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はない、というのが現状だ。」

かかわらず、向こうからの支払い

らが多額の費用を出しているにも

ところは相殺したとしても、こち

部分があるだろうから、そういう

過去の売り上げと比較して

会社「大幅な赤字が続いており、

ていない。」

生きているというところには至っ

ていないところがあり、１００％

色 々 施 策 は 出 し た が 、 レ ー ル に 乗っ

３月

毎年、春闘時期に行われている

会社「問題点について、考えに先

円以上売り上げが減っている。そ

日 に東 京（ 東和 シス テム 、ア ルバ ス、Ｐ ＵＣ 分会 ）で 、
４月 ４日 には 大阪 （Ｎ ＣＳ 労組 、Ｏ ＤＫ 分会 ）で

日

方との相違点があることだ。ここ

ういう状況で教育も難しく、人に

会社にとって不可抗力以外の要因

電算労「以前、赤字があった時、

と庄田部長が出席されました。

部門の編成を行い、教育について

会社「大竹社長が就任してすぐ、

判断は難しいところがある。」

だ か ら 、 ⑥に 該 当 す る か ど う か の

理由からきている可能性がある。

それは、支払いたくない、という

会 社 「 事 実 だ 。 理 由 の 一 つ は 分 かっ

うのは事実か。定着率が悪いの か。」

電算労「若い社員が辞めていると

的に教育されている。」

部署でも教育期間中はＳＥは強制

度ができている。どんなに忙しい

電算労「発注元のＦ社では教育制

う と い い 、 論 点 が 変 え ら れ て い る。 投 資 を す る に は 至 っ て い な い 。 」

と し て 従 業 員 の ス キ ル の 問 題 が あっ

も

るのか。退職の本当の理由は把握

電算労「退職時の調査は行ってい

ている。現場で大声による叱責を

育成）にあたるか？」

しているのか。」

らないのではないか。大阪で大き

会 社 「 ⑥に あ た る か ど う か は 分 か

会社「友人等からの聞き取り調査

見て、やめた事例がある。発注先

らないところがあるが、まだそこ

はしているが、わからない場合も

な赤字があったが、その分析はな

まで至っていない。話し合いもあ

ある。」

にそのようなことはやめてもらう

まりされていない。持ち出しの状

電算労「インターネットサイトで

されているのか。要請書の３．⑥

態 で あ り 、 技 術 者 を こ ち ら か ら 送っ

など、考えるべきとは思ってい る。」

て宿舎等向こうが見れないという

（適正な見積りのできる技術者の

会社側は総務部の神田統括部長

た。その実態は現在も当時と変わ

■東 和 シ ステ ム

行いました。

よび篠塚芳教事務局長が申入れを

総勢９名が、大阪では小林議長お

東京では小林寛志議長はじめ、

には大阪で行われました。

経営申入れは、去る３月
（火）に東京で、４月４日（木）

が問題だと指摘しても、先方は違
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東和システムの評判が７、８項目

であるが、賃金から福利厚生施設

な ど 、 ど れ を 見 て も 満 点 は な い が、

平均以上の点数があり、見た目は

良い企業に見える。労働組合があ

るのでそれなりの労働条件は維持

されていると思うが、こういう状

態というのは、何か根深いものが

あるのではと心配している。」

会社「下請けという立場が強く出

ている。自分たちがこうしたい、

ああしたい、ということができな

い企業になってしまっている。以

前はあり、発注元からも一目置か

れ て い た が 、 現 在 そ の 他 大 勢 に なっ

てしまっている。」

電算労「仕事は入ってきているの

か。」

会社「一時期よりはよくなって来

ているが、以前と比べるとはるか

に少ない。今は全員稼働しても目

標を達成できない。なぜかという

と人数が減ってきているからだ。

それを考えるともっと多くの仕事

を受注しなければならない。」

会 社 「 黒 字 に は な る と 思 う が 、 もっ

と大きくしていかねばならない。

プロジェクトの点検は細かくして

いくつもりだ。」

会社「大阪についても、新しい会

長 が 大 阪 を 立 て 直 す と 言 っ て お り、

それに期待している。」

として いる。社 員や 管理職 の意見

しをし て、来年 度か ら実施 しよう

ている 。現在も 運用 の一部 を見直

０５年と２０１０年に見直しを行っ

会社「 ２００１ 年に 導入し 、２０

聞いた。現在でも行っているのか。」

給につ いて見直 しを 行って いると

電算労 「昨年、 裁量 労働制 、役割

席され ました。 当該 支部か らは田

久保洋 子氏およ び小 川成人 氏が出

会社 側から村 上良 夫監査 役、大

が一致す れば、 問題な いだろ うが 、 きたい。」

電算労「 自己の 評価と 上司の 評価

面も評価の対象にするよう変えた。」

行動を果 たして いるか とか、 人物

技術的な 部分以 外の会 社の求 める

のブラッ シュア ップで はその 人の

ころが強 かった ので、 ２０１ ０年

作った当 初はか なり技 術指向 のと

「それか ら、制 度を変 えたの は、

はないか 、とか 、そう いう部 分に

張が正し く反映 されて いない ので

し付けら れてい ないか 、部下 の主

ぐ れも怠ら ないよ うにし てい ただ

な いとまず い。そ の点だ けは くれ

て やる気が 出ると いうよ うに なら

電 算労「最 終的に この制 度に よっ

話をしている。」

ニ ケーショ ンをと るよう 人事 では

な くはない 。だか ら、常 にコ ミュ

き ていない と、乖 離があ る場 合も

い うことは あまり ない。 それ がで

ちっと見 直して いかね ばなら ない 、 評 価時期に なって 乖離が ある 、と

ついては 、見直 すべき ところ はき

「 もう一点 聞きた いのは 、残 業に

ミ ュニケー ション を取っ てい れば 、

コ ンスタン トに通 期の中 で常 にコ

価 時期に評 価を行 うので はな く、

る と言って からで は遅す ぎる 。評

ているのか。」

電算労 「有休は 取れる よう になっ

を考えている。」

賞与では通常の基準プラスアルファ

はこれ まで苦労 を掛け たが 、夏の

目標を 達成でき た。賞 与の 部分で

たが、 下期は達 成でき 、通 期でも

会社「上期は目標を達成できなかっ

のではないか。」

電算労 「今は業 績が上 がっ ている

はないかと思う。」

■アルバス

などを 聞き、常 にブ ラッシ ュアッ

乖離があ る場合 はどの ように それ

つ いて、長 時間残 業があ ると 耳に

口秀樹 支部委員 長が 出席し ました 。 というところはある。」

プしようとしている。」
を埋めるのか。」

し ているが 、現状 をどの よう に捉

会社「 評価者が 一方 的に評 価する

なってしまう。」

しまう とよくな い、 客観性 がなく

づ けてると いう意 識はし てい ない

も あり 、勤労 者平均

合 により、 人によ って長 時間 残業

も これくら いかと 思って いる 。場

と。」

会社「はい、そうです。」

電算 労「若い 人の定 着率 が良く な

い、 辞めてし まう人 がい ると聞 い

ているが、その点はどうなのか。」

会社 「ここ数 年、数 十人 の単位 で

退職 者があっ た。当 社の お客様 は

増えて きており 、取り にく くなる

状況に なるので 、これ から チェッ

クが必要だ。」

電算労 「有休は 年次計 画を 立てて

取らせ るべきで 、本来 の使 い方が

できる ようこれ からも お願 いした

い。」

会社 側からは 加藤管 理本 部長、

■ＰＵＣ分 会

クや 円高で業 績が停 滞し 、さら に

榎本人 事部総括 部長、 鈴木 人事部

てい ないとい う不満 があ ったの で

とは 思うが、 充分な 賞与 が得ら れ

かけ た。待遇 面がす べて ではな い

えな い状態が 続き従 業員 に迷惑 を

給で ある賞与 がかな り低 迷し、 払

給与 について は問題 ない が、業 績

電算労 「東京都 傘下の 企業 になっ

会社「６、７年ですね。」

トナー企業になって何年になるか。」

電算労 「御社は 東京水 道局 のパー

佐久間隆一氏が出席しました。

志分会 長、小澤 丈夫副 分会 長、同

仕事 がない状 況が続 いた 。その 間 、 れまし た。当該 組合か らは 武田和

のタ イでの浸 水など の影 響が出 て 、 参事お よび芳澤 労務課 長が 出席さ

は一 昨年の震 災があ った り、昨 年

製造 業である が、リ ーマ ンショ ッ

会社「 前年並だ と思う が、 仕事が

電算労 「このよ うな 制度の 大きな

会社「そ のよう な場合 はある が、

えているか。」

という 、一方通 行で はなく 、自分

が 、現在の 中でど う長時 間残 業を

の場 合はない ですよ ね。 申請し て

ところ は、自分 の役 割給が 決まっ

評価時期 の直前 になっ て自己 評価

会 社「 こんぴ ゅうた に男 性

がまず 評価して 、そ れから 上司が

減 らすかと いうと ころで の発 信は

10

認め られれば 、きち んと 払われ る

た後、 その後の 査定 を誰が 行うの

と上司の 評価を 照らし て、乖 離あ

時

かが一 番大きい と思 ってい る。査

評価し て、お互 いの 立場で 意見を

している。」

定権者 の能力と か資 質に関 わって

出し合 い、主張 すべ きとこ ろは主

電 算労「残 業はあ る程度 やむ を得

時 間とあ るが 、弊 社

張して 評価を行 う。 このや り方は

な い場合も あると 思うが 、サ ービ

時 間に 近

当初から変わっていない。」

ス 残業があ っては ならな い。 御社

間 、女 性

24

「それ が実際の 運用 で、上 司に押
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％を越えている。 」

思っている。」

会社「 雇用の安 定が 確保さ れたと

なった点はあるのか。」

ている が、経営 にと ってプ ラスに

イナス の点がい ろい ろある と聞い

くために 選択を してき た。そ れは 、

はない。 我々が 主体的 に生き てい

京都から 隷属的 に要求 された 訳で

めの選択 をして きた。 だから 、東

時代に即 して我 々の生 きてい くた

た。そう いう苦 しい時 があっ たが 、

をど うつける のか、 関心 を持っ て

う人 たちをど う育て るか 、人間 力

いに するつも りはな いが 、そう い

てき ているこ ともあ って 、その せ

景、 ゆとり世 代の人 が主 流にな っ

も関 心を持っ ていあ る。 時代の 背

会社 「うつに 関して は会 社とし て

電算労 「今春闘 の申し 入れ では全

について聞きました。

主に経 営状況に 対する 会社 の見解

同席されました。

ました 。分会か らは柳 田分 会長が

部長、 中島総務 課課長 が出 席され

会社 側は勝根 取締役 、作 本総務

■ＯＤＫ分 会

電算労 「東京都 傘下 になっ たこと
これまで の財団 法人時 代から の考

いる。」

体とし て賃上げ のムー ド作 りに取

ＰＵＣでは

で、東 京都が外 から の圧力 となる
え方と同じだと思っている。」

「仕 事の多さ につい ては 組合か ら

社会保険 の見直 しなど を行っ てき

存在になっているのではないか。」
電算労「 どこま で、私 企業と して

り組ん でいる。 ＯＤＫ は健 全経営

たこと を労働組 合か ら見る と、マ

「なぜ そう思っ たか という と、Ｐ

指摘 を受けて おり、 課題 として 考

ＵＣ分 会では長 年の 実績で さまざ

の自立性 、主体 性、自 主性が 保た
Ｓ などの水 道業務 に携わ って いる

をされ ているの で心配 はし ていな

れている のか、 という ことが 労働

えて いるが、 教育を 含め てやっ て

まな労 働協約が 結ば れてい ると思

電 算労「Ｐ ＵＣの アンケ ート 結果

い企業風土が必要だと思っている。」

人 たちのモ チベー ション を下 げな

いが、 新たな要 請項目 とし て勤務

組合との関係にも影響してくる。」

いか ないと解 決しな いの ではな い

う。そ の内のい くつ かが経 営側か

間インターバルに取り組んでいる。

会社「我 々は独 立性も 備え、 なお

かと思っている。」

らは見 直しとい うこ とで、 組合側

かつ、自 分たち に与え られて いる

を 見ると生 活が苦 しいと 言っ てい

周年と いう 企業 は業

そう いったこ とはな いと いう状 況

電算 労「来年 お伺い した 時には 、

るかということだと思う。」

せざ るを得な い状況 をど う改善 す

会社 「残業す るなと いい ながら 、

ことは非常に残念だ。」

てい る。そう いう労 働環 境があ る

やっ ているの ではな く、 強いら れ

もサ ービス残 業が出 てい る。自 ら

電算労「今回（のアンケート結果）

会社側 「教育関 連が半 分弱 になっ

したか。」

だった と思うが 、業務 はど う変化

電算労 「従来は 計算セ ンタ ー中心

としていきたい。」

して事 業の柱を つくり 、安 定基盤

いくつ もりだ。 新たな 技術 を習得

業員に はできる だけの こと はして

度は少 し厳しい 経営状 況だ が、従

界でも 少ないの ではな いか 。今年

電算労「どんな仕事か。」

てきている。」

会社 側「

50

になることを期待している。」

課題だ。」

周年 を迎 えら

徹夜明 けの対応 につい ては 会社と

から見 ると改悪 につ ながっ ている

雇用の安 定の担 保とな ってい る管

る 人が４割 ぐらい いる。 賃上 げの

時間

れたようだが。」

電算労「社員の定着率はどうか。」

点があ ると聞い てい る。そ の点に

理団体と しての 役割を 担う、 とい

％

要 求でも５ 千円か ら１万 円の 賃上
げ を要 求した いとい う人 が
い る。 気にな ったの が、

％程 だがＰ ＵＣ では ４

を 超える残 業を行 ってい る人 が全
体 では

割を超えている。」
「 それから 、疲労 度が強 いせ いか

％で

不調 が無いという人が全 体では
％ 程が、 ＰＵ Ｃで は

う 人が全体 では３ 割位だ が、 ＰＵ
Ｃでは４割を超えている。」
「 さらに気 になっ たのが 、う つの
人 の比率が 全体で は４％ 位だ が、

50

率が 下がらな いよう にす ること が

しても意識して取り組んで欲しい。

ついて はどのよ うに 考えて いるの

う二つを 共存さ せてい くのが ＰＵ

会社 「２、３ ％で推 移し ている か

か。」

Ｃの生き方だと思っている。」

とこ ろで、 創立

10

ら悪 くないと 思う。 これ 以上定 着

会社「 雇用の安 定を させる ために

必要な 措置、勤 務時 間の変 更とか 、 電算労「 今まで なかっ たコー ルセ
ンターと いう業 種の方 が入っ てき
て、ＰＵ Ｃは単 一の業 種の企 業体
ではなく なった 。そう なると 、賃

25

％ 低い。い つも疲 れてい る、 とい

10

金形態な ど、ど うなる のか。 やは

55
80
15

り、職種とか職能別の考え方が入っ
てくるのか。」
会社「現 在は賃 金テー ブルは 一つ
で行なっ ている が、技 術者の 場合
は事務屋 とは違 うもの を要求 され
ているの で、そ こをど う処遇 する
のかが重 要だと 思う。 なおか つＣ

25
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か。」

電算労 「職域が 増え るとい うこと

ウトソーシングである。」

会社側 「大学の 入試 業務全 般のア

きました。

会社の今 後の意 気込み につい て聞

う時期の申し入れとなりました。

から全力 で経営 を立て 直そう とい

査 会でリス クチェ ックを して いる

ク トはなく してい きたい 。見 積審

く 。また、 社内の 不採算 プロ ジェ

て 、労働時 間の短 縮につ なげ てい

ら れない。 ここを 何とか 切り 替え

⑤（作 業環 境 ） 、⑥（適 正 見積 ） 、 後 にリスク が発覚 したら まず 費用

の業界共通の課題の②（残業規制） 、 が 、プロジ ェクト がスタ ート した

電算労「 貴社の 場合は 、申し 入れ

人程 度の 新部 署を

会社側 「全体を 分析 して専 任制に
して いく。
作った。」

ろ が、従業 員は納 期至上 主義 で作

交 渉をしな ければ ならな い。 とこ

と推察す る。こ れらの 課題に 前向

業 を進めて しまう 。こう した 点を

⑨（過 剰な 仕様変 更） が該 当 する

会社側 「そうだ 。今 の仕事 を見直
きに取り組んでいただきたい。」

改 善し たい。 平成

名は社内異動か。」

して効 率化をは かっ ていく 。厳し
会社側「 ご存知 のよう に私た ちの

電算労 「改正高 年齢 者雇用 安定法

業界は労 働集約 型産業 であり 、も

い ているが 売上げ は予算 に達 して

電 算 労 ２０１３春 闘

電算労「 単価の 問題に ついて は同

らない。」

いと社員 の賃金 引上げ にもつ なが

上向いて いるが 単金を 引き上 げな

いる。こ のとこ ろ、少 しは景 気が

こ数年は 受注条 件がき つくな って

値引き要 請には 苦慮し ている 。こ

下請法は 適用さ れない 。発注 元の

を強めて いく。 ＮＣＳ の規模 では

会 社側「受 託案件 はよい が、 エン

ではないか。」

電 算労「適 正なＰ Ｍを発 掘す べき

力で臨める人を育てる必要がある。」

る 。ＰＭは 仕様変 更には 強い 交渉

ト ラブル対 応をす るのが 当然 であ

会 社側「Ｐ Ｍは仕 様変更 を含 めて

を作っていくべきではないか。」

Ｐ Ｍに強い 人を探 した上 でＰ ＭＯ

特サビでは、売上がリーマンショッ

めてお話ししたい。

すが 、１．を 中心に 現状 認識を 含

要 請を承り ました 。３ 点あり ま

電 算労「強 力なＰ Ｍが必 要で ある 。 事務 局長から 以下の 通り 回答が あ

が見込める。」

ク以 降３年間 マイナ スで あった が 、 これは 、業界の 構造的 な変 革期に

このよ うな数字 を見て も明 るさが

なくなってきていることを示す。

１３． １という ことで 、人 が足り

期連続プラスで１ ３
-月 もプラス

過剰だ を引いた ＤＩ値 は、 ３四半

足感で あるが、 不足し てい るから

雇用 判断、従 業員の 不足 感、充

２４．６となっている。

う 回 答を 引 い た Ｄ Ｉ 値は プ ラ ス

上がる という回 答から 下が るとい

ＪＩＳＡ・
経済産業省へ要請

日 、午 後２ 時か ら

■ＪＩＳＡ
去 る４ 月

ＪＩ ＳＡへの 要請が 行わ れまし た 。

ＪＩ ＳＡから は、荒 井隆 秀事務 局

長お よび手計 将美広 報サ ービス 部

長の２名が出席されました。

最 初に要請 文を篠 塚芳 教事務 局

様の認識 である 。とこ ろで、 失敗

ド ユーザー は理解 してく れな い。

平成

長が 読み上げ 、その 後、 荒井隆 秀

プロジェ クトに ついて の分析 の結

特に流通、サービス業はきつい。」

Ｊ ＩＳＡの 主要１ ５０ 社を対 象

【１ 業界の 構造 改革と 新た な
市場創造】

Ｍ育成の 要件を まとめ ていく 。Ｐ

長、冠 書記次長 が同 席され ました 。 育ってい ないの が一番 大きい 。Ｐ

が働きやすい環境を作って欲しい。」

そ うした点 も踏ま えなが ら従 業員

聞いている。

月間 について どうか とい うこと を

ＩＴ 投資も戻 ってき たと 思う。

しかし 、戻って 来たと いう が、売

り上げは伸びていない。

過去の景気回復パターンとは違っ

てきて いる。仕 事は増 える が、売

り上げ は増えな い、つ まり 、価格

だけで はなく、 現状か らあ るべき

う警笛 を鳴らし 続けて いる 。それ

現しな いと大変 なこと にな るとい

であり 、ＪＩＳ Ａでは 、そ れを実

業界 を上げて 構造改 革は 不可避

ないかと見ている。

差し掛 かってい るとい う証 左では

歓迎できないパターンである。

最 近業界に 明るさ が見 えてき た 。 が戻ら ない。こ れは業 界と しては

年は１．１％増加した。

ＮＣＳ ではリー マン ショッ ク後の

会社側「全力を上げて頑張る。」

こ の１ ３
- 月 でいえ ば、 売上 が
Ｍは日常 業務が 多忙で 試験も 受け

会社側は山下 政司管理本部長

■ＮＣＳ労 組

たい。」

ら生き がいのあ る職 場にし ていき

会社側 「組合と も協 力し合 いなが

て欲しい。」

ングカ ンパニー とし て是非 活躍し

れば業 界が明る くな る。リ ーディ

の尊厳 は確保し て欲 しい。 そうす

いうの では失礼 では ないか 。本人

るが、 仕事の内 容は 従来ど おりと

歳 までの 半分 以下 にな

果は、労 働者と の合意 が得ら れる

電 算労「ソ フトは 鉄より も硬 いと

に四 半期ごと にＤＩ 調査 を行っ て

年収 が

内容になっているのか。」

い われるが 、現場 は無理 して やっ

戻ってきたのではないか。

会社側「 ＰＭＯ 部署で はプロ ジェ

りました。

（取締 役）が出 席さ れまし た。労

て しまうと いう悪 しき慣 行が ある 。 いる 。売上高 につい て向 こう３ ヶ

年 度はも う少 し改 善

い ない 。

22

クト反省 会をや ってい る。Ｐ Ｍが

25

組から は浅田書 記長 、米重 書記次

を考え なければ なら ない。 現状は 、 る。運用 代行や アウト ソーシ ング

では 企業が
のづくり 中心で はきつ くなっ てい

24

歳ま で従 業員 活用

年度 は上 向

いが未来は明るい。」

電算労「この

10
10
65

厳しい 経営環境 を乗 り越え 、これ

24

60
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ローバ ル化の４ つの シフト として

知識集 約化、パ ート ナー化 及びグ
強く打ち 出す必 要があ るので はな

たすべき 社会貢 献とい ったこ とも

姿に至 る道筋と して 、サー ビス化 、 展してき た。基 幹産業 として の果

る が、この ような 人材が 業界 から

イ ノベーシ ョン人 材と表 現し てい

そ の役割を 担う高 度人材 、我 々は

年度 から 具

生 み出され て活躍 できる よう な環
境 整備 につい て、

いか、と いう問 題意識 に立っ て市
場創造へ の挑戦 という 政策を 掲げ

提示している。
この 構造改革 を何 として も実現

【３「 構造的多重 派遣と一人 請

負派遣 」に対する現状認識】

取 引の 適正 化と いう こと で

数年来 取組んで いる大 きな 課題で

て、構 造改革の 推進 は、悪 いとこ

年度 は見 方を 変え

としての一大政策となっている。

する。あ るいは 国民生 活にお いて

の克服に 情報サ ービス 産業が 貢献

災復興の 遅れな ど、国 民的な 課題

子高齢化 や地域 の疲弊 あるい は震

具体的 には国 民的な 諸課題 、少

面 の強化ポ イント が入っ てく ると

化 を図って いく。 その中 には 人材

と いうこと で、そ の強み の見 える

の 強みを対 外的に アピー ルし よう

す るかとい うこと で、個 々の 企業

の 強化、現 事業の 足腰を どう 強く

分 かりやす く言う と現行 ビジ ネス

まな コミュニ ティを 作ろ うと思 っ

員連 携コミュ ニティ など 、さま ざ

大学 非常勤講 師ネッ トワ ーク、 会

ニテ ィ、技術 連携コ ミュ ニティ 、

て監督 するとい う立場 には ないの

事業者 団体とし て実態 を炙 り出し

実態の 見えない ところ があ るが、

アンスを推進していきたい。ただ、

せをし ながら改 訂し、 コン プライ

行ない 、厚生労 働省と もす り合わ

業界内 のガイド ライン の見 直しを

特に、 派遣法が 改正さ れた ので、

イアンスの推進に取り組んでいる。

あるが 、労働者 派遣法 と下 請法、

ろを正 すという 、ど ちらか という

豊かさを 実感で き、ま た、我 々の

思 う。さら に、ダ イバー シテ ィの

てい る。こう いった コミ ュニテ ィ

体化していく。

と消極 的な政策 であ るが、 産業育

顧客がビ ジネス 展開を もっと でき

推進を重点課題に上げている。

た。

成策を 業界団体 とし て考え るべき

るような 環境に するた めに、 社会

必 要な能力 開発を 行うと とも に、

を人 材育成の 大きな 場に してい く 、 で、ガ イドライ ンを業 界内 で徹底

してい きたいと いう のがＪ ＩＳＡ

ではな いかとい う積 極的な 政策を

な市場創 造にチ ャレン ジをし てい

戦とい うのを一 大テ ーマに 掲げた 。 的な貢献 という 視点に 立って 新た

議論を した上で 、市 場創造 への挑

こうとい うこと である 。情報 サー

人 材が活躍 できる 環境を 整備 する 、 とい うことを 具体的 な育 成策と し

情 報サー ビス 産業は 売上
円、 従業員 も

重点項 目が２ つあっ て、一 つ目

引き続 き、要 請の２ と３に つい

複数の人材が集まってコミュニティ

思 っている 。一つ の目的 を持 った

戦 を図るに 当たっ ては不 十分 だと

ら以下の 通り、 回答が ありま した 。 た が、これ では新 しい分 野へ の挑

て、手計 将美広 報サー ビス部 長か

を 形成する 、その コミュ ニテ ィの

ま せるなど で人材 育成を 行っ てき

ン トに応じ て技術 取得や 経験 を積

ま では企業 がキャ リアマ ネー ジメ

人材の育 成策に ついて は、 これ

よう な教育に も幅を 広げ ていく と

ショ ンとか経 営業務 にも 関連す る

ＳＳ の範囲だ けでな く、 イノベ ー

うと している 。今後 の課 題はＩ Ｔ

ＣＴ カレッジ も充実 をさ せてい こ

員企 業に利用 いただ いて おり、 Ｉ

して おり、そ れを毎 年更 新して 会

をＩ ＴＳＳに 準拠す る形 で体系 化

としていろんなトレーニングメニュー

とい うことに ついて は、 ＪＩＳ Ａ

現 行の人材 をどう して いくの か

「会員 企業の経 営者を 洗脳 しなけ

プを感じる。」

ＪＩＳＡの事業計画とはかなりギャッ

３次下 請けが我 々の企 業で あり、

思って いるが、 さらに その ２次、

ている 経営者の 現状認 識は 甘いと

電算労「従来の受注型の経営を行っ

だ。

境を整 備してい くとい うの が現状

んでい るという ことを 広報 して環

社会的 に広めて 業界と して 取り組

するこ と、さら には、 その 対応を

これら の法律に 対して 、コ ンプラ

万 人か ら１ ００

ビス産業 の市場 拡大は もちろ ん、

こ れは二つ で一体 の項目 とし て捉

さら に平成

万人い る。他の 伝統 的な鉄 鋼や自

業界の魅 力、価 値の向 上を図 るこ

えている。

兆

動車な どの基幹 産業 と比べ ても引

とによっ て、産 業で働 く人た ちが

は市場創 造、従 来の受 注型の ソフ

中 で、切磋 琢磨し お互い を伸 ばし

ればな らないと 思うが 、ど のよう

【 ２ 技 術者の育成政策】

にしていきたい。

自尊心を 高める ことが 出来る よう

ト開発や 、その 運用を 中心と する

て いく、と いう場 が必要 であ ろう
ビジネス からお 客様に 業務全 体を

と考えて、ＩＴアーキテクトコミュ

にして変えていくのか。」

年 度に 行っ てい く
含めたサ ービス を提供 してい く、

予定である。

いう こと を

て考えている。

けを取 らない大 きな 基幹産 業に発

25

二つ目は 市場構 造変化 への 適用 、

10

19

25
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ＪＩＳ Ａ「構造 改革 につい ては３
し、

『 高齢者』 を一つ のキー ワー ドと
数 年前 から高 年齢 者の 雇

年来推 進してき てい る。昔 のよう

のを骨抜きにしようというカルチャー

イドラ インに沿 って各 傘下 企業が

があ る。その ような 考え に対し て 、 行動す れば問題 ないの では ないか

ＪＩ ＳＡ「コ ミュニ ティ ーが立 ち

いか。」

の知財 ・法務部 会にお いて 、啓蒙

応する 。事業計 画では 政策 委員会

ＳＡの 事務局に 言って くれ れば対

と考え ている。 そうい う観 点から

リやって、意識の高い方、モチベー

上が ってＦａ ｃｅＢ ｏｏ ｋなど も

するた めのセミ ナーや 個別 の相談

そう いう発想 は終わ って いると い

シ ョンの高 い方も いっぱ いい る。

使い 、活発に なって くる と、そ こ

対応を行うことにしている。」

用 の促進、 今後の ことを 考え ると

そう いう人にぶら下がっ ている

に参 加した社 員の方 がこ んな情 報

電算労 「また、 １年後 には 現場の

なビジ ネスモデ ルが これか ら先も

代 の 人も い る 。 や れ る

を得 ました、 こんな 展開 があり ま

声を集 めて要請 にお伺 いし たいと

ガイド ラインに 沿った 対応 を求め

人 、できる 人に対 しては その よう

した というよ うなこ とが 会社に も

思っている。」

う啓 蒙を業界 団体と して 行なっ て

めに、 これまで 下請 け商売 を行っ

な 環境にし ようと いうこ とで 、処

伝わ れば、変 わって くる のでは な

い うテーマ で厚労 省の事 業で 行っ

ていた ところが 、新 たなビ ジネス

遇の差を以前はうたっていた。」

いか 。また、 そのス ピー ドは速 い

続いて いくこと はあ りえな いとい

展開で 成功した 事例 を集め て、会

「 それだけ では、 もう企 業は 成り

と思う。」

ている 。また、 問題が あれ ばＪＩ

年は構 造改革シ ンポ ジウム を４回

立 たなくな るので 、やは り流 動化

電算 労「話題 は変わ るが 、今年 の

１．日 本の情 報サ ービ ス

いた だくとプ ラスに なる でのは な

数事例の紹介を行った。」
きに一番 大きい のは労 働条件 と賃

と いうこと を考え ていく 必要 があ

３月 に出され た情報 サー ビス産 業

産業を 育成し てい くた め

たりしている。」

「この ように経 営者 の頭を 替えて
金だ。他 産業と 比較し ても見 劣り

る のではな いか。 アメリ カで は職

にお ける適正 な業務 委託 契約運 用

の施策 を明ら かに する こ

うこと をまず認 識し てもら う必要

いくという取り組みを地道に行なっ

しないようにならないと難しい。」

種 ごとにコ ミュニ ティー が出 来て

のた めのガイ ドライ ンの 第１版 が

と。

開いて

原点に して、良 い人 を集め るには

は一番 実感する 。や はり、 そこを

るかど うかとい うと きに、 経営者

うか、 業界に良 い学 生を呼 び込め

ＪＩＳ Ａ「良い 学生 が取れ るかど

を再活用 する施 策であ るが、 どこ

「我々の 最大の 関心事 は、高 齢者

なってくる。」

ますます 高齢者 の利活 用が必 要に

が あり、今 後はこ のよう な方 向性

加型によるオープンなコミュニティー』

電 算労「事 業計画 の『４

にはそうなれば、と思う。」

の支給年 齢が繰 り上が ってい くと 、 考 え る コ ミ ュ ニ テ ィ ー も

ではそこ までも たない 。厚生 年金

で 行くので あろう が、現 場で 働い

の本 省へも行 って、 意見 を求め て

加え て、東京 労働局 と厚 生労働 省

会を する機関 を設け たが 、それ に

ブコ メという か、各 理事 に意見 照

ＪＩ ＳＡ「制 作の過 程に おいて パ

代 にな っ て も バ リ バ

ていく と、ある 段階 で加速 度的に

ＪＩＳＡ 「給与 面では 他産業 と比

い て、その 中で技 術者の レベ ルな

今か ら４年前 に出さ れて いる。 今

２．政 府が掲 げる 次世 代

魅力あ る業界を 作ら ないと だめだ

にも見当 たらな い。こ れから の大

て いる立場 として 、オー プン に対

理解 していた だいた 。だ から、 ガ

のような反応があるのか。」

代、

広がっていくのではないか。」

較すると 、そん なに悪 くはな い。

ど も定義し ている 。そし て、 企業

回の 改訂の経 緯と改 善点 につい て

高度Ｉ Ｔ人材 育成 策は 承

「

電算労 「（ＪＩ ＳＡ の）事 業計画

何が違う かとい うと、 仕事に 対す

の 位置も分 かり、 どこに どの よう

確認 したい。 それか ら、 このガ イ

知して いるが 、現 状に お

という ことの意 識調 整を業 界全体

きな課題ではないか。」

す る拒否と いうの か、こ うい うも

代、

力のあ る産業な のか という ことと 、 る誇りや 社会的 貢献度 ではな いか

にある が、我々 の産 業は本 当に魅
と思う。」

な 人がいる のかが 分かる ため 、前

ドラ インを経 営者に 対し てどの よ

ける技 術者の 育成 策を 示

員企業 に広く知 らし めてい く。昨

魅力あ る産業に 経営 者はし たいの

電算労「生涯賃金を考 えると、

向 きな流動 化が進 む。Ｊ ＩＳ Ａで

うに 広めて、 働く私 たち にどの よ

で行なわなければならない。」

ＪＩＳＡ「ダイバーシ ティでも

全 員参

10

しないこと。

条違反 の偽装 出向 は黙 認

示す こと 。職 業 安定 法

遣」に 対する 現状 認識 を

的多重 派遣と 一人 請負 派

３．業 界に広 がる 「構 造

要請内容

か、と いう問い かけ に対し てはど

歳ま でとす ると 、我 々の 業界

年後

すこと。

がある 。それを 理解 しても らうた

10

うな担保が出来るのか。」

60
30

50
40

電算労 「新卒の 学生 が職を 探すと
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■経 済 産 業 省
経済産 業省へ の要請 はＪ ＩＳＡ
の後、午 後４時 から行 われ 、経産
省からは 商務情 報政策 局情 報処理
振興課の 村上貴 将（た かま さ）課
長補佐、同じく野田直史（ただし）
氏の２名が出席されました。
最初に 村上課 長補佐 より 、要請
書に対する回答がありました。
【情報サービ ス産業育成のため
の施策】
個人情 報の保 護、プ ライ バシー
の保護に ついて は、ビ ッグ データ
を使った 産業を 育成す るに あたっ
て、どの ように 配慮す べき かとい
うことは 政府全 体で議 論す べきこ
とである し、わ が省で も議 論をし
ている。その方向性としては、サー

ろうとの ことで 、ＩＰ Ａで未 踏人

の ではない かとい うの が一つ の結

そ のプロセ スに工 夫の 余地が ある

れま では活用 する分 野、 医療と か

るが 、中心的 なアジ ェン ダは、 こ

回の ＩＴ戦略 は既に 公開 されて い

を２００ ０年頃 から行 ってい る。

）
i/mitou/

www.ipa.go.jp/jinza

年に 作成さ れた もの で、 今

論 になって いる。 ビッ グデー タに
農業 とかに広 げてい こう という こ

優秀な人 材は優 秀な人 材に発 掘し

成

つ いて、公 共デー タ、 政府の もっ
とだ ったが、 データ に着 目して 、

てもらい 、教育 しても らうと いう

で 個人情報 を使っ てい くべき で、

て いる統計 データ や地 質デー タな

デー タを活用 するこ とが 重要で は

やり方で行っている。

ht tp ://

ど 、いろい ろなデ ータ もある が、

ない か、とい う方向 性が 打ち出 さ

材育成事業（

こ れらのデ ータが 活用 出来な かっ

【 「構造的多重派遣と一人 請負

限 処理の方 向性は 定ま ってい る。

技術 者試験か ら始っ てい る。元 々

我 が国の人 材育成 策は 情報処 理

は３つ のスキル 標準 を組合 わせて 、 というの は認識 してい る。対 策と

利用さ れている 。さ らに、 近年で

向けが 作られ、 それ ぞれの 業界で

しては、 業界の 構造転 換が重 要で

スモデル の中央 に生き 残って いる

多重下 請構造 が受託 開発ビ ジネ

派 遣」に対する現状認識】

も う一つの 理由は 機械 で読め る形

はベ ンダー向 けに行 なっ ていた と

ＪＩＳＡ でも言 ってい るが受 託開

【技術者の育成策】

た 。著作権 の処理 がさ れてお らず 、 れている。
こ れをお金 をかけ て使 ってい いの

に なってい ないと いう こと。 省庁

一つの スキル標 準に すると いう取

か というと ころが 不明 確だが 、権

のホームページは人が見る形に作っ

ころ を、徐々 に範囲 を広 げて、 現

から知識 集約へ といっ たこと の啓

在は 入門的な 試験か らス ペシャ リ

発活動をＩＰＡでも行っている。

て あるので 、たと えば 、Ｅｘ ｃｅ

三つ 目は、大 学に おける ＩＴ教

発からサ ービス 提供へ 、労働 集約

ｌ データを 見ても 空白 の扱い が適

ネッ トワーク とか分 割さ れてさ ま

育はコ ンピュー タサ イエン スが中

組を行 っており 、民 間で使 いやす

当 であるし 、いろ いろ な所で マシ

ざま な対象者 が試験 を受 けられ る

電算労「 一点確 認した い。Ｉ ＴＳ

スト 、その中 もセキ ュリ ティと か

ン ツウマシ ンで読 もう とする と訳

ようにな っている。現在、 年間

心で実 開発での ノウ ハウの 教育は

いようツール化を図っている。

が 分からな くなる 。こ の二つ が制

万 人く らい受 験し てお り、 一

Ｓについ て、ほ とんど の企業 はレ

度 的な課題 である が、 公共デ ータ

年

定の評価を受けている。

あっ たとい うこ とで、 平成

されて おらず、 産と 学との 乖離が

を 使えるよ うにし てい こうと して

業 育成の一 つの中 心で ある。 その

ＩＴの利 活用が 情報 サービ ス産

以外 にマネー ジャー もい ればテ ス

ル標 準だ。業 界には プロ グラマ ー

Ａが 中心にな って行 って いるス キ

が作れ たのでＩ ＰＡ を中心 に普及

きた。 ある程度 のモ デル、 プラン

という 産学連携 を５ 年ほど やって

大学で 実践に即 した 授業を 行なう

経済産業 省「活 用度を 見ると 、大

当に技術者が育成されたのか。」

試験にリ ンクし た。こ のこと で本

でもない 。それ を情報 処理技 術者

からモ デルプロ ジェ クトを 設置し 、 ベル４と か５は 難しい 、７は とん

た めに必要 なこと とし て制度 的に

トを 行う人も いるな ど、 人材像 の

を進めていく。

二 つ目は２ ００４ 年以 降、Ｉ Ｐ

は 個人デー タとビ ッグ データ があ

見え る化が出 来てい なか ったと い

略 を作って いる。 現行 のもの は平

末 から６月 に向け て新 たなＩ Ｔ戦

略 本部が立 ち上が って おり、 ５月

現在、安 倍政権 の下 で、Ｉ Ｔ戦

その後、ユーザ向け、組込ベンダー

最初 はベンダ ー向け であ ったが 、

を取 りいれた 。この スキ ル標準 は

うこ とで、ス キル標 準と いうも の

は直接 的な国の 予算 措置が 必要だ

ると、 尖がった 人材 育成に 関して

学連携 が広範な 人材 育成策 だとす

これ ら、試験 、ス キル標 準、産

難しいかと思う。他方で調達先に

の人材育 成モデ ルとし て使う のは

ている。 そうい う意味 では、 社内

なく、自 社に合 わせて 変えて 使っ

企業は高 い。そ のまま 使うの では

る。

いる。

19

ビスを提 供する 側は消 費者 との間
で納得の いくプ ロセス を踏 んだ上
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だけでは量り ようがないの で、試験

難しいと思う 。しかし、ス キル標準

のであるから 、知識だけの 試験では

知識と実績の 両方でレベル を量るも

「試験との関 係では、スキ ル標準は

としては使われていることもある。」

とを求めると か、社会的に はメモリ

はこのアーキ テトが何人以 上いるこ

り 取りは、業界 の実態のレク チャー

て いません。そ のため、その 後のや

り 、業界の実態 、実情を全く 把握し

の 仕事が出来る かのように思 ってお

で はないか。」 と、さも簡単 に請負

社 を興せばその ようなことは ないの

省 は「シニアの 人たちが集ま って会

も らえません。 その点につい て経産

経 産省にとって 、とても重要 なこと

リ ン ク し た と い う の は 、 前 提 と し て、 に 終 始 し た 感 が あ り ま す が 、 そ れ は
知識を量って いるだけです よという

経産省のさま ざまな施策は 常に上

で あったのではないかと思 います。

位 で最先端、そ して未来に向 けたも

ことを理解し ながら使うぶ んには良

ラバスを公開 しており、そ の中身に

の であり、それ は、必要な事 です。

いのではない か。試験につ いてはシ

ついては随時 改訂している 。不備な

し かし、現在の 中小企業、ま た、そ

ついては「流 動化と若年技 術者の教

増加した」と あり、中高年 の活用に

監 督、指導する 立場ではない ので、

Ｉ ＳＡは経営者 団体であり、 業界を

う 姿勢は見られ ません。もっ ともＪ

宛 先：〒110-0003
台東区根岸3-25-6
タブレット根岸2Ｆ
こんぴゅうた クイズ係

E-mail：quiz2013@union-net.or.jp

前回の正解：①額縁の大きさ ②男の子の眼鏡 ③女の子の髪留
④ウエイトレスのヘアバンド ⑤女の子の目
⑥男の子の口 ⑦植木の有無
当選者 ：寺嵜祐樹・川田麻衣・巽克誠(NCS)
宮本尚彦・上野敏（NJK）
敬称略
♪ご当選おめでとうございます♪

面もあるかも しれないが、 受験者が

派遣の問題について、ＪＩＳＡは

業界全体の問 題である構造 的多重

策 ではありません。

年 数 十 万 人 も い る こ と は 事 実 で あ り、 こ で 働 く 末 端 の 労 働 者 に と っ て の 施
それなりに役 に立っている のではな
いか。」
日 に 出 され

「 受託開発から サービス提供 へ」、

そ の 後、 昨 年の ９ 月
た、産業構造 審議会情報経 済分科会

た 経営者自らが 経営の方向性 を転換

「 労働集約から 知識集約へ」 といっ

年は

の次世代の人材育成ワーキンググルー

し ていくことで 改善されるで あろう

プの報告 書の中に、 「平成
歳以上の技術 者が４分の１ を占め、

育・交流、ユ ーザー技術者 との交流

や むを得ないでしょうか。
この点につい ては、派遣に ついて

るいは東京労働局に要請すべきでしょ

監 督、指導する 立場の厚生労 働省あ

う 。今後、これ らの行政にも 要請を
行 っていきたいと思います 。

業界の多重 下請構造にお いては技

りました。

中高年問題に ついて、やり 取りがあ

等々が必要」 と記されてお り、この

５年 前 と比 較 する と

と の認識で積極 的に改善しよ うとい

45

ポイ ン ト 以上

23

♪♪すごい高確率で図書券が当たります♪♪

ご応募お待ちしています！！

クイズ

所：TJKラウンジ中野（東中野保健センター 7F）
場

14
10

代では なかな か受け 入れて

60

術者を受ける 側の年齢制限 があり、
代、
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2013電算労ビアパーティーのお知らせ
開催日時：7月26日（金）、19時~21時

参 加 費：4,500円（電算労から1,000円の補助が出ます。）

★ 締 め 切 り は ７ 月 ３ １ 日 ★

右と左の絵に
は７ヵ所のち
がいがありま
す。どこでしょ
う？正解者５
名の方に図書
券１０００円
分をさしあげ
ます。

