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１ 全港湾の組織現状について 
全日本港湾労働組合（以下「全港湾」という）は、1946 年 7 月、港湾労働者の全国組織として結成

された。結成時の組合員数は約 28,000人であった。1949年には、単一化を図り、個人加盟の産業別単
一組織となった。現在の組織人員は約 13,000人である。北海道から沖縄まで 9の地方本部、51の支部
がある。支部は原則として港単位においている。組合員を職種別にみると、港湾労働者（61％）、トラ
ック運転手（21％）、その他（18％）である。陸と海の結節点である港を軸に物流関係労働者を中心に
組織化をすすめている。 
 
２ 港湾労働法の経過 
全港湾の労働者供給事業を話する前に、港湾労働法について話をしておきたい。 
戦後、港では多数の日雇労働者が働いていた。常用港湾労働者 3～４割、日雇港湾労働者６～７割と

いわれている。このような日雇労働者を組織すること、暴力的な支配でもあった手配師による就労を排

斥し、近代的な就労を確立し、港湾の民主化をすすめることが重要な課題であった。 
港湾労働法については、イギリスの港湾労働法を参考に、港湾労働法制定運動に取組んでいく。衆議

院社会労働委員会に「港湾労働法制定に関する要請書」を提出したのは、1951年 12月であった。産業
別の労働法として港湾労働法が制定されたのは、1965年であった。職安に登録した日雇港湾労働者（「登
録日雇港湾労働者」という。青色の手帳を所持していたことから「青手帳」労働者ともいう）を優先的

に港湾運送事業者に紹介する制度である。不就労時には、雇用調整手当が支給された。港湾労働法は

1966年 7月から６大港で施行され、13,000人の日雇港湾労働者が登録された。登録日雇港湾労働者の
ほとんどを全港湾が組織した。常用化がすすむ一方、1968 年からはじまったコンテナ船の就航により
在来型の港湾労働者の数が減少し、1980 年代後半には、登録日雇港湾労働者の数は 1,300 人ほどにな
ってしまった。 
新港湾労働法が制定されたのは、1988年であり、1989年 1月から施行された。新港湾労働法は、労

働者派遣法で派遣が禁止されている港湾運送業務において、 財団法人港湾労働安定センターが常用雇
用した港湾労働者を港湾運送事業者に派遣する、港湾運送業務に限った常用派遣制度である。 
港湾労働安定センターに雇用された常用港湾労働者も次第に減少し、港湾運送事業者の財政負担が大

きいとして制度改革が行われることになった。新港湾労働法の改正が 2000 年に行われ、同年 10 月か
ら施行された。改正された制度は、港湾労働安定センターによる派遣を廃止し、港湾運送事業者が常用

雇用する港湾労働者を港湾運送事業者に派遣する、港湾労働安定センターはその斡旋をする仕組みにな

った。 
 
３ 全港湾の労働者供給事業の歴史と現状 
（１） 労働者供給事業とは 
 職業安定法は、労働者供給事業を禁止しているが、労働組合が行う無料の労働者供給事業については

認めている。労働組合が行う労働者供給事業（以下「労組労供」という）の特徴は、①無料であり、営

利を目的としない。したがって、中間搾取、強制労働を排除できる。②供給は労働組合等の組合員に限

られる。したがって、労組労供は組合員による民主的な運営が保障される。③供給業務に制限が無い。

したがって、労働者派遣が禁止されている業務を含めてどのような業務にも供給できる、ことである。 
（２） 歴史 
全港湾が港湾労働法制定運動と併行して取組んだ運動が労働者供給事業許可取得運動である。職業安
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定法が 1947年 12月に施行されたのを受けて、1948年 4月に開催された大会で労組労供の許可獲得の
方針が確認された。この取り組みによって、名古屋港では多くの港湾労働者が労組労供で働いていたし、

佐世保港では朝鮮戦争特需の影響で労組労供が繁盛したと聞いている。労働者供給事業の許可獲得運動

は、その他の港でも取組まれたが、経済成長のなかで常用化がすすみ、港湾運送事業者の事業基盤も整

備され、全港湾の労組労供は衰退していく。労組労供を続けていた港は、貨物取扱量が少ない港であっ

た。 
1960 年代後半になると全港湾に港に出入りするトラックの運転手が加入するようになった。雇用合

理化をうけて解雇された労働者の雇用を確保するために、1990 年ごろからトラック運転手の労組労供
を行うようになった。 
港湾運送事業の規制緩和が 2000年からはじまり、地方港においても日雇労働者の組織化があらため

て認識されるようになった。また、定年退職者の雇用確保の一面も持っていた。中央本部は労働者供給

事業許可を取得する方針を掲げ、2005年 7月に許可を受けた。 
（３） 現状（「全港湾の労供事業報告」参照） 
中央本部許可（11支部、13事業所）、支部独自許可（6支部）である。主な職種別に分類すると、港

湾労働者 355人、自動車運転手 108人、介護師・家政婦（夫）160人である。常時供給組合員 424人、
臨時供給組合員 204 人、計 628 人が、労供で働くと届出ている労働者である。常時供給組合員とは、
常に労供に就労している労働者、労供以外で就労していない労働者のことであり、日雇労働者というこ

とになる。臨時供給組合員とは、常用労働者であるが臨時的に労供で働くこともある労働者である。 
（４） 介護家政職の労働者供給事業の歴史 
全港湾がなぜ介護家政職の労働者を組織しているか、不思議に思う人がいるので、そのいきさつを述

べてみたい。現在の全港湾介護家政職支部の中心組織である田園調布分会の前身は、田園調布派出看護

婦家政婦労働組合であり、結成は 1949年である。47名の看護婦、家政婦が労働組合を結成し、病院や
家庭で働いていた。 
当時の状況を石谷閑子組合長（故人）に聞いたことがある。田園調布に看護婦家政婦派出婦会があっ

て約 500人ほどが働いていた。業界一の規模であった。寄宿舎は 50人ほど寝泊りができるようになっ
ていた。労働ボスがいて、賃金の２～３割をピンはねしていた。ある日、内務省の役人と GHQが寄宿
舎に来て「職安法という法律ができ人を働かせて搾取することは許されなくなった。仕事の紹介は役所

がタダでやる」と説明した。しかし、仕事の依頼はボスのところに来るので、大森の職安までいって紹

介書類をつくって依頼先にいく。ピンはねはなくなったが、職安の委託をうけたボスの寄宿舎に寝泊り

していた。1 泊 300 円以上取ることは禁止されていたが、ボスは 1 泊 600 円も取っていたので廃業さ
せられた。労働組合をつくって自分達で労働者供給事業を行うことにした。許可申請をしたが、職安は

有料職業紹介の許可を取るようにといって許可しない。国会議員に働きかけて、1950 年にやっと許可
がおりた。 

1962 年に看護婦家政婦労働組合５組合の協議会結成という記録があるが、おそらく、田園調布派出
看護婦家政婦労働組合、甲府中央派出婦労働組合、むつみ会派出婦看護婦家政婦組合、双葉臨床看護婦

組合、そして結核療養所の看護婦・付添婦を組織していた全国看護労働組合であろう。この５つの労働

組合は、1984年に結成された労供労組協に参加している。 
田園調布派出看護婦家政婦労働組合は、同盟系の一般同盟に加盟していた。1980 年に中央職業安定

審議会に設置された「労働者派遣事業問題調査会」には、特別委員として労働者供給事業を行う組合か

ら代表が出席した。総評から、全港湾、自運労、同盟から田園調布派出看護婦家政婦労働組合、新産別
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から新運転が出席した。これらの組合が中心になって労供労組協が結成された。 
看護婦家政婦の労働組合の大きな問題は、指導者が高齢化し後継者がいないということであった。田

園調布派出看護婦家政婦労働組合も、石谷組合長の死後、彼女の遺言もあって、全港湾に頼ることにな

り、加入の相談があった。田園調布派出看護婦家政婦労働組合は、労働者派遣法に賛成した同盟に反発

し、一般同盟を脱退していた。 
相談を受けた私は、田園調布派出看護婦家政婦労働組合だけでなく、看護婦家政婦の労働者供給事業

を行っている労働組合の多くを全港湾に加入させるようにしようと、当時の白浜ウメ書記長と全国に働

きかけることにした。当時、看護婦家政婦の労供を行っていた組合は、山形県１、東京都２、山梨県１、

長野県１、愛知県１、石川県３、高知県３の１２ほどあった。1992 年、国会では介護労働者雇用管理
改善法が審議されようとしていた。「介護」がはじめて法的に規定されようとしていたが、労組労供が

位置づいていないので、労働省に対して労組労供の介護労働者も介護労働者として位置づけるよう働き

かけた。この働きかけをオルグに役立てた。なお、全国看護労働組合は全日自労に加入したが消滅し、

現在、看護婦家政婦の供給をおこなっている労働組合は、全港湾に結集する、田園調布、甲府、金沢の

３事業所になってしまった。 
看護婦家政婦支部（現・介護家政職支部）の結成は、1992 年６月に田園調布派出看護婦家政婦労働

組合と甲府中央派出婦労働組合の２組合で出発し、のちに、金沢のむつみ会派出婦看護婦家政婦組合、

そして高知の満和会と若葉会が加入して、５分会になった。組織人員は当時 1,800人ほどであった。組
合員といっても 1ヶ月数百円の組合費を払っているだけで、実稼動していない人も多かった。組織的に
労働組合としての活動がおこなわれているところは少なかった。 

1995 年には、健康保険法の改正に伴って病院付添が廃止されることになり、その反対闘争を取組ん
だ。全港湾として、反対署名運動に取り組み、労供労組協の協力も得て８万筆をこえる署名を集めた。

健康保険法改正は成立し、労働省は、患者雇用から病院雇用への転換を促進するために、有料職業紹介

の手数料補助を行うようになった。高知満和会、高知若葉会は労組労供をやめて有料職業紹介へ転換し

た。また、労働省は、介護アテンドサービス士の資格取得促進などの政策を推進して、介護保険制度に

向けて動き始めた。しかし、介護アテンドサービス士の資格は、介護保険では全く役に立たない資格で

あった。介護保険は、厚生省主導ですすめられ、経験を持つ１３万人の病院付添婦を切り捨て、新たに

２７万人の介護労働者を育成するという触れ込みで発足していく。 
2000年4月に介護保険制度が発足するｋとになったが、介護労働者の供給を行っている労働組合が、

介護保険の指定事業者となることができるかどうかが問題であった。全港湾は、何度も厚生省と交渉を

おこなった。はじめは、労組労供を理解してもらうのに時間がかかった。最終的に、労働組合は介護保

険の指定事業者となることはできないという結論になった。そこで、1999 年の労働者派遣法と職安法
の改正で認められることになった「供給・派遣」という制度を参考に、企業組合ケアーフォーラムを設

立、2000年 1月に指定居宅サービス事業者の許可をとって、「供給・請負」という方式で対応すること
になった。労働省の指導に翻弄された高知満和会と高知若葉会は有限会社を設立して、介護保険制度を

担うことになった。 
 
４ 労働者供給事業の実際 
（１） 港湾労働者 
 港湾労働者の労組労供をおこなっている支部は、12 支部ある、鹿児島支部は古くから労組労供を行
っている支部である。外部労働力が必要な場合は労組労供から雇うことが定着している港である。長崎
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県支部も古くから労組労供を行っている支部であるが、最近は、派遣会社を設立し、労組労供と組み合

わせて、組合員の雇用確保に努力している。古仁屋支部は、鹿児島県の奄美大島にある支部であるが、

離島航路の船が着くときだけの仕事であり、しかも貨物量も少ない。最近、労組労供を始めた日本海地

方の各支部は、日雇労働の仕事はすべて労組労供で行うように港湾運送事業者と確認し、違法行為がな

いように労組労供を活用している。人手が多くいる荷役作業の場合は、他港から供給を行う場合もある。 
退職者の雇用確保としても役立っている。新潟港の事例を見ると、退職者、短期間にまとまった金がほ

しい若者、将来的に港湾労働者になっても良いと思っている若者という３つのタイプの労供組合員がバ

ランスよく存在している。退職者が作業のやり方や労働組合の重要性を教え、若者も育っていくように

思える。新規の常用港湾労働者を採用する場合に、労供組合員から採用するケースが増えている。 
（２） トラック労働者 
 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸地区でトラック労働者の労供を行っているが、労供労働者数は合わ

せて、100 名ほどである。業種的に見ると、海コン（海上コンテナ）、生コン、清掃（ごみ収集）の作
業についている。トラックの場合、解雇された労働者の雇用確保から、労組労供を始めたケースが多い。 
（３） 介護・家政職 
田園調布、甲府、金沢の３事業所を持って運営している。全港湾に加入したときには、労組労供の許

可はそれそれの労働組合が持ち続けていたが、中央本部が労供許可を取得したときに、中央本部の許可

に一本化することにした。企業組合ケアーフォーラムを介して介護保険制度に対応できるようにしてい

る。 
組合員は、介護保険が適用される仕事は「供給・請負」という方式で、企業組合ケアーフォーラムの

従業員として就労し、介護保険が適用されない仕事は労組労供として就労している。「供給・請負」と

いう就労形態は、全港湾介護家政職支部が企業組合ケアーフォーラムと供給契約、クローズドショップ

協定を結ぶという契約関係のもとで行われる。在宅介護に行って同一の利用者であっても、2時間はケ
アーマネージャーが立てたケアープランによる作業、あとの１時間は供給による作業という場合もある。

その場合、最初の 2時間の雇用主は企業組合ケアーフォーラムであり、あとの１時間の雇用主は利用者
である。 
企業組合ケアーフォーラムが事業主体となることによって、いままで労働組合として経験していない、

事業者としての責任をまっとうしなければならなくなる。まず、必要なことは運転資金の確保である。

国保連からの介護保険の支払いは、請求から２～３ヶ月先になる。その間の労働者に支払う賃金分の資

金を確保しなければならなくなる。労組労供の場合は、供給先が雇用主であり、賃金は供給先から労供

労働者へ直接払いすることになる。労働組合として運転資金の確保など考えなくてもよかった。企業組

合ケアーフォーラムの場合は、労働者派遣の許可を取るわけでないから、500万円の資産、400万円の
事業資金が必要なわけではない。少ない出資金を元手に、金融機関から金を借りてやりくりしなければ

ならないのである。 
また、事業主としての雇用責任を当然果たさなければならない。労働基準法、労働安全衛生法等の遵

守は、職安法を頼りに労供を行ってきた労働組合にとっては、新しい課題となった。 
 
５ 問題点 
（１） 労働法の適用 
 労働者供給事業で働く場合、介護家政職で働く労働者は、病院付添婦の場合は入院患者が雇用主であ

り、居宅サービスの場合は介護や家事のサービスを受ける利用者が雇用主であるわけだから、家事使用
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人にあたり、労働基準法の労働者には該当しないので、労働基準法の規制を受けないという問題がある。

労災保険の適用も受けないのである。 
（２） 社会労働保険の適用 
 港湾労働者とトラック運転手の場合は、基本的に日々雇用の労働者であるから、厚生年金の適用がな

い。雇用保険と健康保険は、それぞれ日雇労働者特例の扱いになる。日雇雇用保険と日雇健康保険の受

給資格は 2ヶ月間に 26日以上の就労が必要であり、受給資格を得られない場合もある。 
 介護家政職の労働者の場合は、労供で就労するか、企業組合ケアーフォーラムで就労するかで保険の

適用が異なる。労供で就労する場合は、労働者でないのだから何も適用されない。企業組合ケアーフォ

ーラムで就労する場合は、社会労働保険が適用されることになるが、常用雇用労働者とは異なるので必

ず適用されるとは限らない。就労時間によって決まってくる。雇用保険の適用は週 20時間以上、健康
保険と厚生年金の適用は週 30時間以上の就労が必要となる。介護家政職の場合は、就労に波があるの
で、ある月は週平均 20 時間以上、ある月は週平均 20 時間未満というケースがある。労働組合が違法
行為をするわけにいかないから、職安に相談したら「失業して雇用保険の給付が必要なときに、受給資

格がある場合に、企業組合ケアーフォーラムが遡って雇用保険を納付することにしましょう」というこ

とであった。また、社会保険庁に相談したら「先月は厚生年金、今月は国民年金というのも大変ですね」

といったまま、具体的にこうしなさいという指示はきていない。結局、企業組合ケアーフォーラムは社

会労働保険の保険料を納付していない。 
 社会労働保険の適用状況を表にまとめてみた。 

介護  港湾 トラック 
労供 ｹｱｰﾌｫｰﾗﾑ 

労災保険   ○   ○   ×   ○ 
雇用保険   日雇   日雇   ×   △ 
健康保険   日雇   日雇   ×   △ 
厚生年金   ×   ×   ×   △ 
   △ 就労日数（時間）によって適用資格を持つかどうか不安定 
   日雇雇用保険、日雇健康保険の受給資格を得られない場合がある 
なお、財団法人介護労働安定センターは、ケアーワーカー等福祉共済制度の事業運営を行っている。

この福祉共済制度は、ケアーワーカーがサービス提供中に事故や障害（ケガ）を起こした場合の傷害補

償と、利用者の家財を破損したり利用者を傷つけた場合に補償するケアーワーカー賠償責任補償のふた

つの補償から成り立っている。この制度に労供労組が加入できるか労働省と検討した経過がある。介護

労働者確保法では、有料職業紹介所と労供労組の差別はしないことを確認しているからである。しかし、

この福祉共済制度の掛け金は、紹介手数料に上乗せした形で労働者と紹介所が負担する形になっている。

手数料を取ってはいけない無料の労働者供給事業を行っている労組労供の組合の労働者も加入する方

策は見つからなかった。介護家政職支部は、民間保険会社と提携して、これらの補償をおこなっている。 
（３） 職業訓練 
一般企業であれば職業訓練を企業の負担で、就業時間中に行うのが常識である。しかし、労供労働者

の場合、職業訓練の受講費用や受講中の所得保障がない。 
（４） 安全衛生と福利厚生 
 労供労働者には定期健康診断がない。また、労災の上積み補償などがない。これらを確保するために
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労供労組ではさまざまな努力がなされてきた。たとえば、新運転は供給先企業団体と労働福祉事故防止

協議会（略称・事故防）をつくり、労使共同管理を行い、定期健康診断の費用、労災上積み補償、安全

運転教育、慶弔費用などに支出している。一就労あたり 200円を財源としている。全港湾の場合も、事
故防方式の労使共管の制度を作っている支部と、組合費から共済費を積み立てて同様の制度を運営して

いる支部がある。財源をどう確保するかは難しい問題がある。また、日雇派遣を行っていた大手派遣会

社がデータ装備費などという費用を一就労あたり幾らか徴収していたことが問題となったこともあり、

一就労あたり幾らかの費用を徴収することは手数料に当たるのではないかという問題もある。 
 介護家政職の健康診断について述べれば、財団法人介護労働安定センターは、介護労働者健康診断助

成金制度を運営している。年1回、健康診断の費用を一人につき5,000円を限度に助成する制度である。
しかし、これも職業紹介事業者に支給されるもので、労供労組には支給されない。 
（５） 老後の保障 
 日雇労働者には厚生年金がない。また、退職金もない。企業組合スタッフフォーラムでは、退職時に

出資金を返還するわけだが、剰余金がでた場合は出資配当にまわすようにして、退職時に返還する出資

金の額を増やすようにしている。 
 
6 課題 

 以上指摘した、労働法の適用、社会労働保険の適用、職業訓練と受講保証、安全衛生や福利厚生、老

後の保障などの問題点を克服することが課題である。 
仕事は一時的・臨時的であっても働く者からみれば一生の仕事である。カジュアル労働はパーマネン

ト労働の一過程と位置づけることができたら、より大局的観点から諸制度を設計しなおすことができる。

制度のつぎはぎで労働者のために有利になるように努力し続けることにも限界がある。労供労組協で検

討がはじまった「労働者供給事業法（仮称）」は、職安法第 44条で禁止されている労働者派遣を含む労
働者供給事業は、労働組合以外にできないという原則に立ち返って、今まで労組労供がもつ問題点を克

服し労働者保護を実現するものでなければならない。 
また、労働組合としては、労働者供給事業の運営をより民主的にする必要がある。すべての金の流れ

が組合大会に報告され、一定の資金を積み立てできるようにすることによって、労働者供給事業がより

豊かなものにできるようにしたいものである。 
 

以上 


