
「建設労働者・就業者の組織的結集過程と労働組合機能の発展」

��戦後の諸段階と展望��

浅見 和彦

論論文文要要旨旨

この論文の目的は、戦後の日本の建設労働者・就業者の労働組合への組織的結

集の過程とそのなかでの労働組合としての諸機能の形成・発展をとりあげて、そ

の主要な特質を指摘することである。また、その建設労働組合の組織�機能を戦
後日本の企業別労働組合やその連合体との比較、労働組合論の「古典」的著作に

もとづいて一定の理論的な角度からも分析・評価しようとするものである。

他産業における企業別組合やその産業別連合体の一部などから、建設労働組

合、とりわけ全建総連とその傘下組織に対して、その組合員の構成のあり方をめ

ぐる労働組合としての組織的性格、建設国保と組合共済活動を重視する運動機能

への疑問や、１９８０年代初頭からの団体交渉機能の発展を無視ないし軽視すること

に起因する批判が向けられてきたという問題もある。

小論は、このような事情を念頭に、建設労働者、とくに建設現場労働者・就業

者の組織的な結集過程を追跡し、その諸機能��「相互保険」機能や「法律制定」
機能と、「団体交渉」機能の相互関係��を位置づけ、現段階の到達点を確認し、
今後の戦略的な課題と展望を探ろうとするものである。

前半では、まず建設労働者の組織的な結集のプロセスの特徴と、その後の運動

の骨格を示すことにする。ここでは、建設労働者・就業者の組織的な結集過程と

労働組合機能の発展について、建設産業における労働者・就業者の歴史的な分離

と合流、再結合のダイナミクスのなかで、雇用労働者だけでなく、一人親方、親

方層、個人請負労働者、さらに一定の規模までの請負雇用主層までを幅広くとら

える視点で、①戦後直後の組織化、②日雇健康保険制度の創設・擬制適用と協定

賃金運動を軸とした確立期、③協定賃金運動の前進と日雇健康保険制度擁護の運

動、④建設国民健康保険、組合共済の確立と「企業交渉」の開始、⑤団体交渉機

構・労働協約と公契約条例・法による規制の確立をめざす諸時期に区分して論じ

た。

また後半では、おもな論点を検討し、全建総連の組織的・機能的諸特質、また
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戦略的に重視すべきであろう課題とその展望を明らかにしようとした。取りあげ

た論点は、①戦後日本の事業所別組合と建設労働組合、②中小企業労働者の「合

同労組」運動との相違点、③全建総連の組織的特質と組織政策の新しい課題、④

建設産業における団体交渉機構・労働協約確立の展望、⑤組合機能の総合的な発

展と日本の労働組合の課題である。

以上を通じて、全建総連が築き上げてきた組織と運動は、「さまざまな機能を

持つ全体としての労働組合」づくりの歴史であり、その現代的な創造と探究であ

ることを明らかにしようとした。
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建設労働者・就業者の組織的結集過程と労働組合機能の発展

��戦後の諸段階と展望��

浅見 和彦

はじめに

ここでの目的は、戦後の日本の建設労働者・就業者の労働組合への組織的結集

の過程とそのなかでの労働組合としての諸機能の形成・発展をとりあげて、その

主要な特質を指摘することである。また、その建設労働組合の組織と機能を、戦

後日本の企業別労働組合やその産業別連合体との比較、労働組合論の「古典」的

著作にもとづいて一定の理論的な角度からも分析・評価しようとするものであ

る。

建設産業における労働組合のなかで、全建総連（全国建設労働組合総連合）と

その傘下の諸労働組合は、戦後の一定の時期以降��戦後直後からの特徴とはい
えない��日雇健康保険の創設・擬制適用、建設国民健康保険（社会保険への労
働組合の自主運営型の関与）や労働組合共済などの古典的な「相互保険」機能と、

建設労働者の雇用の改善等に関する法律、公共工事に関わる賃金・労働条件条項

を公契約条例・公契約法に規定させることなどをめざす「法律制定」機能を重視

してきた。また、とくに１９７０年代以降、住宅メーカーの下での新丁場や、さらに

元請のゼネコンの下に重層的な下請関係が形成されている野丁場への進出を果た

しつつ、さらに、１９８０年代前半からは元請大手ゼネコン・住宅メーカー数十社と

の「団体交渉」機能（一斉の対角線交渉）も形成され始め、２０００年代には重層下

請のもとでの職長の組織化、建設工事現場での活動の端緒的な展開がみられるに

至る。

また、これらの組合の構成員は、雇用労働者層だけでなく、小零細の親方、一

人親方、個人請負労働者から請負雇用主層などを含み、また、町場だけに止まら

ず、新丁場や野丁場にまで組合員を抱え、幅広い労働者・就業者の諸階層の結合

体として発展してきている。したがって、ここで対象とする建設労働者・就業者

とは、建設生産をめぐる元請大手企業の直接雇用の拒否や、伝統的な町場におけ

る諸職種の親方・労働者・職人の水平的な分業、その町場へ進出した住宅企業に

よる町場生産組織の下請利用、野丁場における職長の組合員としての組織化と運
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動など、建設産業における労働者・就業者の歴史的な分離と合流、再結合のダイ

ナミクスのなかで、雇用労働者だけでなく、一人親方、親方層、個人請負労働者、

さらに一定の規模までの請負雇用主層までを幅広く、また歴史的にとらえようと

するものである１。

また、労働組合の組織論の視点から見れば、全建総連傘下の建設労働組合のほ

とんどは、「産業別」「個人加盟」を原則とし、諸職種を「居住地域別支部」に結

集してきた。

戦後日本では、１９４９年のピークの労働組合組織率５５．８％、１９６０年代における３０％

台での安定ののち、１９７５年以降、２００８年にいたるまで労働組合の組織率が連続３０

年以上にわたって一貫して低下した。２００９年に３４年ぶりに１８．５％へいくぶん上昇

したものの、依然、組織率は低迷している。それにたいして、建設産業における

労働組合は、以下に見る諸時期のなかで特徴的な運動に取り組みながら、またい

くつかの重大な試練に直面し、その際には組織的な後退を経験しながらも、歴史

的な視点から見れば、その伸張はめざましく、労働界の内外でしだいに注目を集

めてきている。とりわけ、全建総連は、１９６０年の結成時に７万３０００人で出発した

が、２００９年６月末現在の厚生労働省「労働組合基礎調査報告」で６６万１０００人であ

り、２００９年１２月の全建総連組織基本調査では６９万１１５５人に達している２。半世紀

のあいだで実に９倍超の組織勢力へと成長したのである。

しかしながら、他産業における企業別組合やその産業別連合体の一部などか

ら、こうした建設労働組合、とりわけ全建総連とその傘下組織に対して、（イ）

その組合員の構成のあり方をめぐる労働組合としての組織的性格や、（ロ）建設

国保と組合共済活動を重視する運動機能への疑問や、（ハ）１９８０年代初頭からの

団体交渉機能の発展を無視ないし軽視することに起因する批判が向けられてきた

という問題もある。

小論は、このような事情を念頭に、とくに建設現場労働者・就業者の組織的な

結集過程を追跡し、その諸機能��「相互保険」機能や「法律制定」機能と、「団
体交渉」機能の相互関係��を位置づけ、現段階の到達点を確認し、今後の戦略
的な課題と展望を探ろうとするものである。以下では、まず建設労働者・就業者

の組織的な結集のプロセスの特徴と、その運動の骨格を示すことにする。また、

そのなかでの全建総連の組織的・機能的な諸特質を指摘することにする。そして

最後に、全建総連が戦略的に重視すべきであろう課題とその展望について議論す

ることとしたい。
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１、建設労働者・就業者の組織的な結集過程と労働組合機

能の発展

はじめに、戦後日本の建設産業における建設労働者・就業者の労働組合への組

織的な結集の過程に着目しつつ、その諸運動の軌跡を確認しておきたい。第二次

大戦後、今日に至る建設労働者・就業者の組織的な結集の過程は、いくつかの特

徴的な諸局面を経過している。１９６０年に全建総連を結成するにいたる前史ともい

うべき時期を含めて、以下のように５つの諸時期に区分できるであろう。

（１）戦後直後の組織化
第１期は、戦後直後の組織化の時期である。第一に、この時期、組織化を軌道

にのせる契機となった運動は、労務加配米確保・分配の活動と事業税の課税に反

対する闘争であった。しかし、第二には、建設労働者・就業者の諸階層を統一し

た労働組合へ組織的に結集することが困難となり、丁場別・階層別に結集してい

く途を模索、探究することとなったのである。

まず、建設労働組合は労務加配米の確保とその公正な分配をおこなう活動を重

視した。そして、その分配機構�労務加配米受配群を確立しながら、労働組合の
基礎組織である居住地組織を整備していったといえる。また、町場の建設労働者

・一人親方らに事業税を課そうとする税務行政にたいして抵抗する活動によっ

て、組織的な結集が一定進んだ。

いまひとつは、この時期の労務供給�下請け制禁止の法制とこれへの元請の抵
抗によって、建設労働者・就業者の諸階層とその労働組合組織化の特質が規定さ

れたことである。

占領軍と日本政府の一連の措置にもかかわらず、建設資本による直用化の拒

絶、「間接雇用」政策の推進が実施された。これにより、大手企業における労働

組合は職員組合の結成として結実し、さらには、１９４７年には大林組職員組合の争

議が発生するなど、建設企業経営者団体によって「戦前には予想もされなかった」３

こととして驚愕された。しかしながら、大手建設企業は、現場労働者の直用を拒

否する姿勢が堅固であり、職員組合の組織化からさらに��戦後直後の時期にお
いて日本の労働組合の典型的な組織であった��工職混合型の事業所別・企業別
労働組合へとは進まず、工職の分離が決定的となった。その結果、職員層は１９５４

年に日建協（日本建設産業職員労働組合協議会）を組織することとなる。

一方、現場の労働者は、１９４７年に戦後初の建設労働者の全国組織となった全日

土建（全日本土建一般労働組合）に結集していたが、いわゆる職安闘争４に傾斜
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するなかで、建設労働者と失業対策事業労働者とのあいだでの意見と要求の相違

が顕著になり、全日土建は組織の分離、すなわち失業対策事業労働者は全日自労

（全日本自由労働組合）へ、町場の労働者・職人と親方は土建総連（全国土建労

働組合総連合）へ組織的に分離するにいたる。また、当時の「民族民主戦線」の

結成をめぐる問題でも、全日土建内部における意見が相違し、これに参加するこ

とに反対した組織は１９４８年に土建一般（全国土建一般労働組合）を結成し、その

後、全建労（全国土建産業労働組合）に改称した。もちろん、こうした動向は全

国組織に注目した場合に基本的な傾向としていえるのだが、たとえば、京建労（全

京都建築労働組合）のように、全京都自由労働組合大工支部から出発し、全日土

建が組織分離したのち、１９５７年に結成するというケースもあったのである５。

また、この時期は、官公庁の建設労働者までその範囲を拡張してみると、官営

直轄事業の直用労働者が１９４９年に全港建（全港湾建設従業員組合協議会）や全建

労（全建設省労働組合）へ結集することも確認できるのである。

このように、元請大企業での職員層を除いて、建設の現場労働者は、町場、野

丁場の丁場別、あるいは官民別に、労働組合への結集を図らざるを得なくなった。

とりわけ、町場の労働者・親方層は産業別の統一した組織として結集する途の本

格的な探究を迫られたのである。

（２）日雇健康保険制度創設・擬制適用と協定賃金運動を軸とした確
立期

第２期は、戦後の建設労働組合運動の確立期である。この時期は、１９５２年から

始まり、１９５３年に日雇健康保険制度の創設と擬制適用の獲得、その後の同制度の

内容改善の運動、また、１９５５年のけい肺法制定の闘争、１９５７年から翌年にかけて

の建築士法改正反対、二級建築士資格取得運動によって、職種としては石工と大

工とを結集しつつ、１９６１年に本格的に展開し、１９６３年頃には定着をみる協定賃金

運動によって代表される。

また、１９５２年から１９６０年代の初頭までの時期で、建設労働者・就業者、とりわ

け町場の労働者・親方層が社会保障と賃金の諸闘争で共同を経験した諸組織は、

組織的な統一へと向かう軌道に乗り始めたのである。組織的な結集の過程に注目

していえば、１９５２年には土建総連の結成、さらに土建総連、全建労、東建産（東

京建設産業労働組合）の３組織によって、１９６０年には全建総連（全国建設労働組

合総連合）を７万３０００人で結成し、その組織的な統一を達成し、労働組合機能と

運動領域を展開させ、今日にいたる発展の土台を築いた時期にあたる６。

この時期は、丁場別・職種別の結集とその後の諸闘争・運動が展開した。まず、

町場の労働者・職人と親方層は、１９５２年に「健康保険適用獲得期成同盟」に結集
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して、日雇健康保険制度の制定の闘争をたたかい、１９５３年に日雇健康保険法の公

布とその擬制適用を実現した。また、この運動のなかで��すでに１９４８年に結成
されていた全建労に続いて��１９５２年の土建総連の結成が促進され、加速したと
いう組織的な側面も指摘しうる。また、地域によっては、こうした日雇健保闘争

の成果を土台として、組織化が起こり成長した。たとえば１９５６年に結成された福

岡建労（福岡県建設労働組合）は前年の１９５５年に福岡市新建築大工組合として出

発し、翌年に日雇健保の擬制適用の認可がおこなわれ、これを契機に大工以外の

諸職種も加入できる労働組合へ組織転換するため、福岡県建設労働組合と改称・

改組され、その後、土建総連に加盟している７。

同時に、建設労働者のなかでも、石工と大工が組織的に結集してくることにな

る、けい肺法制定（１９５５年）と、建築士法改正反対、二級建築士資格取得運動（１９５７

－１９５８年）が重要であった。

こうした諸闘争・運動は、全建総連を結成するにいたる歴史的な前提になるも

のであった。いいかえれば、建設労働者・就業者、とりわけ町場における労働者

・職人と親方層の運動は賃金に先立って、社会保障、労働災害補償、職域の確保

に関わる運動を通じて、組織的な結集の過程が進んだという特徴を指摘できるの

であり、また賃金運動はむしろ１９６０年の全建総連の結成がひとつの主体的な条件

となって、協定賃金運動が１９６１年に本格的に展開することになったのである。

協定賃金運動の性格と意義をめぐっては、ひとつは、１９５０年代におけるこの運

動の展開が、いくつかの地域においては、当初は野丁場における協定賃金運動と

しての性格をもたせようとする試みもあったが、のち野丁場に町場を加えるとい

う方針へ変化し、最終的に１９５０年代末までには町場における主として勤労者であ

る施主にたいする理解を求める性格のものとして位置づけられるようになってい

くことである８。

二つめは、協定賃金運動の本格化（１９６１年）は高度成長を背景とした建設労働

市場における逼迫によって、建設労働者と中小零細の業者に有利に働く要因がう

まれていた。

三つめは、この協定賃金運動を通じて、その定着をみたと思われる１９６３年頃に

は、建設労働組合内部における、いわゆる「親方排除論」を実践的に克服して、

親方�労働者・職人関係の「解決」を図っていったことも重要であった９。この
過程では、協定賃金の性格をいわゆる「取下げ賃金」とする見方が運動の本格化

の直前まで存在したが、労働者・職人の「手取り賃金」とする合意が形成され、

これを基礎として単価を決定する方向が確かなものとなっていく１０。これによっ

て、いわば労働組合らしさを獲得したという確信を生んだのであった。

四つめは、この協定賃金運動は、１９５５年から開始された日本の賃金決定のメカ
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ニズムである「春闘」に連動し、その一部として機能したことも重要である１１。

１９７０年代半ばまでの協定賃金運動の順調な発展と、その後の協定賃金と実勢賃金

との格差やその拡大は、春闘の拡大や、その「管理春闘」への変化、そうした春

闘の低い相場の建設労働市場への波及をあらわしているものでもあった。

他方、１９６０年代からは建設資材企業などによる、住宅メーカーとしての従来の

町場への進出と、住宅建設市場の形成が生じた。いわゆる「新丁場」の誕生であ

る１２。ここでは、住宅企業が町場の生産組織を統合しつつ、「資本従事者」を形成

していった。

一方、野丁場の労働者の組織化は困難をきわめた。公共工事における事実上の

「最高賃金」として賃金の引き上げを規制していたと同時に、他方では「最高賃

金」へと接近する誘導的機能を併せもっていたＰＷ（一般職種別賃金日額表）が

１９６３年に廃止された。このときには、労働省（当時）が「公契約法案」の検討を

おこなっていたが、日の目を見ることはなかった。

野丁場労働者の組織化は、１９６２年の建設一般（建設産業一般労働組合）の結成、

これを１９６４年に全国建設（全国建設及建設資材労働組合）への改称・改組するこ

とがおこなわれた１３。また、１９７１年の全日建（総評・全日本建設産業労働組合）

の結成がおこなわれ、一定の成果を挙げたものの、組合員数のピークは１万人ほ

どであり、町場における全建総連の運動的・組織的な前進と比して、あまりにも

端緒的な成果といわざるを得ないものであった。

（３）協定賃金運動の前進と日雇健康保険制度擁護の運動
高度成長の後半期にあたる１９６４年から１９７０年にいたる第３期は、建設労働組合

運動の前進と試練が交錯する時期となった。

まず、建設企業経営者団体は、１９５９年の段階では、「組合運動の如きは一般的

にはなお低調である」１４という認識であったが、町場における協定賃金運動の前進

と、日雇健保の擬制適用によって建設労働組合の組織的な拡大が進展し始める

と、これへの政府と建設大手企業の新しい対応が生じた。その最大のものが、政

府による労働組合の組織基盤である制度への攻撃である。１９６４年に厚生省（当時）

が日雇健保を廃止する方針を言明した。全建総連を先頭に全国各地の建設労働者

と労働組合は、素早く反対闘争に立ち上がり、抗議と撤回要求の運動を進めた。

結成して数年の全建総連の動員力もこのときに急増した。１９７０年に、自民党政府

と厚生省は、健康保険法の改正案が廃案となると同時に、「報復措置」として日

雇健保の擬制適用を廃止した。建設労働組合は組織的な大打撃を受けた時期であ

る。擬制適用廃止前に２５万６５００人に達していた全建総連は二割近く（１８％）の組

合員が減少した。また、加盟組織もたとえば３万７０００人に達していた東京土建が
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組合員数の３５％を失って後退した。支部段階にまでおりてみれば、東京土建板橋

支部は、擬制適用廃止直前の１８５０人から翌年の１０７４人（年平均）へと４０％も激減

するなど、大きな打撃を受けたのである１５。これは、建設労働組合がいかに日雇

健保を通じた、あるいは日雇健保を基盤とした組織の拡大をおこなっていたかを

示すものでもあった。

（４）建設国民健康保険、組合共済の確立と「企業交渉」の開始
第４期は、日雇健保の擬制適用廃止以降、１９７０年代末に組織勢力を回復し、１９７０

年代後半と１９８０年代に新丁場と野丁場において大資本との最初の衝突が発生する

局面であり、１９８３年以降、東京都連や関東を初めとした地域協議会による「企業

交渉」が開始される時期である。ただし、要求は町場の協定賃金を新丁場、野丁

場を含めた建設産業全体へ拡大しようとする性格のものであった。

全国各地の建設労働組合は、建設国保組合と組合の総合的な共済制度を創設し

た。回復の展望がみえはじめたとおもわれた１９７３－７４年には「石油ショック」に

よる危機にみまわれた。その後の長期不況のもとでは、運動と組織の両面にわた

って苦しい局面を経過しなければならなかった。しかしながら、１９８０年代は、飛

躍的発展といってよい時期である。たとえば傘下の東京土建は日雇健保の擬制適

用廃止による打撃から立ちなおり、組織勢力の後退を克服したのが１９７８年であっ

た。この年を起点にして飛躍的な拡大を前進させた。そして、全建総連傘下の諸

組織は、少なくない都府県で民間部門における最大の組織勢力の一つとなってい

ったのである。

この時期の特徴の一つは、新丁場の拡張と町場の縮小によって、協定賃金運動

の困難��すなわち協定賃金と実勢賃金との格差��が１９７０年代半ば以降、顕著
になったことである。その背景は、いくつかのことが指摘できる。一つは、高度

成長の終焉とそれにともなう建設需要の低下である。いま一つは、先述したよう

に、協定賃金は日本全体の賃金交渉・決定のメカニズムである春闘の一部である

ということである。この点では、１９７０年代半ばにおける「管理春闘」への変化の

影響を大きく受けているといえる。また、三つめは、建設産業の内部における理

由としては、町場への住宅メーカーの進出による市場化、町場の縮小と、町場の

生産組織の住宅メーカーへの下請的な統合が強化されたからである。そのため、

１９７７年には、新丁場での初めての衝突といえる抗議行動が起こる。全建総連も、

私鉄系住宅メーカー２社へと日建連、全国建設業協会への申し入れをおこない、

町場における協定賃金を新丁場・野丁場においても保障するよう要求し、建設省

に対しては公共工事の三省賃金を公表するよう迫ったのである１６。
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一方、野丁場における変化である。野丁場の労働者のなかでも、建設資材労働

者��ダンプ、生コン労働者など��が建設一般（全日自労建設一般労働組合）、
運輸一般（全日本運輸一般労働組合）へ組織化され始めたことである。もちろん、

野丁場における変化は、生コン、ダンプの労働者に止まるわけではなかった。な

によりも、全建総連傘下の建設労働組合の組合員が野丁場へ進出し、また野丁場

の労働者・就業者の組織化が進展していったのである。

そのため、１９８２年には東京土建が初の「野丁場従事者集会」を開催している。

また、全建総連として同年、初めての日建連、全国建設業協会の両団体の会長と

の会見を実現している１７。こうした準備の後、大手建設資本・住宅資本との「企

業交渉」が開始されるのである。まず、全建総連本部と東京都連が１９８３年に２８社

とのあいだで実施した。つづいて、全建総連関東地協が翌１９８４年におこなった。

また同年、全建総連は、初の「大手建設・住宅資本下請従事者決起集会」を開催

したのである１８。１９８５年からは春と秋の年２回の企業交渉へと発展させた。同年

には、東海地協、関西地協、九州地協１９が初の企業交渉を展開する。さらに、１９８６

年から関東・東海・関西・四国・九州の５つの地方協議会がいっせいに企業交渉

を実現した。とくに関東では、「個別企業や建設・住宅企業の団体との間に産業

別労働協約などを締結できる条件やその可能性をつくる」（東京土建１９８７年大

会）という方向が議論にのぼるようになっていた。ただし、当初の要求の方向は、

町場における協定賃金の擁護であり、これを建設産業全体へと拡大することであ

り、野丁場でも協定賃金を保障させようとするものであった。

このような元請大手ゼネコン、住宅メーカーとの団体交渉的な機能を形成し始

めたのも、全建総連とその傘下諸組合が、町場を拠点としながらも、新丁場や野

丁場へと建設労働市場の「流動化」によって、組織化が進展していったからにほ

かならない。たとえば、１９８４年時点での東京土建の組織実態調査によれば、東京

の建設産業就業者に対する組織率は全体で１７．１％であり、そのうち町場３９．２％、

新丁場１２．６％、野丁場７．４％となっているという「建設産業の労働組合運動にと

って画期的なこと」２０が生じつつあったからである。また、１９９０年時点での調査で

は、組合員の従業上の地位別構成は、請負雇用主１９．３％、手間請親方２２．３％、一

人親方２３．５％、労働者３２．３％、過渡的層２．７％となっていた。

（５）団体交渉機構・労働協約と公契約条例・法による規制の確立を
めざして

こうして、「相互保険」と「法律制定」を軸として展開してきた建設労働組合

が、「団体交渉」機能形成を主要な展開方向としてきている１９９０年代半ば以降に

おける運動を、第５期と位置づけることができるだろう。それは、建設産業、と
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りわけ新丁場と野丁場における新たな変化を背景にしている。

１９９０年代半ば以降の大きな変化の第一は、建設投資の急速な減少の結果、受注

競争の激化、工事価格の大幅な低下が生じたことである。また、受注競争の激化

のなかで、いわゆるスーパーゼネコン５社を中心とした大手企業の寡占化が進

み、同５社による受注高は１９９０年代半ばのおよそ１割から近年は２割へと上昇

し、大手ゼネコン４１社中では半分を占めるほどになった。また、建設産業全体の

収益性が低下しているが、なかでも中小業者の売上高営業利益率の低迷が顕著で

あり、同時に、こうした規模の建設業者の倒産・廃業が進展している２１。

第二は、下請に発注する元請大手ゼネコンの協力企業に対する専属的関係の柔

軟化であり、他方の下請業者の専属度を弱めようとする傾向である２２。また、こ

れに関連して、元請大手と中小業者や専門工事業団体とのあいだでの矛盾と対立

がつよまってきていることである。

第三は、建設労働力の統括機構における「間接雇用」下の職長層の「戦略的地

位」２３の顕在化である。

第四は、新丁場における団体交渉・労働協約運動への転換である。全建総連は

１９９７年大会において、「協定賃金の見直しと賃金運動再構築への提案」、すなわち、

住宅企業との団体交渉にもとづく協約賃金運動へと転換を図ることになる。

現在、日本の建設産業では、労働協約を締結する前提になる団体交渉機構はま

だ正式な制度としては確立していない。しかし、建設労働組合は、さまざまな工

夫をして、労働者の要求を主張し、労働条件の改善に取り組んできた。団体交渉

機構・労働協約の確立運動は、間違いなく前進しているといえるし、それらの到

達点をみると、以下のようになるだろう。

一つは、全建総連東京都連が１９８３年に始め、１９８４年以降の全建総連の地方協議

会による元請大手ゼネコン・住宅企業との春・秋の「企業交渉」がある。たしか

に現在の企業交渉は、経営者側は企業ごとで、労働者側は地域を代表する連合体

の代表で交渉する、いわゆる対角線交渉の域を出てはいないが、建設産業で、と

くに野丁場や新丁場において団体交渉機構を確立する上では、この企業交渉の運

動が原点になるであろう。また、２００４年以降、建交労による大手ゼネコン要請行

動もおこなわれるにいたった。

第二は、個別的な労働協約の締結の蓄積である。労働安全・建退共・不払い・

アスベストの「確認書」が１９９３年以降、住宅企業１６社とのあいだで交わされている。

第三は、建設労働組合による１９９０年代末以降の公共・民間工事の現場への訪問

活動であり、そこでの建退共の説明、「建設労働ポケットブック」の普及、労働

組合への加入の拡大で、関東四都県の組織だけで年間２０００箇所に達している。

第四は、不払い・労災問題の解決ルールや窓口の確立であり、多数の相談と解
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決の実績を積み重ねている。これらは、団体交渉機構が確立していれば、そこで

の議題となるような問題であるが、団体交渉機構成立以前でも問題の解決にむけ

て成果をあげてきているといえるだろう。企業交渉においても、「現場の諸問題

で組合と日常的な窓口をもちたい」との意向を示す元請大手ゼネコンも現れてい

る。

第五は、建設労働組合と地域の建設業協会など業界との懇談・合意づくりが広

がっていることである。また、専門工事業団体との協議・合意であり、企業交渉

の前後の時期における全鉄筋、日建大協、日塗装などとの懇談が積み上げられて

いる。

さらに第六は、三つの建設業種では団体交渉機能が展開されていることであ

る。建交労が関西地区の生コンクリート業で中小企業経営者集団との地域的な集

団交渉を実現し、ダンプカー労働者では公共工事における事実上のクローズドシ

ョップ（組合員が優先される制度）による仕事・賃金の確保（使用促進闘争）で

一定成果をあげ、トンネルじん肺での裁判の判決にもとづく現場立ち入りを実現

している。

第七は、公共工事における公契約条例・法制定の運動とその成果である。自治

体での条例づくりの検討、国への公契約法制定要望、適正な賃金・労働条件確保

要望での自治体における趣旨採択・意見書採択は４０都道府県、８００自治体にのぼ

っている。建設労働組合だけでなく、自治体労働組合、ローカルセンターにも広

がり、協力・共同もおこなわれている。そして、その大きな成果が、千葉県・野

田市における公契約条例制定であり、また東京・日野市における政策入札の制定

（二省賃金などを基準にした最低規制の実現）である。さらに、「公契約法の制

定を求める請願」の参院本会議採択、民主党などの「公契約法案」（「公共工事報

酬確保法案」）の作成などを挙げることができよう。

第八は、この間の全建総連の組織的前進が、交渉機構の一方の当事者が全建総

連あるいはその傘下の組合であることを証明しているという事情も重要である。

こうした建設労働組合の組織化の到達点は驚異的といってよいもので、国勢調査

（２００５年）における現場労働者を示す「建設作業者」を各県別に分母にとって、

全建総連の労働組合員数（２００６年６月時点の組織基本調査）を分子にとると、全

国平均２７％となり、たとえば東京が６４％で、埼玉７１％、神奈川３６％、千葉２９％、

また京都４４％、兵庫５７％、徳島９４％である。また、元請大手企業の職員層なども

含んだ「建設従事者」を分母にとれば、東京が３７％で、埼玉３３％、神奈川１６％、

千葉１２％、また京都２２％、兵庫２５％、徳島４８％などで、全国平均１３％となる。

首都圏の組合では、野丁場でおよそ三割、住宅メーカー四割、パワービルダー

で六割を組織していると推定している。また、建設労働組合の組合員である職長
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の組織的結集がはじまったことであり、東京土建「ＰＡＬ」（パワフル＆アクテ

ィブ・リーダーズ）は２００６年２月結成され、全３８支部で１，４００人を超えるに至り、

関東４都県のＰＡＬで２，５００人という規模に達している２４。また、ＰＡＬ会員が２００９

年春の企業交渉の交渉団メンバーの４６．７％、２００９年秋は４１．１％を占めるに至って

おり、町場役員による「代理交渉」からの大きな変化がみられる。

２、おもな論点とその検討��全建総連の組織的・機能的
な諸特質と展望

これまでに、戦後の建設労働者・就業者の組織的な結集の過程、とくに全建総

連へと合流する労働者・就業者の団結のダイナミクスを跡づけた。以下では、こ

れを戦後日本の労働組合運動のなかに位置づける作業を通じて、全建総連とその

傘下諸組合の組織的・機能的な諸特質を明らかにしていくことにしよう。また、

労働組合論の「古典」的著作の指摘にてらして、若干の議論をおこなうことにし

たい。

（１）戦後日本の事業所別組合と建設労働組合
戦後直後の時期は、日本の労働組合運動史上で最大の爆発的な組織化の局面に

なる。この組織化には、次のような四つの特徴がみられた。

第一は、民間大企業や公共企業体の事業所別組織、または中央官庁・自治体の

役所別組織、教員の学校別組織２５であったことである。第二は、民間大企業の場

合、ブルーカラー労働者だけで組織したケースは少なく、ブルーカラーとホワイ

トカラーが同一の組織に加入する「工職混合」形態が８割を占めるという特色で

ある２６。また、ホワイトカラーが「運動全体の指導的地位」２７に就いていることも

注目された。第三は、公務と公共企業体での組織率が高く、「世界の組合運動史

上でも比類を見ない稀有な現象」２８であった。また、公務部門の単位組合は、民間

大企業とは異なって、いわゆる「職従分離」が大半であった２９。

このような組織の主要な特徴が形成されたことは、戦後の日本の労働組合運動

の特質を大きく規定した。労働組合組織率のピークは、戦前は１９３１年でわずかに

７．９％であったが、戦後は１９４９年に５５．８％を記録する。「戦後日本の組合運動は、

僅か４年の間に世界の労働史上に未だ嘗て見ないほどの速い速度で発展を遂げ

た」３０のである。「戦前の組合は経営者の影響のもとに組織された会社組合を除く

と、一般に企業の外において組織され、この組織された労働者が個々の企業また

は工場の中に支部を作っていた」３１が、戦時体制をはさんで、わずか十数年で日本
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の労働者の大半が事業所別組織を労働組合として受けとめることになった。当

時、中央労働委員会会長であった末弘厳太郎は、「組織形態の如何が組合の活動

上に、深い関係を持っていることを十分知っていない」３２と警告した。

高度成長の開始を前後する時期からその終焉の１９７０年代初めまでには、次の二

つの点で製造業を中心とした労働組合組織に変化が生じ、職場・事業所・企業・

産業の各段階の組織・機能の日本型が確立した。第一に、１９５０年代には、「職場

闘争」が発展した。この背景には、戦後直後の事業所別組合は「全従業員の一挙

的結集」であり、また当時の激しいインフレの下で「特定の質の特定量の労働に

対する特定の賃金額の対応関係ということを問題にしなかった」ということがあ

った。この対応関係が問題になった１９５０年代初めに、「工場・事業場単位の労働

協約がすでに存在し、これを基準として、特殊条件に応ずる職場協定を締結する」３３

ための職場闘争が展開されたのであった。第二に、他方では戦後直後に組織され

た事業所別組合の企業別組合への変化が生じた。敗戦直後の時期の工職混合の全

従業員組織は、１９５０年代初頭以降、ほぼ１９６０年にいたるまで「主流は事業所に基

礎単位があった」のだが、１９６０年代を経過するあいだに、「文字どおりの企業別

労働組合へという形態上の変化」が進み、「７０年代初頭…に至るまでに完成をみ

た」３４のである。

この点では、建設産業における労働組合は、先にも見たように、労務加配米の

配分を機能とする地域組織として、また、大企業の企業別職員組合が工職混合組

織へとは進まなかったため、建設の現場労働者・就業者は産業別の結集へと進ま

ざるを得なかったわけである。とりわけ、町場の労働者・親方層は産業別の統一

した組織として結集する途の本格的な探究を迫られ、社会保障の運動を先行させ

つつ、協定賃金運動によって組合機能を形成したのであった。

（２）中小企業労働者の「合同労組」運動との相違点
戦後直後の時期の労働者組織化の第四の特徴は、民間大企業と公務・公共企業

体での大規模な組織化の一方で、中小企業における膨大な未組織労働者がとり残

されたことである。戦後直後の時期に発足した二つのナショナルセンターである

産別会議（全日本産業別労働組合会議）・総同盟（全日本労働総同盟）の中小企

業労働者対策は、いずれの潮流も「地域人民闘争」「政治的統一戦線」や「生産

復興闘争」のなかに解消してしまい、独自の方針をもたなかった欠陥をもってい

たのである３５。

産別会議、総同盟ともに、中小企業労働者の組織化政策、運動方針を打ち出せ

なかったなかで、総評（日本労働組合総評議会）結成の主導勢力は、「全国的視

野で中小企業労働者の組織問題を処理するには合同労組への結集という方針が正
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しい。それは地方地方の実状で大産業別合同労組となる場合もあれば各産業を含

む地域合同労組を組織する場合もある。そのことは民間大単産や官公労の援助を

受けうる全国組織を軸としてのみ可能となるし、日本の産業構成や経済構造に見

合う考え方だ」３６とした。そして、産別会議が事実上崩壊した１９５０年に結成された

総評は、「中小企業対策から中小企業労働者対策へ」３７という転換を経て、１９５５年

に中小企業労働者の組織化の方針を立てて、組合員にカンパを募って三桁のオル

ガナイザーの配置をおこない、合同労組による地域別組織化へ踏み出したのであ

る３８。

この運動は、「企業別組合の連合体たる全国単産の体質を直視し、当分は改善

されそうもない事実として一応あきらめて、その上で中小企業労働者を組織すべ

き必要性を自覚したところから、いわば階級的理性が見出すべくして見出した運

動」３９と評価された。その合同労働組合は、「産業別」や「職業別」、さらに産業・

職業の枠を超えた「一般」の組織形態があった。そして、その指導者たちは「産

業別整理」論に対抗して、「全国結集」論を唱え、中小企業における一般労働組

合として総評全国一般を結成したのである４０。

中小企業での労働組合運動によって、組織化運動を展開した１９５０年代後半から

１９６０年代後半には賃金の企業規模別格差の縮小が進んだが、一方では「結局新し

い組織形態に対応した交渉機構を作ることができず、小企業別組合を連合した『中

小労連』の形にかたまっていった」４１のである。

この「新しい組織形態に対応した交渉機構」を確立する取り組みは、その後、

１９７０年代の後半にトラック運輸業、印刷業などの中小企業の労働組合によってお

こなわれたが、十分な拡大をみていない。建設産業に関わる業種としては、関西

地域における生コンクリート業の集団交渉が今日まで継続されていることは注目

すべきことである４２。しかしながら本格的には、今日の全建総連の傘下の地方協

議会によっておこなわれている「企業交渉」の集団交渉・統一交渉への発展、そ

の団体交渉機構の確立と労働協約の適用によって、継承されるべき課題となって

いる。

（３）全建総連の組織的特質と組織政策の新しい課題
それでは、全建総連の組織的特質は、何に求められるであろうか。

戦後日本の労働問題研究のなかでは、戦後直後の時期の日本では、事業所別組

合の勢揃いとして産業別組織がつくられた点が指摘されてきた。また産業別結集

の経路は、「総同盟に顕著に現れた旧労働運動指導者による外からの組織化、そ

の人的地域的結合から全国的結合への方向」と、産別会議系の「自然発生的に結

成された単位組合が…全国的産業別組織に達した方向」の二つの傾向が観察され
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ている４３が、いずれにしても、他の先進諸国のように、クラフトユニオンの組織

合同や組織転換などによって結成される産業別組合ではなかった４４。

また、戦後直後の時期の産業別組織は、類型としては、国労や全逓など官公労

の「一企業別組合が産業別組合的な色彩をもっている労働組合」４５であった。それ

が、１９５０年の総評の結成前後から１９７０年代にかけて、炭労、鉄鋼労連など「寡占

産業の中で、大企業連を中心にし、そのイニシアティブで組織されている産業別

組合」４６や、合化労連のように「一つの産業の主導的な大手企業を全部組織してお

らず、大手企業、中小企業の企業別組合から構成され、組織の中に多数の業種を

包含している産業別組合」４７が民間部門でつくられ、産業別組織の新しい類型が形

成されたわけである。

その一方、全建総連は、「特定の企業の本雇い労働者から構成される企業別組

合ではなしに、同一の地域に住んでいる同業の労働者を個人加盟で組織している

単位組合の産業別連合体」４８であると位置づけられた。ここでいう「同一の地域に

住んでいる同業の労働者」という規定は、全建総連の構成を把握しようとすれば、

やや狭いことになる。労働者・職人だけでなく、一人親方、個人請負労働者、一

定の範囲の請負雇用主などを含んでいる。また、そうした幅広い階層を、基礎組

織である居住地域別支部に組織している４９。さらに、町場、新丁場、野丁場とい

う就業先の丁場や、大工、左官、型枠工などの職種の視点から見ても、複合的な

組織的統一をなしている。同時に、産業別労働組合としての方向を強めているの

も事実である。

そのうえで、全建総連とその傘下の労働組合のこれからの組織政策の課題は何

であろうか。

一つには、建設労働組合の組織構成のあり方の検討をあげることができるだろ

う。地域（居住地域支部）と職種（職種別部会）との二つを軸とした組織の必要

性が高まっている。従来は、産業別個人加盟原則の基礎単位を居住地域別支部に

おいてきたが、この支部形態はすべての職種を包含するものであり、建設国保や

組合共済制度を軸とした活動にとっては適合的であった。しかし、今日の団体交

渉機能形成運動にとっては、この形態のみではなく、野丁場・新丁場で働く組合

員の職種別の事情をこまかに汲みとり、職種別労働市場との関わりが深い賃金の

要求と討議をおこなう必要が生じている。そのためには、本部段階、支部段階な

どに職種別部会を確立し、交流と要求の議論をおこなうべき段階を迎えてきてい

るといえよう５０。とくに職種別熟練度別の格付けが専門工事業団体とのあいだで

の検討課題になることを考慮すれば、その必要性が理解されるであろう。

二つには、すでに建設労働組合の組合員の「堆積」が生じつつある工事現場へ

の指導体制（各建設労働組合における指導体制、建設労働組合間の統一・共同指
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導体制）が確立される必要がある。最近の首都圏の公共工事、大規模民間工事と

も、建設労働組合員が数多く就労しており、現場労働者の二割から四割程度に達

していることは常態化している（たとえば、東京都内の現場に、東京都連の労働

組合員をはじめ、埼玉、神奈川、千葉などの労働組合員が一緒に作業をしている）。

三つには、全建総連傘下のいくつかの組合は、戦前における職種別組合の経験

を総括して、「産業別」「個人加盟」の「居住地組織」という組織方針を創立当初

からかかげ、同時に組織的性格としてもきわめて幅のひろい階層構成をとってき

ている。全建総連の組織的実態と性格は、「建設産業における経済民主主義をめ

ざす階級・階層の結集体」として存在するといってよく、現在いっそうその積極

的な意味を増しているといえるのではないだろうか。たしかに、「全建総連とは

別に建設労働組合の展望を開かなければいけない」５１、「全建総連運動プラス労働

運動」５２が必要であるという全建総連運動を長期にわたって指導したリーダーの有

力な見解もある。しかしながら、建設労働組合としての現段階での認識と方向と

しては、建設国保と組合共済の機能を共通の土台としながら、小零細業者の仕事

確保機能と労働組合としての団体交渉機能が機能的には分化しつつ、同時に、組

織的には統合していくという方向が重要だと思われる。すなわち、大手建設企業

の産業支配に対抗する建設労働者・就業者の社会階層的結集体の積極的意義をい

っそう強調し、発揮しなければならないであろう。

四つには、こうしたことは、国際的にみたときのユニークな優位性と同時に、

その構成からくる組織内部の団結と階層間の調整という課題があり、今後、組織

政策を新しく展開し、深めなければならないだろう。とくに、組合組織内部にお

ける事業主と労働者との関係では、使用者としての責任は規模の大小に関わりな

くあるという認識が求められるであろう。

（４）建設産業における団体交渉機構・労働協約確立の展望
それでは、日本の建設産業で実際に団体交渉機構・労働協約の確立を展望した

場合、どのような形が構想できるのか、問題提起として整理してみたい。

一つは、野丁場と新丁場のそれぞれで、労使間の合意を追求して、地域や全国

の段階で団体交渉の機構を確立することであろう。また、団体交渉の機構は、全

国レベル、都道府県レベル、行政区・市レベルなどの多段階で構成され、それぞ

れの当事者も多様になるであろう（「図 日本の建設産業における団体交渉機構

・労働協約の構想」を参照）。そして、団体交渉機構は、�団体交渉それ自体の
機構であると同時に、�産業の情報交換・意見交換の場である労使協議会であ
り、�労働者供給事業などの実利の仕組みや労使の共同事業を備えたものにな
る。また、その外側に、�政府や自治体を含む三者構成（労・使と政・公）の協
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議機構がありうるであろう。

二つには、労働組合の交渉相手になる使用者団体の特定と、その結束の尊重で

ある。

三つには、団体交渉機構・労働協約と公契約条例・法の制定運動との関係であ

る。団体交渉機構・労働協約と公契約とは�車の両輪�の関係にある。公契約条
例・法制定（公契約における労働条件条項）の意義は、基本的には、労働協約に

おける賃金・労働条件の水準を公契約における労働条件条項に連動させ、労働協

約を事実上、公共工事へ�拡張適用�する役割を果たすことである。公契約にお
ける労働条件の指標となるのは、産業・地域において労働協約などで獲得されて

いる水準（ＩＬＯ＜国際労働機関＞第９４号条約）であり、公契約条例・法それ自

体だけで賃金水準を引き上げるには限界があるのである。市場賃金の平均的な水

準よりも低い場合は引き上げるという当面の運動だけでなく、建設労働者・就業

者の技能と生活に見合った賃金・労働条件を確保・改善するための団体交渉機構

・労働協約の確立を重視することが課題となる。つまり、今回の野田市のように、

�労働協約に連動しない場合の公契約条例・法による極端な低水準の救済という
役割がある場合５３と、�団体交渉・労働協約によって技能に応じた賃金水準の確
保と引き上げをはかり、その労働協約の水準が公契約条例・法によって、公契約

の労働条件条項の中身に盛り込まれるようにする場合とがあるが、ＩＬＯ条約な

どで期待されているのは後者にあたる。

四つには、町場では、二通りのあり方が考えられるであろう。一つは、新丁場

での協約内容などをもとにして、労働組合が地域で勤労者施主の理解を得るかた

ちで協定賃金をあらためて機能させることになるのではないではないだろうか。

いま一つは、地域の建設労働組合と町場の親方層（組合員である親方層が少なく

ないことになるであろう）とのあいだで締結される労働協約によって協約賃金を

機能させる方法である。すでに、全建総連傘下においても徳島のフレッセにおい

て実例が示されている方法であり、諸外国でも、たとえばイギリスでは、建設労

働者を組織する一般労働組合と小零細の業者団体とのあいだで労働協約を締結し

てきている経験が存在する５４。

五つには、労働協約で重視されるのが賃金の決定である。建設産業の場合、職

種・技能の格付けは重要な要素で不可欠だと思われる。日本でも、建設労働組合

は各種の専門工事業団体とのあいだで格付けの相互承認をおこない、それを元請

にも認めさせ、賃金の確保をはかる必要があるのではないだろうか。

六つには、当初締結された労働協約の水準を向上させ、また適用を拡大してい

く展望はどうであろうか。一つは、労働組合の組織拡大を基礎にして、労働協約

の労使自治的な適用とその拡張を追求することであろう。ついで、労働協約で定
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める賃金と労働条件の水準は、中長期の展望で段階的に向上させることである。

さらに労働組合法による「一般的拘束力」の活用へ進む。労働協約はそれを締結

した直接の当事者同士を拘束するばかりでなく、労働組合法によって「一般的拘

束力」というかたちで他の労働者、使用者にも拡張適用される場合がある。工場

事業場だと四分の三に適用されているとすれば「他の同種の労働者」に適用する

ことができ、また地域では「同種の労働者の大部分」に適用されていれば、地域

全体の「同種の労働者及びその使用者」に適用される。「大部分」とはどのくら

いかなどは、実際に進展するなかで具体化していく課題になるだろう。

七つには、日本の建設産業での団体交渉機構・労働協約確立の運動のむずかし

さの背景についていえば、一つは他の先進諸国と比べたときの困難さ、すなわち、

先進諸国では、建設産業だけでなく、他の諸産業とほぼ同時期につくりあげられ

たという条件があること、二つには、日本で支配的な企業別の団体交渉・労働協

約という経験とは異なることの難しさ、三つめには、日本で史上最大規模の産業

別協約となる経験を作り上げる上での困難さという点を指摘できる。

（５）組合機能の総合的な発展と日本の労働組合の課題
今日常識にしている組織形態論��すなわちクラフトユニオン、産業別労働組
合、一般労働組合の三大分類��は、１９１０年代から１９２０年代にかけて、イギリス
のＧ．Ｄ．Ｈ．コールが整理したものである５５。コールは「とるべき組織形態は、

最終的に労働組合の力量と政策を決定するに違いないが、実のところ、組織形態

を決定するのは機能なのである」５６とのべている。また、ウェッブ夫妻が「労働組

合運動の科学的分析」５７として著した『産業民主制論』によれば、労働組合はその

機能として、主として三つの規制方法５８を用いる。すなわち、一つは、相互保険

（共済給付・失業手当給付）の方法であり、二つめには、団体交渉である。そし

て三つめは、法律制定を働きかけることである。

この観点と国際比較を結びつけていえば、次の四つの点が日本の労働組合運動

の改革課題として指摘できるだろう。

第一に、相互保険の現代的な展開の探究である。ウェッブ夫妻は、その『産業

民主制論』のなかで、「相互保険の方法」��とりわけ失業手当の給付��は「そ
の経済的側面からいえば、不完全な形の団体交渉と区別しがたい」５９と指摘してい

る。戦後日本の労働組合を国際比較の観点から観察した場合、末弘厳太郎が戦後

直後の時期に指摘したように、「戦前と同様戦後の組合も、欧米の組合に見るよ

うな共済事業を組織的に行っているものは殆どない」６０のが特徴であった。また、

たとえば、職業安定審議会会長などを歴任した�梨昌は、「労働組合への組織化
の有力な手段の一つは、労働組合が労働・社会保険の運営主体となること」であ
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るとのべ、「全建総連…は、自営業者や無業者を対象とする国民健康保険の国保

組合を作って、自らその運営主体となった結果、［１９８０年頃の］３０万人の組合員

が急増し、８０万人に近づきつつある。…こういう手段を組合が活用して組織化運

動を進めなければ、労働組合の組織率を高めて、仲間を増やすことは困難と考え

るが、そういう組織化構想も組織化運動も起きていない」６１と強調している。「不

完全な形の団体交渉」としての「相互保険」として、建設労働組合の総合共済制

度の給付の一部がこれに準ずるものと指摘しうるかも知れない。

第二には、労働組合組織率と労働協約適用率の国際比較をおこなった場合、組

織率は北欧諸国の８０－９０％台からフランスの８％程度まで、各国による相違の幅

は大きいものの、労働協約適用率はほとんどの国が７０％から９５％の高さをもって

いる６２。労働協約の適用率が突出して低いのは、主要国では日本、アメリカ、イ

ギリスだけである。日本とアメリカは事業所・企業を交渉単位とした労働協約が

ほとんどであることの影響が大きく、イギリスは、１９７０年代以降、建設産業など

いくつかの産業以外での産業別交渉機構の急速な衰退の結果、協約適用率が低下

した。

これからの日本の労働組合は、たとえば、労働組合の組織率の３０％台への回復

と、産業別組織の機能と労使関係機構の確立による労働協約の労使自治的適用と

拡張適用制度の活用・改革６３で、適用率５０％以上を実現する程度の目標がめざさ

れるべきであろう。そのためには、団体交渉機構を中核にした産業別・業種別の

労使関係機構（団体交渉、労使協議、共同事業）の確立にむけたユニオン・リー

ダーの戦略的な構想力が求められる。建設産業における団体交渉機構の確立と労

働協約の幅広い適用による規制は、こうした日本の労働組合運動や労使関係のな

かで、きわめて重要な役割をはたすことになるであろう。

第三に、労働組合がこうした戦略を進めるには、法的な制度の改革が必要だろ

うか。まず、日本国憲法第２８条における労働基本権の保障、すなわち「勤労者の

団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」の

先進性を確認すべきである。例えば、イタリアがストライキ権の保障を法律の範

囲内とし、ドイツがその基本法においてストライキ権に言及していないことと比

して、日本国憲法の規定は明確である。

また、労働組合法もその第１４条で、「労働条件その他に関する事柄」を書面に

する労働協約は、「労働組合と使用者又は使用者団体とのあいだ」で締結すると

規定し、企業内だけでなく、産業別業種別の団体交渉の展開と労働協約の締結を

予定している。また、労働組合法第１８条の規定する労働協約の地域的な一般的拘

束力だけでなく、先述したように、現在、取り組まれている公契約の中に労働条

項を含ませる条例・法律の制定は民間の建設産業で団体交渉・労働協約が確立さ
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れれば、これを公共工事にも一種の�拡張適用�をする枠組みと把握できるので
ある。

第四に、産業別・業種別の労使関係機構の確立のためには、西ヨーロッパ諸国

をはじめとする労使関係機構確立の国際的な経験とともに、戦後日本の産業別・

業種別の労使関係機構確立の諸経験を総括することが重要だと思われる。とく

に、技能職・専門職の労働組合や中小企業労働組合の運動諸形態のうちで、使用

者の団結力（使用者団体）の重視・促進と労使関係機構の確立によって、組織化

の前提や基盤を形成した経験��戦後直後からの海員（海員組合）はもちろんで
あるが、１９７０年代以降の港湾（全国港湾）、音楽（音楽ユニオン）、トラック輸送

（建交労）、生コン（建交労など）、タクシー（自交総連）、さらに非正規労働者

の初めての業種別労使関係として注目される介護ヘルパー（ＵＩゼンセン同盟・

介護クラフトユニオン）の組織化と労使関係の確立の経験��を重視すべきであ
り、実践的な探究が必要であろう６４。この点でも、建設労働組合の貢献は大きな

ものとなろう。

むすび

１９世紀後半のイギリスで、合同大工・指物工組合（ＡＳＣＪ）を数百人から一

万人を超えるまでに成長させる上で指導的役割を果たした書記長のロバート・ア

ップルガースは、次のようにのべていた。

「私たちの組合の助け合いの側面、すなわち組合の共済という目的についてあ

まりにも多くのことがいわれてきたため、組合が設立された主要な目的がいくぶ

ん見失われているのではないかと懸念している。したがって、この機会に、私た

ちの組織にはたくさんの素晴らしい共済給付があるけれども、紛れもなく労働組

合であるし、そのように見ていただきたい、ということをのべておきたい。」「組

合がその構成員に提供する給付があるがゆえに、組合はいっそうつよく支持され

るのだけれども」、ある者は共済という目的のために組合に加入し、ある者は職

業にかかわる交渉という目的のために加入するとはいえない。「労働者はさまざ

まな機能をもつ全体としての労働組合に加入するというのが事実なのである」６５。

全建総連が結成以来、築き上げてきた組織と運動は、まさにこの「さまざまな

機能を持つ全体としての労働組合」づくりの歴史なのであり、そして今日かかえ

ている戦略的な課題は、こうした「さまざまな機能を持つ全体としての労働組合」

の現代的な創造と探究にあるといってよいだろう。

������������������������23 建設労働者・就業者の組織的結集過程と労働組合機能の発展



注

１ 全建総連の性格についての諸説の分類、整理を試みた研究として、椎名恒「建設産
業における就業構造の変化と全建総連の組織的性格」『社会政策学会年報第３０集』御茶
の水書房、１９８６年がある。これについて、筆宝康之は「日々生成発展し、成長と変質を
とげていくこの組織対象に対して、固定した定義をあたえようとするその姿勢には無理
がみられる」と批判的に指摘し、「むしろ、画一的な工場労働者と労基法と労働組合法
では割り切れない職人結合の実態、慣行とその根拠をときほぐすことの方が先決で、学
者的な仮説や型にはめない方が、創造的な組織と運動の理解に貢献するだろう」とのべ
ている。筆宝康之『日本建設労働論��歴史・現実と外国人労働者』御茶の水書房、１９９２
年、１１５頁。小論の立場は、筆宝の視点に近いが、椎名もその後、『日本のビッグ・イン
ダストリー 建設』大月書店、２０００年などにおいて、そうした作業をおこなった。また、
筆宝も、「近年の建築ブームにのり、町場から中丁場へと活動分野の拡大がめざましい
この全建総連とは対照的に、野丁場、大工事現場の組織化は容易ではない」とのべ、全
建総連傘下の組織が野丁場の組織化へと前進していく動向を��いくぶん認識の難しい
時期ではあったかも知れないが��予想していなかった。
２ 厚生労働省「労働組合基礎調査」では、社団法人の組合が調査対象から除かれてい
るため、全建総連の組織基本調査による組織人員とは一致しない。
３ 全国建設業協会『全建５０年のあゆみ』１９９８年、７頁。
４ 全日土建の職安分会に組織され組合員がおこなった実力による就労要求実現闘争。
全日自労建設農林一般労働組合『建設一般の５０年』旬報社、１９９９年、７１－８８頁を参照。
５ 京建労６０年史編纂委員会『京建労６０年の歩み（学習版）』全京都建築労働組合、２００９
年、１０―１４頁。
６ 全建総連３０年史編纂委員会『全建総連３０年史』全国建設労働組合総連合、１９９４年、
４１－５３頁。
７ 全建総連福岡建設労働組合『福岡建労３２年史』１９８７年、３８－４３頁を参照。
８ 浅見和彦「建設労働組合運動の確立過程とその特質」『大原社会問題研究所雑誌』
１９８９年１０月、２４頁を参照。
９ 当初は、労働者・職人のあいだに、親方が同一の組合に加入していることが賃金の
引き上げのネックになるという雰囲気や感情があった。これが「親方排除」論である。
しかし、たとえば東京土建では、本格的な協定賃金運動が始まった１９６１年の翌年には、
「親方と職人はお互いの生活を向上させるために、小さな矛盾はあっても、基本的には
統一してたたかえる」「しかも運動のなかでその点がだんだん理解されてきた」という
状態へ変化した。さらに、１９６３年になると、「個々の親方と個々の職人や徒弟との間の
矛盾や対立がまったくなくなったわけではないが、親方全体と職人や徒弟との関係とし
ては、協定賃金を基礎として工事単価を上げ、ともに生活を改善することができること
があきらかになり、協定賃金をめぐっての対立は基本的には解決された」と総括される
段階に達したのである。東京土建一般労働組合『東京土建４０年史』１９８７年、２１４－２１５頁
を参照。
１０ 浅見、前掲「建設労働組合運動の確立過程とその特質」２４－２８頁を参照。
１１ １９６０年代の協定賃金の実施日は、「７月１日」「９月１日」「１０月１日」（１９６４年のみ
「６月」）で夏から秋であったのが、１９７１年以降は「４月１日」となり、春に移行した。
浅見、同前、２６頁を参照。
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１２ 椎名恒「最近における建設業自営業者の動向（上）（下）」『労働運動』１９８３年８月、
９月。「新丁場」は椎名恒による命名である。
１３ 全日自労建設農林一般労働組合、前掲『建設一般の５０年』４１７－４３３頁を参照。
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６５ Asa Briggs, Robert Applegarth and the Trade−Unions, in Victorian People : A Reas-
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