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●コンピュータ労働者に
ふさわしい賃金で、残
業を無くし、健康で文
化的な生活を。

東 京 ３月

、大 阪 ４月 ６日

点について内的 要因、外的要

会社 側「 良く な った 点、 悪く な った

と があ る。 ア ンケ ート を取 っ

で の打 合せ な ど客 先で 行う こ

テ スト 工程 や 設計 時で も客 先

会社 側「 請負 をや っ てい ても 最後 の

因 各々 二 つの 面が ある 。 内的

た タイ ミン グ でた また まの 結

いてお伺いした い。」

要 因と し て良 くな った 点 は、

電算 労「 次に 有給 休 暇に つい て５ 割

果だろう。」

に 浸透 し てき たと いう こ と。

以 上の 人が 少 しあ るい は全 部

社 内で Ｉ ＳＯ ９０ ０１ が 着実

年ぶりに 社内技術

い うこ と 、悪 い点 では わ が社

と して は 需要 が伸 びて い ると

交 流会 を 開催 した 。外 的 要因

会社 側「 有給 消化 の 奨励 日と いう の

か対策は取っている か。」

給 の消 化を 促 進す るた めに 何

忙 であ ると い うこ とだ が、 有

残 して いる 。 理由 は業 務が 多

それから

の 特異 的 な事 項と して 昨 年度

を 設け てい る 。上 司が 取る な

日（金）に 東京で、 ４

会 社 側は 谷村 専務 、東 専 務、 白木

に ２つ の 大き なプ ロジ ェ クト

と いう よう な こと は絶 対あ り

◆ＮＪＫ

小 林寛 志議 長以 下電 算 労三 役、 幹 事

人事 部 長、 小山 人事 課長 が 出席 しま

が 収束 し た。 それ とデ フ レ圧

ト） に よる とＮ ＪＫ 支部 で は客 先常

電算労アンケート（以下、アンケー

電算 労「 今回 の アン ケー ト結 果 から

え ない し、 取 ろう と思 えば と

％

先 常駐 が 減っ てい るが 、 請負

あ る。 ひ とつ は、 昨年 よ り客

が ６割 近く い る。 会社 とし て

報 処理 技術 者 試験 の未 取得 者

電算 労「 ３つ 目は 技 術の 問題 で、 情

％）に次い で

です が 、昨 年と 比較 する と 減っ てい

の促進化などを図ったのか。」

％の人が業 務が多忙と

％ ）に次いで
％の人が取得していま せん。

電算 労 「昨 年と 比較 して 良 くな った

る認 識 など を中 心に 話を 聞 きま した。

の対 策 、情 報処 理技 術者 試 験に 対す

請 負 が増 えて いる のか 、 有給 消化

多く

てはアルバス支部 （

報処 理 技術 者試 験の 未取 得 者に つい

いう こ とを 上げ てい ます 。 また 、情

理由として

消化 で きて いま せん 。取 得 でき ない

の人が「ほとんど」あるいは「全く」

50
こと 、悪 くな った こ とに つ

会社 側「 マイ クロ ソ フト のＭ ＣＰ そ

電算労「具体的にはなにか 。」

ものだ。」

会 社で やっ て いる のは 民間 の

関 関係 は無 い と思 う。 むし ろ

測 る手 段と し ては 技術 力と 相

も かな りの も のだ 。技 術力 を

の 社内 研修 等 は他 社と 比べ て

は ない 。技 術 力を 上げ るた め

会社 側「 重視 して い ない とい うこ と

ないのか。」

の 考え はど う か。 重視 して い

ます 。 有給 休暇 につ いて は 半数 以上
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げ 、そ の後 質疑 応答 と いう 形式 で 行

以下三役が参 加しました。

営 申入 れが 行わ れま し た。 東京 で は

月 ６日 （金 ）に 大阪 で 春闘 恒例 の 経

総 勢９ 名が 、大 阪で は 小林 寛志 議 長

力により単価が 下がった。」

さる３月

30
した。

10

経営申入れ行われる

URL http://www.union-net.or.jp

●働く者が幸せになる平
和なコンピュータ社会
を。
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電算労「 多忙な 人が多 くて有 給の

が問題なのである）

契 約で客 先常駐 である こと

で も請負 がある 。」（ 請負

会社側「 契約上 は違う 。客先 常駐

てていると思う。」

事の 中の範 囲内で 計画 を立

い。 おそら く１週 間と か仕

体的 にはち ょっと 分か らな

てい ると判 断して いる 。具

会社側「計画はプロジェクトで持っ

に欠ける会社側の態度でした。

に対 応する姿 勢が見 られ ず、誠 意

我々 電算労の 申入れ に対 して真 摯

ると いう印象 を強く 感じ ました 。

をの らりくら りと適 当に 答えて い

く、 ほとんど 把握し てい ないこ と

うにうま く軟着 陸さ せるこ

る。どの ように 納得 いくよ

とは我々 も重々 分か ってい

いう制度 は否定 でき ないこ

ているが 、将来 的に はそう

うなって いない こと は聞い

◆東 和 シ ステ ム

消 化率が 低い。 他の組 合と

電 算労「客 先常駐 が増え てい るが

長が出席しました。

会社 側は宮崎 三夫 総務部 統括部

アン ケートに よる と東和 システ
比 較して も低い 。理由 とし

こう いうこ とが原 因だ とい

そのへん のとこ ろを ざっく

とが出来るかと思っている。

ム支部 ではコン ピュ ータの 新技術
て は取る 雰囲気 がない とい

ばらんに 、見通 し、 見込み

会 社側はの 荻原弘 取締 役（兼 管

会社側 「１年以 上経っ たの で、き

◆アルバス

会 社側「契 約で請 負にな って いる

理部 長）と村 上良夫 管理 部人事 総

りの良い ところ でも あるの

を聞きたい。」

ので 客先で どうこ うい う認

務ブ ロックリ ーダー が出 席しま し

うことはあるか。」

％の人 が技 術習 得の
う ことだ が、こ の件に つい

に対 して
機会が あれば心 配な いとし ていま
てお伺いしたい。」

識はない。」

で出来れば実行したい。」

「給料に 関して は個 人個人

あ るが、 プロジ ェクト ごと

％ 、デ ータ ベー

す。技 術習得の 必要 性につ いては

ス

た。

ア ルバス支 部では 昨年 ２月に 新

に話をし ていな いの で不安

電 算労「契 約が請 負だと いう こと

人事 制度の導 入が会 社か ら提案 さ

に思うと ころも ある と思う

に 計画を 持って やてい ると

回

が、おお かた上 がる ように

％、分 析 設
･ 計技 法 ％ 、言

の団 交重ねて きまし たが まだ結 論

はしてい る。」 「残 業を極

％とい うよう に技 術教 育に

であ るから こそ客 先常 駐と

は出 ていませ ん。こ の件 で昨年 は

力減らしたいということで、

語

いう 勤務形 態は良 くな いと

春闘 を見送り 賃上げ のな いまま １

裁量労働 を入れ る。 残業は

％に も上っ てい ます 。ま

す。客 先常駐が 電算 労の中 で最も
多く
た、有 給消化に つい てはほ とんど
ある いは 全部 残る とい う人 が
％にも 達してい ます 。その 理由と

％あ りま した。

思う。」

電 算労「良 いこと ではな いと いう

年が 経過しま した。 昨年 暮れの 一

ゼロで余 った時 間は 勉強し

対する 要望が高 く、 個人的 にも何

認識はないのか。」

時金 で賃上げ 分を加 味し た支給 が

てください。」

多忙 という のが

て客先 常駐が多 いこ とと因 果関係

な計画か。」
会社側「 具体的 に言わ なけれ ばな
らないのか」
電算労「 具体的 な計画 があれ ば教
えてほしい」

会 社側「お 客さん との関 係で すか
ら。」

での問題点はないか。」

れを行いました。

れとも残 業に対 して 会社が

に新人 事制度 が提 案され て

払う金を 減らし たい のか、
ないと思っている。」

電算労 として 非常 に関心 を

は減らし てもら って 良い、

電算 労「１年 前にこ こに きたと き

電 算労「当 該組合 から出 され てい

持って いると いう 話をし て 、

そしてそ の空い た時 間を勉

会 社側「問 題点で すか… 、特 には

電算労 「アンケ ート の結果 をみる

る要 求に対 して前 向き に検

その後 団交で たび たび事 務

強してほしい。」

がある のか、ま た客 先常駐 に対す

と技術教 育に 対する 要望が

討し ていた だき４ 月９ 日に

局長が出席して、１年がたっ

本音はどちらなのか。」

非常に高い。」

回答していただきたい」

ている 。結果 的に はどう こ

電算労 「裁量と 残業代 に関 して危

会社側 「本音は どちら もだ 。残業

「客先常 駐の 割合が 高く８

質問に対 する回 答の歯 切れ が悪

割以上が客先常駐だ。」

る認識などを聞きました。

電算労「 計画と は具体 的には どん

会 社側「そ れはあ るが、 お客 さん

され ましたが 、残業 分が 考慮さ れ

電算労 「趣旨は 従業員 が残 業する

らかの 形で技術 習得 を図っ ていま

との 関係で どうし ても 行か

てい ないなど 不充分 な面 があり ま

時間を減 らした いの か、そ

75

有給 消化の割 合が 低い原 因とし

33

れま した 。そし て今 まで 約

しては雰囲気が ないというのが

ないといけないこともある。」

す。 この新人 事制度 を中 心に申 入

83

いう認識はないのか。」

％ で最も 多く、 つい で業 務が

電 算労「客 先常駐 で仕事 をす る上

30
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付 く、そし てその 空いた 時間 を技

人 はソ フト ウェ ア技 術支 部（

時 間を 越え てい る

術 習得に当 てるこ とがで きる 。」

％）、東和システム支部（

残業 時間 が

と クリア しない と新し い制
と いうこと で社員 にとっ ても 良い

電算労「 そう言 うとこ ろをき ちん

とどれく らい 乖離す るのか 、
度 という のもま ずい。 どう

制 度である ことを 主張し てい ます 。 に 次 い で 多 く

惧すると ころ がある 。実態

しないの かト ライア ルの期
す るかは きちん と話し 合い

％ の 人 が 毎月

％）

間が必要 。７ 割から ８割く

仕事がよ そに持 って いかれ

て失った仕事が結構ある。」

「今年に なって 取り 戻した

仕事はあ るが、 価格 の競争

後から見 なお しが出 来るよ

のは危険 。」 「少な くとも

当 がつく ので良 くなる 。』

う すれば 新人事 制度で は手

で きれば ゼロで もいい 、そ

と いうこと にもな りかね ませ ん。

し か払う必 要はな く、結 果賃 下げ

ら 残業をし ても会 社は一 定の 手当

づ けは全く ありま せん。 逆に いく

電算労「 『残業 は極力 減らし たい 、 か というと 、それ が実現 でき る裏

ことを お聞き した い。そ れ

電算 労「経営 から見 て良 くなっ た

中心に話を聞きました。

に１人います。

につ いていけ ないと いう 人が３ 人

それ から、コ ンピュ ータ の新技 術

理費を取 れない と、 そこは

いうと、 コンピ ュー タの処

会社側 「どこを 削って 戻し たかと

取った仕 事は何 処か に皺寄

電算労 「そうい うふう に無 理して

が起きる。」

うに、労 働組 合と会 社と交
と いうこ とだが 、新人 事制

む しろそこ を狙っ ている と考 える

から、 悪くな った ことま た

我慢しよ うとい うこ とで、

時間 を越える 残業を 行っ ていま す 。

渉できる よう な項目 がない
度 に移行 したか らとい って

べ きでしょ う。そ ういう 事態 じな

は良くしようとしたが変わっ

ＳＥの年 間の維 持費 を削っ

し かし、本 当に残 業がな くな るの

といけな い。 そうで なけれ
従 来あっ た残業 が、仕 事が

い ように、 あるい は生じ たと きで

ていな いこと につ いてお 聞

会社側「………。」

導入が検討できるでしょう。

を 前提にし て初め て新人 事制 度の

本的には 現場の 労働 者にい

くと思うが。」

たわけではない。」

人 でや るべ

こんな に欠損 をだ したの は

と

き

かよく あると 思う 。そし

ところ を７人 でや らせる

電算 労「本 来なら

わが社 始まっ てで ある。 」

７人が１００時間残業やっ

うことは ないと 思う 。と、

営の中に 反映し てい るとい

うなこと を前提 とし て、運

会社側 「基本的 に言わ れて いるよ

いということなのか。」

いるのか 、それ とも 知らな

へんを把 握した 上で やって

う人が出 始めて いる 。その

現実にＰ ＵＣの 方で そうい

いうと相 当な加 重労 働で、

計算もあ る。１ ００ 時間と

てもペイ すると いう 経営の

て

なり、 従来は 得ら れてい た

「業務 の受注 が競 争入札 に

会社 側「業績 面から いう と前年 度

せが来る のでは ない か。基

ば納得いった適用は難しい。」

会 社側と して減 らすた めに 、 も 組合との 交渉で 制度を 変更 でき

減 るわけ ではな いだろ う。

る ような道 を残す ことが 必要 です 。

ていない 。昨 年の冬 の一時

電算労「 具体的 な対策 がない のに

フ レックス 導入、 残業 の問題 を

会社側 「言って くれ ば話し 合いに

ゼ ロにす るため にどう いう

きしたい。」

金にその 分を 加味し たよう

移 行すれ ば良く なると いう

は応じる。」
電算労 「もう一 点、 心配な ことが

そ のことを 明確に 取り決 める こと

をしてもらえばいい。」

31

50

25

対策を考えているのか。」

な回答が あっ たが、 毎月の

こ とはい えない だろう 。」

◆ ＰＵＣ

残業代の 差額 につい ては別

「 なんの 対策も なけれ ば逆

（ 理事）、 藤田達 志人事 部長 、森

途払わな いと いけな いだろ

電算労「 新しい 制度は 全面的 に否

昇 一人事課 長が出 席しま した 。Ｐ

会 社側は黒川勝喜管理 本部長

定 はしな いが、 入れる ので

Ｕ Ｃ分会か らは角 井書記 長、 武田

もありうるだろう。」

降の賃上 げ分 を上乗 せした 。

あ れば労 働者か ら見た 場合

副 分会長、 網野執 行委員 、日 比野

う。」

それで解 決し たと思 ってい

に 毎年交 渉でき るもの を残

会社側 「冬の一 時金 に昨年 ４月以

る。」「 あと 後半の ６ヶ月

執行委員が参加しました。

％あ り
％ と比 較
す るとかな り高い 数字で す。 平均

ま す。 全体の 平均の

ク スの 導入が 最も多 く

で は賃上げ 以外の 要求で はフ レッ

アンケー トによ るとＰ ＵＣ 分会

さないといけない。」

い。」「 残業を しなく ても手 当が

れば給与 が減る 人はほ とんど いな

会社側 は「新 人事制 度に移 行す

ための方策を示してほしい。」

電算労「 それか ら、残 業を減 らす

分がある が、 その差 額をこ
の間提示した。」
電算労 「残業代 は含 んでい ないだ
ろう。」
会社側 「残業代 まで は含ん でいな
い。」

10

ある。始 めか ら一気 にやる

22

ある。昨 年春 闘要求 をだし

らいの人 が納 得する 必要が

50
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ト とデメ リット を上げ ろと

の 職場に 部門運 営上メ リッ

時間くらいということで個々

「 ９時を 基本に して前 後１

厳 しくなっ ている ようで す。 単に

競争入札 を始め 、経営 の環 境が

いいしたい。」

合の 要求を よろし くお ねが

電 算労「そ れでは 、来週 の当 該組

いたが 、一括 で任 したと い

今まで はいっ しょ にやっ て

と、お 客さん にし てみれ ば

いうこ とにな る。 そうな る

とで全 責任を 当社 が負う と

してお り一括 受託 という こ

シング を増や して いこう と

ていたが、今後はアウトソー

会社側「以前はお客さんの中でやっ

て需要が あり、 人手 が足り

合いがあ るとこ ろが 合併し

る生・損 保関係 で昔 から付

とがあり 、当社 の強 みであ

どうした らよい かと いうこ

で良いか どうか 、社 内でも

てきてい るのが 実情 。それ

親会社の売上が年々高くなっ

業務を拡 大して いこ うと。

らの方の 関係、 生・ 損保の

会 社側「検 討方法 とか声 の吸 い上

問題を解 決で きない ことに

時 間の差 ではし ょうが ない 、 企 業同士の 競争に 勝って 仕事 を得

言 ってい るが、 なかな か１

る という観 点で経 営をし てい る以

ことで トラブ ルみ たいな こ

ないくらいある。」

きる背 景がで きたと いう

ついては 原因 になっ ている

目 に見え たもの がない ので

上 は厳しい 環境を 乗り越 える のは

とがあ り、ど うや って解 決

電算労 「アウト ソーシ ング をする

で

部分をど う取 り除く か対応

そ んな程 度なら 入れな いよ

難 しいと思 います 。仕事 に対 して

したら いいか とい うこと が

私は認識 して いるが 。」

している。」

ということもある。」

適 正な価格 で受注 すると いう こと

ある。」

げ方を考えたい。」

「部分的 には そうい った問

電算労「部門というのはどこか。」

を １社の問 題とし てでな く競 争相

味では考えやすくなった。」

題が起き てい ること は認識

会社側「 個々の 管理部 門に振 って

手 ともども 考えて いく必 要が ある

意

している。」

い るが、 そこは 個々の 部課

のではないでしょうか。

「現場で 長時 間労働 しても

協定は結んでいるが、個々
長 には下 ろして 本部の 意見

本

会社 側「月

時間 以下 とい う基

ろう。」

定は守ら れて いない のであ

電算労 「そうい うと ころは ３６協

の業務で あふ れたや つにつ

として集約されたものが我々

さんは親会社か。」

会社 側「親会 社もあ れば 損保関 係
もある。」

電算 労「アウ トソー シン グを行 う

ます増え るだろ うと いうこ

電算労 「話を聞 くと、 需要 はます

やっている。」

ありそこ で２０ ０人 近くで

中に当社 の厚木 セン ターが

は厚木で やって おり 、その

会社側 「今、親 会社の ソフ ト開発

ということが前提なのか。」

というと 親会社 に常 駐する

いて、今 月は 延ばし てもら

の ところ に上が ってき てい

電算 労「アウ トソー シン グのお 客

いたいという申し入れになっ

ると理解している。」

に当た っての ねら い、基 準
はなにか。」

会社 側「親会 社が共 済な のでそ ち

とで経営的な問題はないと。」

会社側 「いや、 去年初 めて 売上が

％の 人
が 社外で働 いてい ます。 昨年 と比

下がって しまっ た。 一括で

較 して も

％ 増えて いま す。 そ

組 では 客先常 駐が多 く

アンケー トによ るとＣ ＣＯ Ｍ労

出席しました。

会社側は 長谷川 憲一人 事部 長が

◆ＣＣＯＭ

ている。」

下はどうなのか。」

電算労「 部課長 まで下 りて、 その

Ｃのみな さん から時 差出勤

会社側「 議論は してい ると思 う。

電算労 「アンケ ート による とＰＵ

の要望が 多い が、そ のへん

多少の濃淡はあると思うが。」

「全然聞いたことない。」

同席したＰＵＣ組合員

の具体化 はど うなっ ている
か。」
会社側 「今度基 幹業 務が今 年の下

親会社か ら受け てか なりの
機 とい う人が 多く

はどうか。」

32

の仕事、 医療、 パッ ケージ

会社側 「本社関 係では オー プン系

に取組んでいるのか。」

電算労 「新しい ことに 結構 積極的

でやっている。」

汎用機で こちら はク ラザバ

れ から、仕 事での 使用機 種で 汎用
い る。」 「現場 でもっ て必

ア ルバ スの

電算労「 と言う 部課長 の下の 方が

前提と した 運用に なるの

要 とされ ている 人達の 声が

字 とな って いま す。 そし て、

時間 サー ビス

それ に合 わせて どうす

反 映され ていな いので はな

％ の人がコ ンピュ ータの 新技 術に

半期 から

で、

かと いう 検討は してい

い か。」 「もっ と幅広 く意

ついていけないと答えています。

人数を入 れてお り、 厚木は

るの

もう ひと つは顧 客自身

見 を集め る、分 析をす ると

％い ます 。

る。

務時 間制 度を半 年くら

70

％に次 いで 多い 数

が勤

電 算労「業 務の繁 忙振り とい うの
か。」

い う必要 がある のでは ない
ちらも その ことを 理由に

に変 えた ことも あって 、
う

い前

を

63
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経営申し入れ行動

等やっている。」
電算労 「アンケ ート 結果を 見てＣ
大阪（２００１年
（

（

◆ＮＣＳ

ＯＤＫ

Hｨ

ＮＣＳ

ＣＯＭの 場合 、『新 しい技
術につい てい けない 』とい
う割合が 多い が、な ぜなの
か」
会社側 「生・損 保の 業務知 識はそ
れなりに ある と思う が、新
しいコン ピュ ータ、 オープ

月

日）

時）

時）

よりうまく行っていない。

昨今 の経営 環境と 地域 性に

者のニ ーズが 多く なって い

受注に こぎつ けら れる技 術

た。

会長と 大垣書記 長が同 席さ れまし

ある。 上流工 程に 参画で き 、 の４名 が出席し 、組合 側は 柳田分

行け ない人 が

％ 、い つも 疲れ

ト結果 を踏まえ 、新技 術に ついて

会社の概況を聞くと共にアンケー

プロ ダクト 販売で は、 ホテ

電算 労「生活 が苦し い、 有給の 消

る」

用パ ッケー ジ、Ｓ ＡＰ など

化率が 思わし くな い状況 が

ル向 けパッ ケージ や、 財務

のＥ ＲＰパ ッケー ジの 拡販

てい る人が

％と いう 実態 をど

う認識しているかを聞きました。

あるが」

会社 側「作業 の状況 では 昨年上 半

電算労 「昨年と 比べて 違っ た点は

をしてきている。

期はタ イトで はな かった 。

きた が、目 先の業 務に 忙殺

た

に

のはその通りだろう」

事で 生活が 苦し いと感 じ

なっ ている 。賞 与が落 ち

悪い数字 ではな い。 全国全

の春闘ニ ュース を見 る限り

会社側 「賃金に ついて は、 電算労

最近 は発注 側から 高度 な技
術者 を要求 される 事が 多い 。

され 、うま くいか ない 事が

る

何か」

有 給も平 均

多い 。この ような 状況 でも

日位 の取 得

昨年 度も教 育投資 を続 けて

いことで 業務 知識は あるが 、 んが出席 されま した。 労組か らは

が少ない 。今 回の失 敗に近

大田書記 長、柳 瀬書記 次長が 同席

ン系の仕 事に 関わる ケース

汎用機の まま で、そ こで全

が、メ ーカー は技 術者を 面

念ながら できて いな い。新

残業を減 らす取 り組 みは残

産業水準 には到 達し ていな

電 算労「教 育につ いては 投資 対効

接して選別する。

技術にチ ャレン ジし た。ス

電算 労「メー カーか らの 発注単 価

果が 出ない ので、 足踏 み状

このと ころメ ーカ ー子会 社

キルを持 った外 注を 使った

高度 なスキ ルを持 った 技術

アンケ ートに よると ＮＣＳ 労組

態の 経営者 が多い 。先 読み

からの 仕事（ ２次 下請） が

が、結果 は裏目 に出 た。こ

いだろう から、 業績 をもっ

では昨年 の冬季 一時金 のダウ ンに

をし て教育 する事 が大 事。

増えて いるの で、 単価が 下

の分野は まだ外 注依 存をせ

はどうであったか」

れをどう いう ように 新しい

より生活 が苦し くなっ たと感 じて

社員 をリー ドでき なけ れば

がる傾向にある。

ざるを得 ないが 、社 員教育

た労働条 件を 維持し てほし
い。」
会社側 「当社は 人件 費がし める割
合がかな り多 い。仕 事がク

では

％）も いま した 。ま た、

％）でした。

の合計 が
では

会社の 概況、 技術教 育、労 働環

け ている 。経営 環境は 極め

会 社側「シ ステム 構築技 術を おり

ラサバ系 に変 わって いくと 、
歳いって いる 人はつ いてこ

て 厳しい ものが ある。 事業

こみ ながら カリキ ュラ ムを

とあげていきたい。

％ （ア ンケ ート 全体

駄目 なので はない か。 私た

最近は メーカ ーか らの受 注

を強めていきたい。」

れない、 そこ が若い 人の不

の 柱はシ ステム 開発と プロ

作っ ている 。内容 は実 践と

も必要だ が、Ｏ ＪＴ も必要

会社 側「単価 は前年 と同 じであ る

ものに展 開し ていく かとい

有給が全 部また はほと んど残 る人

ちが 期待し ている 技術 教育

が減っ てきて いる 。長年 の

電算労 「プログ ラミン グ言 語の教

安、不満 もあ るので はない

ダ クトの 販売で ある。 シス

連動 しなけ ればな らな いと

会社側から総務の川崎部長、千々

である。 メーカ ーに 派遣し

近はやめ てい く人も 昔に比

員の定着 率は よかっ た。最

へんが難 しい 。」「 昔は社

給与体系 がほ しいし 、その

か。中に は仕 事に見 合った

テ ム開発 ではＳ Ｉ事業 を強

考え ている 。最近 はシ ステ

和部 長代理、 城尾課 長、 川口さ ん

会社側 「よくわ かって いる 。講習

いか」

シックな 教育が 必要 ではな

め 、営業 的には メーカ ー依

ムの 立ちあ がりが 短期 間で

べると増えてきた。」

◆ＯＤＫ
存 から自 立した かった が、

である。」

うことになっている。」

％ （ア ンケ ート 全体

とは 、短期 間の教 育で 使え

付き合 いは関 係無 い。Ｎ Ｃ

育に終始 して失 敗し ている

いる人 が

境について聞きました。

る力 の事で ある。 その 辺は

Ｓとし て何が でき るかが 問

電算労 「電算労 の中 で先頭 をきっ

会社側「 メーカ ーの影 響を強 く受

どのように考えているのか」

企業が多 いが、 もっ とベー

者を 如何に 育てる かが 課題

されました。

会社側 は佐藤 人事部 長、十 河さ

35
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てＯＪＴ も試 みたが 、断ち
切れとな った 。メー カの仕

経 験を積 ませ、 ＳＥに して
い く。教 育では 業務知 識

ンをかけるのが難しい。
電 算労「ア ンケー トでは 疲れ を訴

れば理解できる。」

電算 労「昨年 と比べ て良 くなっ た

ら い 、 退会 が

～

社あ

る。４年ほど前以前は合併、

販 売）が 半分を 占めて いる 。 会 社側「昨 年の秋 から学 校関 係の

た。世 間では 、大 阪は（ 経

会社 側「室内 スペー スは よくな っ

ものであ る。こ の状 況を見

数以上が 合併、 統合 による

れば良い 方で今 は退 会の半

統合によ る退会 が年 １社あ

仕事 をして いるが 、ピ ーク

済状況 が）厳 しい と聞く が 、

点は。」

会 社とし ては汎 用大型 機の
の時 期にア ンケー トを とっ

えている人が多いが。」

られてい るの か。新 技術に
仕 事が多 いが、 徐々に オー

（証 券、金 融、学 校、流 通、

ついてい けな い人が 多いよ

ても競争 が激し く行 われて

や 企業の指 導内容 など、 情報 処理

入 れは経営 者団体 として 、考 え方

て いるもの です。 ＪＩＳ Ａへ の申

業 界の問題 につい て申入 れを 行っ

の 労働組合 だけで は解決 でき ない

これは、 ひとつ の企業 、ひ とつ

あ り 、 ２ 極分 化 が

な り 厳 し い競 争 が

て も ミ ク ロで は か

マ ク ロ 的 には 良 く

て 良 い こ とだ が 、

「 業 界 全 体に と っ

長を続けている。」

社く

処までこ の情報 化投 資があ

経済の先 行きを 考え ると何

報化投資に支えられている。

おり、今 は旺盛 な民 間の情

「現在ま で成長 軌道 できて

る。」

いるとい うこと が推 測でき

ＯＤＫとしてはない。」

汎用機の場合、ローテーショ
とすること。
④ソフトウエア労働者のシステ

日（火 ）に 経営 者

ＪＩＳＡ・経済産業省
申入れ行われる

たのではないか。そうであ

事は要員派遣が多い。」

20

プ ン系の 仕事が 増えて いる 。

電算労 「ＳＥ教 育は どのよ うにや

15

うだが。」
会社側 「プログ ラマ ーにＯ ＪＴで

要請書
（経営申入れ）
ム知識、業務知識の教育を強
化して、適正な見積りのでき

さる ４月

H｣

■ＪＩＳＡ
業界の現状認識は

Ｊ Ｉ ＳＡ 「 昨 年 の後 半 か

ら 今 年 の 年初 に か

振 興課につ いては 行政と して どの

進 ん で い る。 」

け て ２ 桁 に近 い 成

よ うな現状 の認識 と施策 を持 って

の３年は年

を 見 て も 入会 が こ

「協 会 の 入 退会 状 況
います。

い るかとい う話な どを毎 年聞 いて

名が参加しました。

役 、幹 事と 各組 合役 員の 総勢

小林寛志 議長を はじめ 電算 労三

申入れを行いました。

商 務情報政 策局情 報処理 振興 課に

団 体である ＪＩＳ Ａと経 済産 業省

17

１．経営基盤の確立を低賃金政策
や長時間残業など労働者犠牲
る技術者の育成をはかること。

ず、受注の値引き競争をせず

⑥発注元の不当な値引きを許さ

育制度を拡充すること。

⑤時代の要請にかなった技術教

の下に行うのではなく、新し
い技術の教育・習得に努めて 、
新しい市場を開拓すること
２．当該組合の２００１年春闘要
求の実現をはかること

健全な商取り引きを実施する

供事業）を積極的に活用して

10

３．次の業界共通の課題に積極的

⑦過剰な仕様変更を防止して、

こと。

①電算労平均の賃金を最低基準

変更に対する「妥当な納期と

に取り組むこと

として、さらに全国全産業水

対価」の商慣行を確立するこ

⑧実質派遣の請負的契約をなく

準への引き上げをはかり、情

準への向上に尽力すること。

し、派遣法を遵守して、客先

と。

時 間 以内 の３ ６ 協定 と そ

労働の改善をはかること。

報労働者にふさわしい賃金水

遵守により残業を減らす取

③室内スペースの拡張、休憩室

業界の雇用の健全化に資する

②
の

組みを確立すること。

の設置、空調の改善など作業

こと。

⑨組合の需要供給システム（労

り

環境の改善を業界全体の基調

25
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詰 まり具 体化で きてい るの
と いうこと も認識 してい まし た。

るように「２重３重の下請け構造」

争いに 終始し てお り、国 内

「国内 企業は 国内 のシェ ア

府調達制度の改善を図る。」

「ソフト ウェア に関 する政

定 し、ま ず政

で 業界で 民間、 特に中 小企

市場に 閉じた 競争 となる こ

「戦略的 情報化 投資 を支え

を飛躍的に向上させている。」

先行き不 透明 なとこ ろがあ

業 情報化 の橋渡 しがで きる 。 こ の問題は 電算労 として も業 界の

とから わが国 のソ フトウ ェ

る人材（ ＩＴコ ーデ ィネー

よ うです。 また、 前の発 言に もあ

ると思っ てい る。た だ、政

問 題として 以前か ら取り 上げ てい

ア産業 の競争 力低 下につ な

タ）を育 成する 。」 「ＩＴ

Ｓ Ｐ制度 の内容 がかな り煮

府の方で ２０ ０３年 までに
経 営もＩ Ｔ技術 も両方 分か
ま すが、一 朝一夕 に解決 でき る問

がり、 ＩＴを 伴っ た産業 競

るか、と いう ことが ある。

実現する と打 ち出し ている
る 高度な ＩＴコ ーディ ネー

題 ではなく 、経営 者団体 であ るＪ

府調達での活用を図る。」

ので、今 後は 公的需 要に対
タ ーの育 成支援 という のを

コーディ ネータ 制度 を発足

Ｍ 注
( ）を 策

応してい くと いう面 がある

争力自 体が沈 下す る可能 性

経済 産業省で も業界 の現 状認識

Ｉ ＳＡや所 轄官庁 の経済 労働 省に

「日本 ではソ フト ウェア の

で「何 重もの下 請構造 」言 ってい

協 会とし ても力 を入れ てい

価値が 低い。 」「 実際の 作

るよう に２重、 ３重の 下請 構造を

ので当分 は成 長が続 くので

解 決策も検 討し今 後の申 入れ に盛

業の質 に関わ らず 単価× 時

認識し ています 。その 理由 として

させる。」

り込んでいきたいと思います。

間（人 ・月） でコ ストを 計

■経 済 産 業 省

ユーザ が知名度 で企業 を選 定して

が高い。」

歳で若干

H｣

人事制 度につ いては 「成果 主義

「派 遣的な 観点か ら言 うと

産業である。」

取引の

フト

対

化が必要。」

適正

ウェア

応したソ

バル時代に

兆 円 産 業 で あ る 。 経済産業省「グロ ー

業界の現状認識は
経 済産 業省「

今後の対応策は

算している。」

も 実態を訴 え続け るとと もに その

歳、

歳は 横這 いで 直近

おり、 その企業 は大量 の受 注をさ

きたい。」

討中で あり 、基本 方針が
につ い て は 「
上がっ て、

ではほんのわずか下がっている。」

が相当取 り入れ られて いる。 」、

情報 処理産 業は前 近代 的な

中期 的にも 長期的 にも 成長

「具体的 なと ころを 紹介す

％ 位が

とのことです。

ると、ひ とつ はこれ から公

「裁量 労働 につい ては

こと をやっ ている 。何 重も

ト

けない事 態が 想定さ れるが 、 取り入れ ている 。」、 「年棒 性が

いソフトを買わされている。」

発能

策定

「そのために、

客先常駐については 、昨年は

「パ ソコン 用ＯＳ や業 務ア

手法の

及

の下 請構造 がある 。」 「下

企業のほとんどは入口でシャッ

「認識しているが必要悪である。」

プリ ケーシ ョンは 、欧 米に

と その 普

う。」

多い。」 とのこ とで、 差別化 が図

トアウト され る。こ れは何

という言 い方を してい たとこ ろ、

席巻されている。他方、ゲー

促進を行

トウ ェ

政府の調 達基 準が公 示され

とか直し ても らわな ければ

「実態派 遣があ ること は認識 して

ム分 野では 世界的 競争 力が

ソフ

の確

日本版ソフ

当業界の 下請 構造を 脱却で

いる。」 、「何 とかし ないと いけ

ある。」

ア品質

請構 造のも とでユ ーザ は高

きないと 経済 産業省 に強く

ない。」 、「ユ ーザの 理解も 含め

「イ ンド等 のアジ ア諸 国は

保のため

られているとのことです。

申入れている。」

て改善し ていか ないと いけな いが 、

米国 とのア ライア ンス を強

日本版ＣＭ

ウェア開

「もうひ とつ は高度 人材の

時間がか かる。 」とい うよう に業

化す ること により 、競 争力

に

力評価

育成とい う問 題だが 、経済

界の問題 として の認識 に変わ った

た。その 基準 による と会員

10

産業省が 進め ている ＩＴＳ

･

H｣

はと考えている。」
ＪＩＳ Ａ会員 を対象 にした 調査
では「こ こ数年 、年間 の労働 時間

協会 は今後何 処に 重点を 置いて

は２００ ０時間 、残業 時間は ２５

検
つある 。ひ とつは 技術者

０時間で 推移し ている 。」、 賃金

やっていくか H｣

２
マネー ジメ ントの 高度化

年度 の事 業計 画を

の
図る。２つめにはＩＴサー

30

ＪＩ ＳＡ「

を

25

的需要を 頼り にしな いとい

ビスの価値の確立を図る。」

10

13

35
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態。

葉書の場合は左の絵を貼り、該当の個所を○で囲んで

左の絵には７ヶ所の間違いがあります。

ください。また、メールの場合は、該当個所をわかり

やすく説明して送ってください。

④巣箱の支え

析を始めている状

正解 者 １０名 に図書券

ばきき れず、下 請か 人材派 遣に頼
新しい技術習得の意識の高揚・
啓蒙、助成

西浦安男・新堀彰利・野田敏成・田中康夫 （ＣＣＯＭ）
金子貞雄（ＮＪＫ）・福岡英之（東和）
敬称略

要請書

前回当選者：
韓旭・黒田有希・宮崎剛安・陶山富美子（ＮＣＳ）

（ＪＩＳＡ、経済産業省申入れ）
３．長期不況以降今日に至る業界
の労働時間と賃金の推移と現状
認識を示すこと

★ 締め切りは６月１５日です ★

らざる を得ない 状況 と言っ ていま
１．昨今の業界の現状認識を明ら
かにすること。
２．高度情報通信社会にむけての

４．賃金・労働条件低下の当面の
最大要因となっている、発注元

具体的な施策を示し、次の各項
につき早急に対策を講じること 。

の過剰な値引きを防止するため
の指導・具体策を早急に実施す

①オープンシ ステム化へ の適切
な対応のために技術情報の公開
ること

５．業界に広がる「実質派遣の請

制度を確立する
②職業訓練校 、専門学校 、大学

負的契約」をなくして、派遣法

あわせて組合の需要供給システム

★たくさんのご応募ありがとうございました★

す。お おもとは そう ですが 、その
また下 請の実態 まで 把握し ている
わけで はありま せん 。この 申入れ
の中で 電算労の 話を 聞いて 、初め
て実態 を知った とい う部分 も多々
あります。
また 、今回の 申入 れの中 で対応
策で話 している 点に ついて 何がど
こまで 実現した か来 年の申 入れで
における教育・訓練の充実化と

を遵守して客先労働の改善を指

めの制度・機関の確立・充実

（労働者供給事業）を積極的に活

導すること

一般社会人の受け入れ

④新しい技術 への教育・ 訓練に

用して業界の雇用の健全化に資す

③その他、公 的教育・訓 練のた

関する助成

⑦走っている人の影

⑥チュウリップ

⑤右の樹木の根っこ

台東区根岸３－２５－６
タブレット根岸２階

あて先 ：〒 110-0003

③お城の屋根

②左下の画板

前回の答え：①左の雲

確認さ せてもら う約 束をし ました 。

Capability Mat

～～～～～～～～～～～～～～～
注
( ） ＣＭ Ｍ（
）
urity Model
ＣＭ Ｍとはソ フト ウェア 開発能
力を測 るための モデ ルで、 ソフト

ること

的管理が できる 反復可 能な安 定し

⑤とくに、中小の経営に対する

階を経 て発展し てい くと考 える。

たレベル にソフ トウェ ア組織 が達

★購読者募集中★
http://www.u

ウェア 組織はそ の開 発プロ セスの

その発 展段階は 以下 の５つ のレベ

している状態。

）レベル
Managed

ン

成熟段 階におい て、 ある一 定の段

ルに分類される。

３．定義（

ソフト ウェア 組織に 標準的 なプ

）レベル
Defined

１．初期（ Initial
）レベル

ロセスの 定義が 確立し ている 状態 。

プロ セスが統 計に 管理で きる状
態にな るまで、 プロ セス改 善を秩

４．管理（

よく理解できる状態。

すること ができ 、プロ セスを より

一貫した ソフト ウェア 開発を 保証

）レ
Repeatable

序正し く成長さ せる ことが できな
い状態。
２． 反復可 能（
ベル

ケジュー ルの効 率以上 のこと につ

ソフト ウェア 組織は 、費用 とス

更制御 に対する 厳格 なプロ ジェク

いて包括 的にプ ロセス の計測 と分

約束 、費用、 スケ ジュー ル、変

ト管理 を始める よう になり 、統計

電算労ＩＴマガジ
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