが任意加盟(オープン

元化することが設立の目的であったが、

業が必要となった。しかし、フーズは同一

けられ、また変更されることは、ーつの企

ショップ)のため組織率は低い。第四が零

きっかけとなったのは、それまで配送を委

条件・ユニオンショップで制約されている

業にとって決して櫨全なことではない。慣

細企業型で、コープ低公害車開発とC則

託してぃた協力企業のうちA社の労務状況

ため、独自条件・未組織のデリバリーが手

れない仕事で収益を上げるために無理を重

が、ここに入る。いずれも、従来、労組に

が不安定になり、延着・誤配・欠品などが

軽に使われることとなったのだ。当初フー

ねれば、労災の危険性もそれだけ高まる。

よって問題視されたことも、調査されたこ

頻発したことにある。そこで、協力企業と

ズ瀬谷工場で、さらに海老名工場にも、デ

デリバリーのこうした性格は、独自条件に

ともなく、実態はほとんど知られていな

共同出資して伺社を設立し、一元管理とい

リハ'リーによる深夜作業受託が行われるよ

起因してはいるが、労組も正社員につぃて

い。 CR1について断片的な情報から推測す

う名目が成立するようになったのだ。コー

うになった。昼問は当然、フーズの正社員

は独磨条件のものも含めて組織化の努力を

るなら以下のとおりである。同社にも単協

プデリバリーに改名後の同社の営業実態

とパートの担当だから、デリバリーに委託

続け、規制力を及ぽしうるほどに成果を上

から正規職員が出向し、研究調査活動の中

は、配送の管理だけでなく、配送業務その

されたのは深夜シフトのみである。しか

げてはいる。ところがデリバリーは、こう

軸的な働きをしている。それ以外に、パー

ものも担うことになった。トラック運転手

し、瀬谷の深夜作業は、フーズとの問の委

なると、独自条件でも正社員採用を控え、

ト・アルバイトと思われる研究員と事務員

など、生協の通常業務と著しく異なる業務

託単価交渉が不調だったため1999年から、

パートとアルバイトに切り替えてきた鄭。

がおり、その就労形態や職務内容からも独

を担い、協力企業と共伺で設立したから、

外部業者に委託されることとなった。ま

未組織であるがゆえに、彼らの仕事の内容

自条件によるものと思われる。さらに同社

その正社員は全員コープからの出向という

た、かつては、同社インストア事業部が店

や労働条件が変わり、その事業所が改廃さ

業務のかなりの部分は、労組役員や大学

わけにはゆかなかったし、デイリー、フー

舗の水産関係の一部を担当していたが、羽

れても、協議・交渉の対象とはならず、労

研究機関等の研究者に担われている。彼ら

ズ、システムズなどで確認、されていた同一

年のコープ水産設立時に営業譲渡された。

組の規制力は及びがたい。こうした「生協

はCR1に雇用されているわけではないか

条件の原則を維持することも困難であっ

J

7

0

ら、個人としてその業務の一部を委託して

ここでも、問題を生み出したおおもと

いるものと思われるが、委託関係はきわめ

J

は、状況対応的な経営政策であった。デリ

て不明朗かつ不明暸である。

︑武武゛'

バリーの問題は、しかし、こうした出発点
にとどまるわけではない。設立後、同社は

②独自条件・未組織問題の根拠ーニープテ

システムズから、倉庫内作業の一部を受託

リバリーの事例一

一1

なし、。

注22

このほかにも、瀬谷工場(フーズ、シス

的」ではない労働者でも生協の仕事はでき

テムズ)の機械保全の一括受託や個配事業

ることが、コープデリバリーのさまざまな

の一部受託など、同社の業務内容はほとん

新規業務を通じて実証されたのだが、同社

ど無秩序・無関連に拡大し、そのあるもの

での非外部化の経験は、皮肉なことに外部

は短期間で失っている。個配が急、拡大した

化(最近はやりの「アウトソーシング」)

当初、生恊はジョイントメイト(組合員ヘ

への道を開いたことになる。つまり、コー

の個人委託)という便法を編み出したが、

プデリバリーは、外部の民問企業と同様

業務の不安定性が払拭しえないため、デリ

に、労組に制約されずに便利に何にでも使

独自条件型においては、正社員の一部お

し、それは主たる事業内容のーつにまで拡

よびパート・アルバイトの全部が独自の条

大した。いずれも件勿流」関連の業務とは

ハ'リーに個配事業課を作らせて担当させ

える企業である。何か新規業務が発生すれ

件の下に、各社に雇用されているのだが、

いえ、配送管理、トラック運送、倉庫保

た。デリバリーでは主にアルバイトをこの

ばデリバリーに担当させてみて、その単価

こうした労働者は労組から見ると未組織の

管、構内での仕分けなど、それだけでも充

事業に当てたが、やはり継続性が乏しく、

が高くなれば外部業者に委託するという無

まま放置された領域でもあるから、労組規

分に多様な業務を、伺社は担わされてきた

外部ヘの再委託などで補わぎるをえない状

定見な経営政策に馴弄され、またその尻拭

制力の及びにくい独自条件が存在している

のだ。その便利屋的な性格はその後も拡大

況にあり、将来的には、個配全体が単協か

理Z、‑5^斤リーにっいては、小野寺勇「協同組合

ことと、未組織問題とが重なって問題状況

してぃる。農産・畜産・水産物の加工およ

ら外部業者に委託される可能性も否定でき

を形成している。

び調理もその重要な事業であり、農産につ

の分化」かながわ生協労組・生協しずおガ労組・CRI
rつくりだそうあだらしい働きかたと労働組合を一21
正規の生協労働組合の仮題と展望に関する研究第1期中
問報告一J W92年、およびかながわ生協労組励委員長J
さんからの聴き取り(2000年6月5日)による。

コープデリバリーの前身コープロジステ

(分解、調理、パック詰め)は元来フーズ
・ 44 ・
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能の一部まで担っている。肉・魚の加工

゛トゞ

どのようにして生み出されたのだろうか。

写よよ=ー'{ーーヨ

いてはパック詰め等だけでなく、商品部機

では、こうした独自条件・未組織問題は

゛

注卯

独自条件正社員のトラツク運転手や庫内作業員は
1990年代半ばから採用されず、アルバイトが大半を占め
るようになコている。
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構成比が、さらには生協の水産部門全体が

いをしてきたのがデリバリーなのである。

じり貧状態に陥り、品揃えも悪くなってし
切れ後)にも鮮魚、を購入できるし、さらに

直営として古くから行われてきたし、現在

るが、加工度の低い状態での供給は敬遠さ

もある。それにもかかわらず、単協とは異

れるのである。

J︑

きるのが、生協やスーパーのメリットであ

J,︑ノ︑ノ︑

ある。水産閧係のインストア事業は単協の

物・貝類などを除くと、大型の魚は切り身

多数の組合員に対応するためには、加工度

でパック詰め、アジ・イワシ・イサキ・サ

を高めれは1いのだ。アジやイサキのお造

ヨリ・イカなど小型の魚、はそのまま数尾ず

りなら、多少高くても組合員は買って行く

つパツク詰めして、供給されていた。町の

であろう。こうすれぱ、付加価値を高め、

鮮魚店なら、イカやイサキのような小型品

売価も上げられるし、水産構成比も上が

でも、鱗を落とし、ワ夕を抜き、おろして

る。ただ、単協直営では人件賓の圧迫を受

くれるが、生協で購入したらそれを自宅で

けてしまうから、独自条件で水産経験者と

しなけれぱならない。日本の魚食文化は中

パートを雇うことにならざるをえない。コ

高年層も含めて確実に衰退過程にあり、魚

ープ水産も仕入れは、独自ルートではな

の調理は、最終的な味付けと加熱しか行わ

ー'J1ー'ーーξミ毛iーニーーΞ1毛1ξ{ーー

ばくのは嫌だという、魚食文化衰退測の大

,tゞサノゞ

が作用している。生協で扱う水産品は、干

︑︑

し、輸入肉より安心できる)が、自分でさ

︑︑＼1t

なけれぱならないのには、次のような事情

ウトソーシングによって生協の業務にも、

など)とともに、花升生産の協同組合との

その不安定性が伝染する畏れもある。そう

連帯事業であることが、独自条件パートに

なったら、またもや、デリバリーが尻拭い

依存する原因と考えられる。

をさせられるのだろうか。設立から10年以
て活躍してきたデリバリーを、明瞭にそう

以上、独自条件・未組織問題とは、労組

位置付けるのなら、それはーつの見識かも

にとっては独自条件でも組織化に乗り出せ

しれないが、それならば、そうした役割に

ば、協議・交渉事項とすることができるか

応じたさまざまな措置と手当が必要であろ

ら、これまでの労1吏慣行の中の問題に転換

うし、その不安定な労働条件はやはり協

することができる。さらに、独肉条件の問

議・交渉事項とすべきであろう。

題としては認識されていなかったが、一貫
して未組織のまま放置されてきた登録パー

(3)「もうーつのセ・パ問題」から

ト・学生アルバイトも組織化対象として残

①命名されてこなかった問題

されている。したがって、検討すべきなの

上で概観したのは、これまでも論じられ

は、組織化してどこが良くなりうるか、逆

てきた「雇用形態の多様化」問題である。

に組織化して労組規制力が及ぶことによっ

しかし、生協には、もうーつの多様化問題

て、外部委託が進んでしまうことをどう考

がある。それは、もうーつの「セ'パ問

く、ユーコープを通じており、単恊直営の

えるかということであろう。近年、議論さ

題」でもある。端的に表現すれば、店舗や

ない、あるいはお造りを買ってきて食ベる

水産と同じだから、差は加工度を高めるた

れている「地域別・産別的生協労働運動」

センターでの正規職員、殊に店長・センタ

だけという家庭が過半を占めてぃるし、ア

めの手問暇に人件費の面で耐えうるか否か

の構恕、は、こうした外部化(言い換えれ

一長とパート職員の問の軌蝶や相互不信で

ジやイサキがいかに小型とはいえ 5尾パッ

の一点にかかっている。このように、独自

ぱ、生協労働の空洞イ田ヘ対応、しようとす

ある。現象的には労組員の間に発生してぃ

ク詰めされていると一度に消登しきれない

条件でのインストア水産事業は、組合員の

るものであるとも考えられるが、外側に広

るが、労組に主たる原因があるとは考えら

小世帯も増えている。単協の職員は人件登

需要に対応した合理性をもっており、経営

範に存在する未組織領域の課題は、逆に、

れない。かといって、当該個人の性格・資

が高いため、手間暇のいらない(加工度の

的にも成功している。独自条件とはいえ同

内側に放置されてきた未組織領域の課題を

質に帰すべき問題でもない。それほど例外

低い)状態で供給せざるをえないが、付加

業の相場を下回っているわけではない(こ

あらためて浮かび上がらせることになるの

的な現象ではなく、あちこちに共通に見ら

価値も低いからロス高を下げることが決定

の点はデリバリーのもろもろの事業も同

ではないだろうか。

れるからだ。この「もうーつのセ・パ問

的に重要となり、結局、その日のうちに売

様)汝'。こうしたことが判明してから、イ

り切るため売価を下げるという、独特の売

ンストア水産事業をデリバリーから切り離

無定見な「自前主義」をかなぐり捨てて、

労組にとっては、上の問題群よりも深刻か

り方が支配的になってしまうのだ。ところ

し、独立の会社にしたと言えるから、デリ

時流の「アウトソーシング」によって活路

もしれない。

が、夕方慌てて来店した組合員にとって、

バリーはここでも、新規業務の実験台的な

が開ける可能性に期待しているようである

四、

謬

雇用はきわめて不安定化しているから、ア

務内容の特殊性(花并・植木の生産と販売

④未組織問題と社会的規制

雫f

写

魚は食ベたい(ヘルシーで、おいしい

^

上を便利屋あるいは業務変動の緩衝器とし

;V︑

寛鞭欝捗獣毅

なる雇用・労働条件で、水産事業が営まれ

1、、

^

泌。むろん長い不況を経て、企業の経営と

グリーンピアにっいては未調査だが、業

︑閏ノ︑ノ゛ー゛︑︑ξ}1

付随して必要な食材もすべて一度に入手で

ー">耳チ︑

ーの水産事業部を独立させてできた会社で

役割を果たしたことになる。

Yく一とノノ

コープ水産は、上述のように、デリバリ

1立

Yヲー

まう。町の鮮魚店の閉店後(あるいは売り

③口ープ水産の事例

女気J心'︑︑捻ゞ,/C倉JJ4νサイJιCン

1傑器蒲笹

^

'ーー

題」は労組内にも持ち込まれているから、

ところが、この問題は、何が原因なの

覆デ爾覇Ξ子^さんからの聴き取り、およびコーフ'し

ノ4

ものは買いづらい。こうして、店舗の水産

涯広一原IE;^上産にっいては、同社経営者Kさんから

ーノ.王116

いかに値下げされていても、加工度の低い

かながわもしずおかも経営側は、従来の

ずおか経営者Lさんからの聴き取り(2000年7月3日)

の聴き取りによる。

による。

・ 46 ・
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か、問題の本質は何であるか、ほとんど知

る異例のアンケート調査を行った汝'。退職

られてぃない。労組の中でも感づかれては

理由として用意された27の選択肢のうち、

いたようだが、明確な名を与えられていた

給与・昇給ヘの不満はほとんどなく化

わけではないようである。それだけに厄介

%)、「[ほかι司条件のよい仕事が見つ

でもある。つまり、問題として認i哉されて

かった」も7%に過ぎず、バブル末期に特

いないという意味で、まだ「問題」にすら

有の事情が強く反映しているわけではな

なってぃないから、解法を模索する段階で

かった。単独で首位の理由は「体調をこわ

もない。この研究会も、当初、この問題を

した」(29%)、 2位が「仕事がきつい」

独立の項目として設定することはできな

(17%)であった。この二つに、「引っ越

かった。調査を進め、討論を何度も繰り返

し」、陣云勤」、「病人の介護」、「子供

したあげくに、多くの者がおぽろげにでは

の教育」を合計すれぱ、退職の65%はこう

あるが、どうやら祠じ問題を語ろうとして

した個人的事情が関わっていることにな

いるらしいことに気付いたが、今回の報告

る。ただし、この質問は複数選択可であっ

書でも、充分に論ずることのできる領域で

たから、他の理由も見る必要がある。勤務

はない。本来なら追加調査をすべきところ

日・勤務時間帯等ヘの不満は合計すると27

だが、それは別の課題とせざるをえない。

%で、これも決して無視できないのだが、
圧倒的な重さをもっていたのが上司の問題

この問題は、したがって、「賃金・時

C シL三︑人厶玉︑ J ︑︑J︑ゞづノ/ノ︑︑゛メ﹂,÷こノ︑゛︑︑︑︑ヘ︑゛︑︑゛Y︑︑︑︑︑︑︑{︑︑︑︑,

<倉一1
無

'土

狗由記入榔の内容を見ると、退職者の不

は働きにくい」)。こうした回答を見る

満のありかがもう少し明瞭になる。上司

と、あたかも、チーフパート・古参パート

正規職員ヘの不満(上司が変わるたびに作

が「お局さま」とLて職場を専横に仕切っ

業内容が変わる、上司が指示を出さない、

ているという像ができてしまうから、チー

上司・正規職員がきちんと教育されていな

フパート側の回答も見てみよう。

い、教えかたや人の使い方がなってない、
上司の態度が横暴、店長にいじめられた、

③チーフパート制の陰画

人問性に欠ける等々)はもちろん多く、第

「必要な時には能力を100%も200%も

Ξ者の目で読んでも暗浩たる気分にさせら

発揮させて優秀だ!優秀だと、おだてあ

れる記述に満ち溢れているが、この自由記

げ、あげくに昨日や今日初めて店舗に配属

入からは、上に紹介した退職理由の選択肢

になった職員(まして"ヤル気あるのこの

回答だけでは表現されていなかった問題が

人"といった感じの職員さん)の目の前

浮かび上がる。まず、チーフパート職員ヘ

で、"おまえ(職員さん)の仕事は10円

の不満である(「チーフパートが意地悪で

だ、 00さん(チーワパート)の仕事は

一緒に入った人と比ベるとすごくえこひい

100円だ"、"おまえなんか仕事が出来な

きをした。私が仕事で失敗するとすぐにど

いじゃあないか"と、まくし立てる指遵担

なり散らした(人前でどなる)」、「教育

当。店長に対してもこんな感じ。私はいや

﹂瑞g^︑゛之'シ叉

(「上司が変わるとやり方が変わりいやに

は先輩のチーフパートさんカソ{ートさんま

ーな気分でそれを聞きながら、これはどう

「教育・訓練』、「人事査定や評価」、

なった」、「上司の扱いが雑で働く意欲を

かせなので、感情的な面が多く、気持ちが

いう事なのかしら?と,思って居りました

「職場の人間関係」など、従来の概念で簡

なくした」、「上司のえこひいきがあ

晴れなかった」、「チーフパートになる

が、今恕、うとなんと職員のヤル気を出させ

単に括ることができない。その、どれにも

る」、「上司に人間的魅力がない」、「上

[人は]、上司の一存でなくパート仲問に

るため!おしりをたたくための道具に[チ

関わるが、そのどれかではない。そこで、

司が人問関係を良くする努力をしなかっ

信頼できる人がりーダー(チーフパート)

ーフパートである自分は]使われていたの

ここでは、群盲象を撫でるように、いくつ

た」、以上合計で47%)と、職場の人問関

になってほしい。チーフパートとうまくい

です。/これでは職員は私にサカウラミす

かの面から素描を重ねてみることにしよ

係の問題(「人間閧係に疲れた」、「職場

かなかった」)。しかも、それは正規職員

ると思う、そんな調子で、ひっかきまわす

つ0

にいやな人がいたから」、「お互いばらぱ

上司の問題と複合して表れる(「具体的に

だけひっかきまわす指導担当!!店にやって

らだった」、以上合計で30%)である。退

ーつーつは書けませんが、人問性を欠いた

来ては"問題点を出せ出せ"とまくした

職者の4分の3以上が上司・職場人問関係

チーフパート、[その]チーフパートの指

て、私が口を開けば自分の意にそわぬの

1980年代末のパート退職率の急増は、現

に不満を抱えて辞めたことになるのだ。

示のもとに動く店長のもとではよい業務は

か、どなりたて、こちらは"物言えぱくち

在まで続く「もうーつのセ・パ問題」の露

「生協で働いて良かったとおもったこと」

出来なかった」、「店長はチーフパートの

びるさむじ'/[中略]指導担当は私に、

頭であった。「採用一退職→チラシ募集」

では、「上司が丁寧に仕事を教えてくれ

言いなりで底辺で働いている私の気持ちな

店長や主任に仕事の指示をしろと言いまし

の悪循環からパート募集費が急増しただけ

た」はわずか7 %であるのに対して、「人

ど全然理解していない」、「店長、副店長

た。また次に来て、まだやっていないのか

でなく、退職者のあまりの多さに驚暢した

間関係が良かった」は30%あるから、退職

にもっと権限をもたせ、労働条件をよくし

(指示)。また次に来ては、まだやってい

コープかながわは、 1990年2月から 3月に

者による上司の評価は良くない。

丁寧に仕事を教えてくれる職場になって欲

ないのか?と、どなりたてました。指導担

窪琵一一Ξτ^わ「90年2 3月に実施しだ退職しだ

しい。チーフパートさんや古参のパートさ

当が、どなると怖いです。本当にこわかっ

パート職員の『退職理由のアンケート』の結果につい

んは店長の言うことも聞かない状況で新人

た。(なみだを、ぐっとこらえてくちびる

②問題の露頭一四90年退職パート調査一

かけて、退職パート職員に退職理由を尋ね

て」伯90年。
・ 48 ・
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て、異常な指導を行ったのだ。

がいたくなった)。[中略]そして、バツ

強い信頼感をもっていた正規労組からの斡

し、店長とは]日中何も口をきかないこと

/J、、

雄もあり、結局、この提案を受容したのだ

すらある」

エニノ.ナ

が浦、その後の事態は、危倶が現実化した

令関係の混乱・幅襲は表明されなかった。

ことを示している。しかも、それは、単に

さすがに、その点は改善されたのかもしれ

パート内部の問題としてではなく、正規職

ないし、あるいは、誰もが慣れて、不満と

員をも含む複雑な問題として露呈してし

して意識しなくなってしまったのかもしれ

まったのた。

ない。しかし、正規職員・店長層の能力ヘ

、、ノニ.X

9
2

こうした状況で、現場に実権を行使する

タリ指導担当が店に来なくなった。しっか

ことを期待されたチーフパートも、また、

りかきまぜ、整理もつかぬまま、店長、主

注
0

ただし、そこでは、指揮命

、〒十

で実績を積んだ私よりも主任の権限の方

識のみとなり、人問不信におちいった(自

が、男だから?強い。/[中m胡どうし

分があわれになった)」)、チーフパート

て、私がとつぜん店長や主任を指示して、

になることをそもそも跨踏してしまうだろ

他のパートさんがついて来てくれるのです

う。「チーフパート Rこなろうか]と思っ

か。[中W胡生協の職場だからきっと良い

たのですが、人問関係がむずかしそうだっ

職場だとしんじて入職し、とってもとって

たのでやめた」、「チーフパートの試験を

もガッバッて働いて来ましたが、民問企業

強制させるのがいや」といった回答は、チ

と何らかわりありませんでした。いかに女

ーフバートになったら、「チーフパート→

の人の能力を安く買うかを考えている。本

店長・副店長→主任→その他正規・パート

部、上司の求めてる以上や以外のことまで

職員」という異様な指揮命令関係に立って

ガンバリすぎる人間は、じゃまなのだと思

しまうと彼女たちが予想していることを示

いました[以下N旬」。

している。 88年から試験的に、 89年には本

ここに表明されている不満は直接的に

格的に開始された地区店長制とは、小型店

は、本部から来た指導担当ヘ向けられてい

の大量出店に対応、して、各店の正規職員店

る。店長や主任に指示を出せとチーフパー

長を省略することを意味したが、上述の異

トに執揃に要求するのは、確かに異常な指

様な指揮命令関係から、店長など正規職員

導のように思われる。だが、上に見た一般

を外側に救い出すことでもあった。だが、

パートのチーヲパートへの不満とも併せて

それに対する不安もこのアンケートでは表

解釈するなら、チーフパートもしくは古参

明されている。「地区店長制となり、パー

パートが店長・主任に指示を出し、店長

トだけで店を運営していく事に不安を感じ

主任がそれにしたがって動かなけれぱ、職

た。主婦パートだけでまかすには、チーフ

場が機能しないという実態が現にあったの

パートの人格が問題。よほどの人でないと

だと推測できる。あるいは、チーフパート

つぃてぃけないし、また、まとめていけな

が店長・主任の頭越しに現場の正規・パー

いと思う」。
パート労組は、 1984年にチーフパート制

出さないという実態や、チーフパートと店

を提案された際に、パート職員内部に命令

長・主任とが異なる指示を出すといった実

関係が入ることなどを危倶して反対論が強

態であったかもLれない。これらはいずれ

かった。ただ、パート内部にも、「より 責

も異常な事態である。不満の対象となった

任のある仕事」や、 6時問労働、処遇改善

指導担当は、こうした異常事態を前提にし

などに期待する声もあった。パート労組が

Jιξ).}

ト職員に指示を出し、店長・主任は指示を

④未解決の1990年代

︑
JJ

︑︑C身非斗々岻
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いと感じていることは、 80年代末の状況と

これらは1980年代末のことである。コー

大差ない。

プかながわは1991年には、人事部の憲法と

︑︑﹂︑︑゛"︑︑1一︑,︑ミ︑︑︑︑,︑ン︑ニ︑ご︑"}"︑︑,"︑:︑L ︑︑

ン＼

^

の不信感が強く、また人間関係が良好でな

一1

導入により、対上司、同僚に対して競争意

i.式ご''ン︑︑︑

亀

験の少ない主任がムキムキガンバル。今ま
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困惑せざるをえないし(「チーフパート制

ヂ

ノ

任、私の関係もうまくいかぬまま。店の経

、f

以上、見てきたのは、いずれもパート職

言われる「人事機能方針」を策定し、意識

員の不満である。 1980年代末の状況は、

調査(92年)、コミュニケーションオーデ

88 89年に退職したパート職員のうち、ア

イット(94年)などの調査、労組との協議

ンケート調査に回答した3割の方々の表明

も踏まえて、人事・教育面でさまざまな改

した不満をもとに推測したに過ぎない。そ

革を積み重ねてきた。それにもかかわら

こから、直ちに、「もうーつのセ・パ問

ず、上述の問題は本質的には解決されてい

題」が再構成できるわけではない。しか

ないようである。上のアンケート調査と比

し、後に見るように、 1993年、 99年の労

較可能な調査がその後ないため、ここでは

組によるアンケート調査でも、正規職員自

若干の聴き取りから推測してみよう。小型

身が教育・訓練のあり方に強い不満を抱

店チーフパートの 1さんは、「ストアチー

き、また自らの能力に不安を感じているこ

フの管理能力は高くなっているが、店長は

とは、明瞭に示されている。セ・パの問に

売り場や組合員を見ようとせず、頭の9割

摩擦・札蝶があるにもかかわらず、その点

は組織で占められている。指示は文書やマ

は、セ・パの双方が一致して表明している

ニュアルでしか来ないから、パートからは

のである。2000年に、この研究会が実施し

「口で話して」という要求が出ている。店

た聴き取り調査でも、この点は裏付けられ

長がストアチーフを掌握し得ないのは、小

る。ユーコープでバイヤーをつとめる正規

型店の店長同士の恬報交換や経験交流が少

職員Dさんによれば、「バイヤーの仕事の

なすぎるからではないだろうか」と語って

うち事務豹・定型的なことですら誰も教え

いる注餉。また、中型店のチーフパートをつ

てくれなかった」のであり、長時閻労働と

とめるHさんによれば、その店舗には「仕

徒手空拳(=「自己啓発」)でようやく仕

事を知らない正規職員ぱかりが来て悲しい

事がわかるようになったのだが、誰もがこ
のように自助努力で成功するわけではない

痘「雨^の聴き取り。
注28

窪苅一π畢璽^バートHさんからの聴き取り(2000年

小型店チーフパート 1さんからの聴ぎ取り(2000年
5月12日実'御。

5月12日実施)。
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も必要だが、管理され・指導される者たち

だろう。新たに経験する業態・職務では、

讓
1〒砥一

で60%)、パートでは不満度 6 位(4396)

⑥「自己啓発」の意味

「自己啓発」しようにも、何をどう勉強し

の行っている現場の実務に対する経験・知

て良いのかも判然とはしないのが普通であ

識や洞察力が求められることも言うまでも

の高い項目はあるのだが、正規の4位「1

いないが、かながわ労組の1999年アンケー

る。それゆえ、異動時の教育は、殊に生協

ない。正規職員は、そのどちらの面でも、

経営方針や事業計画」(61%)や、パート

トからは、やはり教育・訓練問題が未解決

のように業態の広い経営体では、きわめて

きわめて不充分な用意のままに、異動して

の4位「1経営方針や事業計画」(46%)

のまま放置されていると、考えることがで

重要なのだが、かながわ本部正規職員のE

行くのである。

のように、しずおかとかながわのあいだで

きる。「あなたが、残業をする理由は何で

大きな開きのある(10ポイント以上かなが

すか」という質問に対して、正規職員で

わの不満度が高い)項目と違って、「孝戈

は、「仕事量が多すぎる」、 f人員不

育・研修」に鬨する不満はほとんど差がな

足」、「イレギュラー」の 3 つで60 80%

い。つまり文化や環境の差が小さく、両者

を占めるが、気になるのは「肉己啓発」

にとって構造的に不満感の強い項目と考え

が、小型店では30%、大中型店、デリノW

、、ブ

さんが語るように、「異動時の教育はまっ

たく不備である」泌゜。彼らによれば、仕事

残念ながら同じ項目での調査がなされて

の項月である。もちろん、これより不満度

⑤教育・訓練の問題
ι゛ノー

のとに大別される。後者は、そうした能力

練と異動・配転に根ぎす問題のようであ

を養成するために必要な教育・研修が不備

る。確かに、今回の調査で最も特徴的なこ

であるということだけにとどまるのではな

とは、現役の正規・パート職員、経営者、

い。 3年未満のジヨブ・ローテーシヨンが

引退した職員,経営者のいずれもが、生協

常態で、異動が頻繁なために実務経験と自

には教育・訓練に構造的な問題があり、今

己啓発だけでは専門性が身に付かない。苦

も肯羣決されていないと、異口同音に言明し

労して専門的な知識・能力を身に付けて

たことである。そのことは諸種の先行調査

も、異動でそれが活かせなくなってしま

J

やら、正規職員の側から見れぱ、教育・訓

J.゛

、本部でも15%ほどを占めていることで

ることができるのである。
ーーー冨1ーー

するものと、専門的知識・能力に関するも

X"、
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この「もうーつのセ・ノ炉占題」は、どう

ーーγ弓く'ニナミ之きV"

上の不満は、残業・休暇や不払い労働に関

ある。自己啓発は、コープかながわの就業

その他の項目で不満度の高いもののう

位63%、パートで 5位44%)や、 rH人事

階層別教育(等級別、ポスト別、品質管

考課制度と評価」(正規で6位諦%、パー

理)、業態別の固有技術教育と並ぶ、教育

トで]位6096)は、ほとんどのこうした調

制度のーつの柱をなしており、「自らの能

からも知ることができる。 1993年秋に実施

査で不満度の高いことが経験的に知られて

力開発のための自己啓発に常に最善を尽く

う。こうして中堅(30代後半、職位3)に

された労組員アンケート調査では、「あな

いるから、必ずしも生協の特徴を表現して

さなけれぱならない」と定められている。

なっても、どの業態・職務の専門性も低

たは現在の職場生活をどのように評価して

いるとは言えないかもしれない。それ以外

むろん、こう定められているからといっ

く、上からは絞られ、下、殊にパート職員

いますか」という質問で、 rA産業環境や

の不満度上位の項目、正規1位「E人員配

て、労働者力叫寺に仕事をする上で、自己啓

からは信頼されないという状態に置かれる

安全衛生」から「T生協運動の社会的意

置や仕事の密度」(68%)、 2位「異動や

発の必要を感じなければ、残業をしてまで

ことになる。

幾」まで20項目について、「1満足」、

靴種転換」(6596)、パートの2位「人員

したりはしないだろう。「残業してまで自

配置や仕事の密度」(55%)に注貝する

己啓発」の理由には、おそらく、人事考課

と、ここでの問題が少し鮮明になる。

への配慮も含まれていると考えられよう。

満」の4択で問い、集言tしている加。この

力や適性が求められるはずなのだが、その

うち、「職場生活」から離れた、いささか

ための配慮はいかにも不足しているのであ

︑︑︑ J

しても、店舗や工場に異動すれぱ、別の能

皇1ーー"1蚕1

「2 まあ満足」、「3 やや不満」、「4不

才

殊に、入職時に共同購入の最前線を経'験

Sメゞ ゛f11ψ

規則付則⑩「教育・研修規程」において、

︑ノ

ち、「C昇級や昇進のあり方」(正規で3

ただし、人事考課のためだけに「自己啓

漠然とした「S生協経営の将来性」と「T生

配置転換・出向とそれに関わる教育・訓練

発」に励む姿を演ずるというよりは、そこ

る。共同購入とそれ以外の業態との大きな

協運動の社会的意義」の2項目を除いた、

問題についての政策要求を提出し、経営側

に表現されているのは、①自らが仕事上の

相違に加えて、現場実務のますます多くの

18項担のうち、「やや不満」と「不満」の

はこれに応える形で、 1994年に上述のキャ

能力不足・教育不足を切実に感じており、

部分がパート化され、外部化されているか

合計比率の高い項月から並ベてみよう。こ

リアパス原則を含む配置転換・教育制度を

②上司も同じように感じていることを知っ

ら、正規職員は異動を繰り返しながら徐々

うして職場生活の不満度順りストが得られ

示したのであった。では、その後、教育

ており、③それゆえ、自己啓発でその不足

に、管理や指導という職務を担うことにな

るが、「G教育や研修の機会」は正規で不

訓練や配置転換に関する不満度は減少した

を補おうとする正規職員の姿である。とい

る。管理や指導には独自の能力やノウハウ

満度5位(「やや不満」と「不満」の合計

であろうか。

うのは、「不払い労働が発生する理由は何

謡充πΞ言元^からの聴き取りはいずれも、2000年3

ですか」という質問に対しても、自己啓発

への新しいユニオンアイデンティティー生協労働組合
員アンケート調査報告一』伯94年。

が10ないし20%ほどを占めるのだが、さら

t,J一ヅ"

、52、

浦1孤秀i5亙^労組・生協しずおガ労組・CRlr21世紀
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月30臼に実施されだ。
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労組は、こうした調査結果を踏まえて、

・53・

4工}"ル︑

1

、ナ}

"ι

二tコ

8

躍

笈』"̲」量̲

確ム、

︑麺斡〆ー

に「能力がないから」という答えも 5 ない

る教育は、この何年間か努力してきたか

生しても、「現場における実務教育」とか

る深刻な問題を、かなりの程度、回避する

い5%にのぽり、両方を加算すれぱ、理密

ら、「商品知識」の不足感は減少してぃる

「マネジメント」能力の不足が強く意識さ

ことが可能であった。このことは生協の発

の15 30%にも達するからである。正規職

という解釈である。

れるのではなく、おそらくは現場の、また

展にとっては幸福であったが、生協経営に

関わる人々の問の創意工夫で処理されてき

とっては不幸なことでもあった。既に、繰

員は、自ら能力の不足を白覚し、それを補

また、業態別に見るなら、「実務教育」

うために、自己啓発で何とか能力を高めよ

の不足感は、作業が定型化しゃすい共同購

た。その過程で解決されなかったのは、そ

り返し述ベたことであり、本殺告書の他章

うと残業も不払い労働もしてぃると、この

入、フーズ、デイリー、システムズで低く

うした能力をいかに養成するかという課題

でも論じられていることだが、そのときど

(20%前後)、店舖、デリバリー、本部等

であり、当人も納得できる教育・訓練と人

きの生協経営者の政策には、それぞれに理

パート職員の場合でも、不払い労働はそう

で高い(30%超)。パート職員の回答を見

事の制度をいかに形成するかという問題で

由と原因と必然性があったし、結果は、 70

多くないとはいえ、発生する理由では「自

ると、どの業態でも「現場における実務教

あった。

己啓発」と「能力がないから」の合計力羚0

育」と「商品知識」に関する教育が不足し

多くの百貨店やスーパーでは、新卒(か

しかし、その過程では、生協で働く人々を

ないし50%も占める

ているという回答が多く、二つの合計で60

つては高卒が主体の)正社員に、特定の仕

どのように育て、どの職務にどういう人を

70%にも達する。ただし、店舗や本部の

事の領域を経験させることで専門性の高い

どれほど配置するのかという、人事・労

パート職員では「マネジメント」教育の不

従業員を養成してきたが、生協は、すでに

務・教育に関するもろもろのことがらを深

足感が15%ほど存在している。キャリア

見たように、正規職員についてはジェネラ

刻に考えて、着実に制度を作り、それを運

どんな李戈育が不足していると思いますか」

パートが狗己の問題としてとらえてぃるの

リスト養成を主眼にしている。19釦年代末

用するという領域が、常に置き去りにされ

という質問もされている。「生協の政策

か、一般パートが正規職員やキャリア・パ

から長く人事面に携わったNさんは、次の

る傾向があったとはいえないだろうか。成

ように述懐している。「業界で通用する専

功してしまったがゆえに、忘れられた課題

門家を育てる人事・教育体系をW70年代の

があったということに気付くのは、研究者

労組アンケートに回答しているのである。

0

子

⑦実務能力とマネジメント能力
さらに、この調査では、「現在の生協で

方針に閥する教育」と「生協運重力」が25

トの「マネジメント」能力ヘの不満を、

80年代に関して言えば、成功であった。

このように表現しているのか、どちらか

推移しているのに対し、「現場における実

(あるいは両方)がこの回答に表されてぃ

うちに作っておくべきだったが、できな

の後知恵に過ぎないが、やはり指摘してお

務教育」と「マネジメント」教育が不足し

ると考えられるが、さらなる調査と分析が

かった。高校は「赤い生協」に卒業生を送

く必要はあるだろう。

ているという回答が95/96年頃から着実に

必要であろう。

り込もうとせず、来たのは r運動』上がり

茎.

30%ほどで、 94年以降横這いないし漸減で

増加し、合計で41%ほどであったのが、 99
年調査では詔%に達している。その反面、

の大卒で、物を売ることよりも、『生協運

⑧問題を隠蔽してきた構造

動」への関心が強かった。こうして、大卒

⑨いかなる問題か?
以上見てきたことを、整理してみよう。

減少しているのは、「商品知識」に関する
教育が不足しているという回答である。こ
うしたアンケート調査の結果を正確に解釈

かつて、入職する正規職員の多くが大学

正規職員はジェネラリストになるものと考

問題は、セ・パの職務分担や、管理

生協運動や学生運動の経験者で、パート職

えられ、専門家が必要な場合は外部からの

権限の分掌が整備されていないということ

員のほとんどが生協運動に積極的に参加し

中途採用という方法が定着した。生協で

であり、それに併せて、現場の労働者の間

するためには、さらに追加調査が必要にな

た経験を有する組合員であった時代には、

は、流通・小売業としての業務よりも、組

に意思疎通や人間関係上の問題も発生して

るが、ここでは、残業や不払い労働にっい

セ・パいずれも生協での仕事に高い志向を

織や運動、つまり「政治中心主義』が重視

いる。それゆえに職場にさまざまな混乱と

ての回答と併せて、以下のような仮説を示

もち(0"印t0田、適切に動機付けられ

され、専門家や技術者を育て、評価し、尊

軌櫟がもたらされているということであっ

しておこう。すなわち、正規職員の多くは

(motiⅦtod)ていた。そこでは*文育司1仔東制

重する気風は根付きにくかった」。

た。パート1則から見れぱ、職場の上司は、

「商品知識」は自己啓発でかなり身に付く
と思っているが、「実務教育」と fマネジ

度の不備は、みなが「生協」という諸理念

メント」能力の養成には、そのために設計
された教育・研修プログラムが必要である

と考えており、また実際にも、自分ででき
・54・

命令

店舗数・組合員数の両面で生協が急速に

知識も経験も能力もやる気も足りず、かわ

成長した1970 80年代には、セ・パ両職

いそうなことに体力も気力も時問も不足し

は隠蔽されて、問題は露呈しにくかった。

員ともに急増したが、パート職員という生

ており、祠僚としての人問らしい関係はお

現在よりもさまざまな点で未整備な状態で

協が開発したのではない既存の人的資源を

ろか、まともなマネジメントのなされない

あったのは間違いない。しかし、問題が発

利用することで、教育・訓練と配置に関わ

ことも珍しくはないから、信頼感が薄くな

を共有できる環境によって補われ、あるい

'妥
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神主義と人間閧係論を主張しようというつ

に^「6年間で4回店長が替わる」ほど

も、教育・訓練の制度の不備であり、それ

転・伝授できるものではない。むしろ、能

もりはまったくない。

頻繁にー一配置転換されて、どこヘ行って

を適切に運用できない組織的不備の問題で

力はその場にいる人々の関係の中に成り立

ある。それに、異動と配置の問題が複合し

つことという側面をもっているのではない

て、正規職員は能力を身に付けられず、ま

かと私は考えている。それは、人が身に付

たそれを活かせないと感じている。

けたり、発揮したりする「もの」であると
同時に、人と人の生きた関係の中に、ま

育成にあり、異動・配置がそれに関係して

た、人と物(設備、道具など)との転変き

いると言うこともできょう。これは、わか

わまりない関係(システム)の中に成立し

りゃすい考え方である。人員配置の量的な

てぃるなにごとかでもあるのだ。

側面(仕事の量に対応して適切な人数が配

実際の仕事の結果に、より強く作用する

うな構造で問題は解決されることになる。

(orientation)と重力1幾(mouvation)であ

能力とは、他から与えられる教育・訓練、

リ、また、職場の人問関係の方であろうと

自己啓発、そして現場での適切な経験の積

私は考えている。高い志向性と動機(やる

み重ねによって、個人のうちに蓄積され

気)を有する人々が適切な人問関係の中で

る。中堅までに適切な能力が育成され、そ

ノJ

のは、むしろ、仕事ヘの志向性

ーー妻1ー

置されているか)を捨象するなら、次のよ

それにも閧わらず、私が以上で素描Lて

も、現場のパートさんに信頼されず、上か

きた問題を教育・訓練のそれだけに回収し

らはどなられる。こうした状況に置かれた

たくないのは、正規職員が、あれほど「能

正規職員は、自分の「専門性」は低く、

カ」と「専門性」にこだわるのには、特有

「マネジメント」能力が欠けていると、自

の背景があるということに注意を向けたい

然に思ってしまう。そう感じ、考えてしま

からである。

う感性と思考の回路ができあがってぃるか

︺ノノ

われわれの生きる社会はいつのまにか、

らなのだ。私が、ここで、志向性だの動機

さまぎまなことをマニュアル化し、内己の

だの、人間関係だのといった、一見胡散臭

内側により高く多くの能力を蓄積しょうと

く、古くさいことを強調するのは、こうし

日々務め、さらに、次から次ヘとさまざま

た感じ方・考え方を相対化したいからでも

な資格を取得することで、自己のより高い

ある。

価値を外ヘ向けて表現することが当たり前
の世の中になってしまった。バプル期の狂

⑪現場の悪循環

乱状況に既にこうした面は覆いがたく表

本当に、生協正規職員の専門性が低く、

働くなら、彼らは「高い能力」を発揮でき

れ、 1990年代に日本全体を襲った不況と雇

能力が欠けているのかどうかは、ほとんど

うした能力を持つ者が適所に配置されれ

る。充分な訓練を受けた者でも、したくな

用の流動化の中で、それは決定的に固着し

計測不可能である。しかし、若いうちは共

ば、彼らは適切な指示・管理を行うことが

いことを、ぎすぎすした人問関係の中で

た。そこでは、誰もが、「自己啓発」で

同班入の力仕事で、「生協」に慣れ、その

できるから、職場は混乱しないし、職場の

「こなし」たら、仕事の成果は低迷するに

「スキルアップ」して、「能力」を身に付

後次々と、あちこちを回されて、気が付い
たら中堅にな0ているのに、「自分の専門

ゾ︑")

セ・パ札蝶は発生しない。それゆえその系

違いない。むろん、やる気と人間関係で、

けなけれぱ、「生き残れない」と思わざる

論としてのパート内摩擦も発生しない。

何でも成しうるなどというつもりはない。

をえない、厳しい環境に落とし込まれてし

性はいったい何だろう?自分にどんな特

コープかながわのなかで、最も士気が高

まっている。「能力」と「専門性」こそ

別な能力が身に付いたのか?」と日常的に

⑩「能力」・「専門性」という言説ヘの疑問

く、人問閥係も良好な一部署の人々全員

は、現在の日本の労働者文化を読み解くキ

感じてしまえば、それだけで、仕事ヘの自

私は、こうした考え方を完全に否定でき

を、業務命令でロシア海軍の潜水艦基地ヘ

ーワードだと言っても差し支えないだろ

信は失われ、志向性も動機も低くなってし

るわけではない。能力開発・人材育成と、

原子炉整備の支援に派造したとしよう。彼

つ0

まう。こういう正規職員は、ーつの職場で

異動・配置は、確かにきわめて重要な問題

らは、おそらく、ロシア語に関しても、海

であろう。それにもかかわらず、「能力」

軍や潜水艦に関しても、原子炉に関して

や「専門性」とは、容易に個人に対象化さ

「百戦錬磨」のパート職員から見れぱ、い

文化の中に生まれ、育ち、考え、悩んでい

かにも無能である。そうしたパートさんの

も、およそ経験や知識を持たないから、い

る。しかも、彼らは、もとより広かった生

眼差しを感じれば、正規職員の側も、なる

れ、それゆえ綺麗に計測されるものではな

かに「やる気」と人間閧係に恵まれていて

協の仕事の範囲を、外側ヘの多様化でさら

べく言葉を交わそうとはしなくなる。うる

いと私は考えている。もちろん、計測可能

も、そこでは何の役にも立つまい。そもそ

に広げられた。他方では、店舗・センタ

さい人たちはできる限り避けたいのが人情

な個人属性はあるが、現実の仕事で発揮さ

も、「やる気」とは無前提に存在する「も

れ期待されているのは、そのような単純な

の」ではない。それも「能力」と伺様に、

個人属性ではない。われわれが教育の現場

ある環境の中で、ある仕事や目標に対して

「マネジメント」の方向ヘ転変し続けた。

でも仕事の現場でも「能力」と呼んでいる

感ずる「こと」であろう。私は、単純な精

広がりすぎた業態・職種を、短期問のうち

︑
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生協の正規職員も、こうした時代背景と
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つまり、問題の本質は、能力開発・人材

笠名11嘉謬1ー'

何かは単純な個人属性ではなく、簡単に移

る。正規の側から見れば、それは何より

工場等の現場職務のますます多くがパ

だ。これでは、まともな職場人間関係も意

ト化されるとともに、正規職員の仕事は

思疎通も望むべくもない。現場のセ・パの
閻には問題を再生産する悪循環ができあ
がっていると考えるべきであろう。
・ 57 ・
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れてきたコープ・デリバリーの事例力苛旨的

⑫労組にとっての「もうーつのセ・パ問題」
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会的規制・社会的管理を唱えようとしてい

内部の未組織領域も、無かったことにする

る。「地域別・産別的生協労働運動」の構

にはあまりにも重すぎる。では、当面は戦

合、管理されるパートの側から苦情や不満

の揺れは、正規職員の経験すべき仕事の中

が出るときである。正規職員の労組員意識

身をも大きく揺るがしている。当人にとっ

想、には大きな期待が寄せられるであろう

略的な判断から棚上げにするのか、多正面

が希薄化・形骸化している状況では、職場

ては、選ぶことも変えることもできない、

が、そこに乗り出す際に、生協労働運動か

作戦で行くのか、それとも「地域・産別」

から出てくる苦情・要求の多くはパート職

こうした環境でも、人事考課は否応なくっ

足元に放置してきたことを、どう扱えぱよ

の中に再解釈・再定義して位置付け直すの

員から発せられる。パート職員は上のよう

いのだろうか。上述の「もうーつのセ・パ

か、いずれにしても悩ましいことだと思

問題、あるいは正規職員問題」も、セ・パ

つ。

直接の不満を感じ、問題をそこに対象化す

いてまわる。しかし、こうした環境では、
当人には帰しえない原因で仕事の成果が決
まりがちだし、当人の努力・成果では決定

るであろう。労組だけでなく誰がそこに

しえない要因が考課に作用してしまってぃ

入って調ベても、おそらくは正規職員の仕

ることになりはしないだろうか。むろん、

事の能力や態度に難点を発見できるのであ

考課制度と、考課者によるその運用によっ

ろう。こうして、正規職員に注意や指導が
入り、極端な場合は他部署ヘ異動させられ

ても左右されることだが、上のような環境
で単純な考課を実施したなら、当人はただ

て、とりあえずそこでの問題は解消する。

ちには納得しがたいだろう。たまたま、個

パート職員は、不平・不満が労組という回

人属性的な能力観、それと結びっいた労働

路を通じて、解決される実感を持っことに

感覚、「自己選択・自己責任j 原則など

なり、労組ヘ結集する。

が、強く人々を呪縛する状況だから、単純

でー︑ノ弐門t゛

しかし、こうした労組の現実の機能が、

X

,1再1宅巨ε
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格差問題と神棚に祭り上げられた理念も、

に物語るように、外音Ⅲヒ・中間組織化戦略

な、問題状況の中で、一番身近な管理者に

駕*

が進もうとする時期には、生協を超えた社

うした問題が露呈するのは、多くの場

こ

な考課でも、当人は自罰的に受け止めてぃ
るだけなのかもしれない。

させる一因になっており、その結果、彼ら

こうしたことは、いずれも、本来的に、

は労組には期待せず、「現場の実務」能力
れないのなら自助努力ででも、身に付ける

経営側の責任で、実態を調査し、改善すべ
きことである。しかし、労組員の仕事と評
価に関する経営責任を追及することは、労

ことによって「誰からも責められなくな

組の本来的な責任だろう。また、職場問題

る』と思うようになっている。しかし、も

に労組役員が入る場合も、上述のような環

し、上で見てきたような事態が現に進んで

境・条件が作用している可能,性を、慎重に

いるのであれば、それだけで問題力豹阜決す

考慮する必要があろう。

と「マネジメント」能力を、誰も教えてく

るわけではない。問題の原因は少しもなく
なっていないと考えられるからだ。

むすびにかえて

他の大規模小売店と比して、業務範囲が
はるかに広く、その中をただ異動させた

生協労組は、パートが増え戦力化した時
期にはパートの組織化を進めて、セ.パ格

ら、今日的な労働感覚をもっ人は「専門

差を問題にした。野放図な分社化の時期に

性」も「能力」も自覚しにくぃ。そのう
え、「便利屋」豹に業務内容を変更させら

は独自条件・未組織領域を問題にし、今
「アウトソーシング」と生協労働の空洞化
・5占・
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正規職員に不平を畿積させ、労組から魅れ

