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第１ はじめに  
日弁連では，非正規雇用の拡大と低所得者・長期失業者の増加に対

して，失業者の生活保障を踏まえた利用しやすく効果の高い職業教

育・職業訓練の制度を確立させることが貧困問題克服にとって急務で

あると考え，そのモデルとなる国としてデンマークを選び，コペンハ

ーゲンに調査団を派遣した。  
  調査は，２０１０年８月３０日から９月３日の５日間の日程で，弁

護士・研究者ら合計１５名が参加した。訪問先は，研究機関，労働組

合，使用者団体，職業学校，ドロップアウト対策施設，失業保険基金

等１２か所である。  
デンマークは，高い国際競争力を保ち，欧州諸国の中でも失業率が

低いことで知られる。デンマークの労働市場は，「黄金の三角形（ゴー

ルデントライアングル）」と呼ばれる３要素，すなわち，①フレキシブ

ルな労働市場，②手厚い失業保険制度，③積極的労働市場政策，を兼

ね備えており，これらが相互にバランスをとって機能する「フレキシ

キュリティ」（フレックス＋セキュリティ，柔軟性と安全性の両立）の

代表例として注目を集めている。わが国では，「フレキシブルな労働市

場」ばかりが注目され，「解雇が自由な国」として紹介されることも多

い。しかし，デンマークは，決して解雇自由な国ではない。整理解雇

は比較的緩やかに認められる傾向があるものの，労働協約によって，

解雇については正当理由が要求され，労使で設置する解雇をめぐる紛

争解決システム等も整備されている。  
また，デンマークモデルはあくまで，３つの要素がバランスを保っ

て初めて成り立つものであり，「柔軟な労働市場」は，失業しても次の

仕事が見つかるまで安心して生活できる手厚い失業保障があって初め

て機能する。しかも，国が多くの予算を投じて職業教育・訓練を充実

させており，失業者が手厚い就労支援を受けて，比較的短期に労働市

場へと戻っていく。こうした「失業を恐れなくてもよい仕組み」「失業

してもすぐに職が見つかる仕組み」を目指す点にこそデンマークモデ

ルの特徴があるといえる。柔軟な労働市場を通じて衰退産業から成長

分野へと労働力を移動させ，労働条件の維持・改善を図っていくとい

う労働市場戦略についての広範な社会的コンセンサスが認められるの

も，この「失業を恐れなくてもよい仕組み」があればこそである。  
このモデルを支えているのがデンマークの労使関係である。デンマ
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ークの労働組合組織率は高く，産業別労働組合に組織された労働者は，

経営者団体との間で締結された労働協約の適用を受け，労働条件が集

団的な労使交渉によって決定されていく。労使は「社会的パートナー」

と呼ばれ，職業教育プログラムの作成等多くの分野で積極的な役割を

果たしている。この点も組織率が低く，企業内労働組合が中心のわが

国とは際立った違いがある。  
今回の訪問で，特に印象的だったのは，デンマークの充実した職業

教育である。教育制度は，実社会との関係が重視されており，学校教

育のなかに職業教育が組み込まれた「デュアル・システム」が採用さ

れ，義務教育段階から一貫して職業を意識した教育システムが構築さ

れている。これが高い就労率に結びついている。  
また，離職者に対する手厚い就労支援（アクティベーション・プロ

グラム）を通じて，７５％が短期間に再就職をしている。  
デンマークは，１人１人の個性が十分に尊重されている社会であり，

教育システムや就労支援政策においても，それぞれの個性を信頼し，

個性を引き出し，個性を伸ばしていくことに重点が置かれている。ド

ロップアウト対策の施設である生産学校の生徒が楽しそうに学んでい

る姿は印象的であった。  
 

第２ 労使関係 

１ 労使の社会的な役割 

デンマークでは，国家法よりも，産業別労使団体の締結する労働

協約が大きな役割を演じてきた。労使自治が重視される傾向が強い

北欧諸国のなかでも（例えば，スウェーデンと比較しても），国家の

介入が極めて制限されてきた国である。また，労使団体は，紛争調

整機関の運営や政策形成過程にも深く関与し，「社会的パートナー」

として行動することが多くなっている。 

２ 労使のナショナルセンターの形成 

労使のナショナルセンターは，19 世紀から 20 世紀初頭にかけて

形成された。現在でも存在する，デンマーク労働総同盟（ＬＯ）と，

デンマーク経営者連盟（ＤＡ）である。 

19 世紀後半には，多くの製造業が企業され，そこで働く労働者が

増加した結果，地域単位の多くの労働組合が結成された。しかし，

労働組合内部で路線論争が起こり，その際，争点となったのが，労
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働組合の単位を職場単位にするか，職種別にするか，あるいは産業

別の全国組織にするかであった。こうした論争は 1880 年代に一応の

決着をみた。デンマーク，スウェーデン，ノルウェーの北欧３か国

の労組は，1886 年に「ノルディック労働者会議（スカンジナビア労

働者会議）」を開き，３か国の労働運動の連帯や運動の在り方につい

て協議し，職種別組合（とくに手工業分野の職人の組合）を基礎に

全国組織をつくる方向を打ち出し，1897 年の同会議で，各国内で分

散する労組を統合し，１国１ナショナルセンターの原則に基づいた

労働運動を早急に確立することを決議したからである。その決議を

実践するかたちで 1898 年に設立されたのがＬＯである。これに対し，

労働者側の運動に対抗するかたちで，1896 年に設立されたのが，経

営者側の団体であるＤＡである。 

３ ＬＯの現状と活動 

ＬＯの組合員数は，現在は約 120 万人で，組合員の約 3 分の 1 は

公共部門，約 3 分の 1 はＤＡ加盟民間企業の労働者，3 分の 1 はＤ

Ａ未加入民間企業の労働者である。組織率は，2010 年時点でも 59％

を保っているが，2000 年の 68％や 2005 年の 65％と比較すると，こ

の 10 年間でかなり組織率が低下した。教育レベルの向上によって，

ＬＯの組合員が他のナショナルセンターに移ったことや，労働組合

を脱退して，失業保険基金の掛け金の安いところに移る労働者がい

たという事情が，その主たる原因として指摘されている。 

ＬＯの傘下には，現在 18 の労働組合がある。1897 年に設立され

た全国規模の労働組合である３Ｆ（Fagligt Fælles Forbund）もそ

の一つである。３Ｆは，組合員約 380,000 人で，ＬＯ内最大の労働

組合であり，これだけでデンマークの全労働人口の約 17%を組織し

ている。３F は，その傘下に 6 の組織体を有し，72 の地方支部を抱

えている。また，一般労組として，工業， 運輸，ロジスティック，

海運，漁業， 国・広域地方・自治体労労働者，建設，設備，園芸，

農業，林業， 民間サービス業，ホテル，レストランなど多くの産業

をカバーする。締結した労働協約の数も，全国規模のものが約 160，

地方レベルのものが約 １万に達している。 

ＬＯは労使関係にとどまらず，税制，社会福祉，雇用などに関す

る政策決定に労働者の主張を反映させる活動にも力を注いでいる。

政治的には社会民主党（SDP）と密接な関係にあり，互いの政策の統
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一を図っている。 

４ 労働者側の他のナショナルセンター 

ＬＯが最も古いナショナルセンターであるが，第２次世界大戦後

は就業構造の変化に対応して新たな労組ナショナルセンターが２組

織結成された。ＬＯを含めた３組織は，他国でみられるように政治

イデオロギーの違いや政党との関係を理由に並立しているのではな

く，組織対象労働者の教育的バックグラウンド（主として学歴）の

違いを背景とする。すなわち，ＬＯは未熟練，半熟練，熟練労働者

を組織している伝統的な労組が加盟する一方で，1952 年に結成され

た俸給職・公務員労組連盟（FTF）は，月給制の民間ホワイトカラー

労働者と公務員（中等教育を受けた労働者が中心）を組織する労組

が加盟，1972 年に結成されたデンマーク専門職労組連盟（AC）は，

医師，弁護士，エンジニアなどの大卒以上の学歴をもつ組合員を組

織している労組が加盟している。これら３組織の関係は極めて良好

で，共通する利害に対しては常に共同歩調をとっている。国際的に

は３組織とも国際自由労連（ICFTU）と欧州労働組合連合（ETUC）に

加盟している。 

また，３組織以外にも，管理職層を対象とする労働組合，キリス

ト教系労働組合およびデンマーク西方で活動する「職種の家」と呼

ばれる労働組合が存在する。キリスト教系労働組合と「職種の家」

の活動形態は，上記３組織と大きく異なっている。この二つの労組

は，協約交渉をほとんど行なわず，数人の弁護士等と提携しながら，

法律問題の支援のみを行っているからである。ＬＯなどは，このよ

うな活動形態を理由に，キリスト教系労働組合などのことを「黄色

い労働組合」と呼んでいる。 

 

デンマーク労働総同盟［LO］Landsorganisationen i Denmark 

結成 1898 年 

組合員数 約 120 万人 

組織対象：教育水準の低いブルーカラー労働者層（公務員も含む）

が主たる対象。ただし，商店員・事務職員労働組合（ Union of 

Commercial and Clerical Employees〔HK〕）といったホワイトカラ

ー労働者の労働組合も加盟組織である。かつて，ＬＯ傘下でなかっ

た，船員組合は，その後一般労組（National Union of General Workers
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〔SiD〕）と合併し，現在はＬＯ傘下にある。 

 

俸 給 職 ・ 公 務 員 労 組 連 盟 ［ FTF ］ Funktionaerernes og 

Tjenestemaendenes Fællesråd 

結成 1952 年 

組合員数 約 35 万人 

組織対象：ホワイトカラー労働者や公務員中心。 

 

デンマーク専門職労組連盟［AC］Akademikernes Centralorgenisation 

結成 1972 年 

組合員数 約 13 万人 

組織対象：大卒レベルの教育水準の高い労働者。 

 

その他の労働組合 

・管理職組合連盟[LH]  

   組合員数 約 8 万人 

・キリスト教系労働組合[KRIS]Kristelig Fagbevaegelse 

・職種の家 

 

５ 経営者側のナショナルセンター 

1896 年に設立されたデンマークの経営者団体であるＤＡは，民間

の経営者だけをカバーしており，全体の３分の１ほどがＤＡの傘下

にある。労働市場における経営者団体の組織状況をみれば，ＤＡ33％

に対し，ＦＡ（金融関係の団体）3％，ＳＡＬＡ（農業関係の団体）

2％，公共セクター36％で，どこにも属していない使用者が 26％と

なっている。 

ＤＡの会員数は，1950 年くらいまでは増加傾向にあり，250 団体

に達することもあったが，その後 50 年で状況が変わり，現在は 13

の団体が加盟している。ただし，加盟団体数は減ったものの，傘下

の企業数は増えており，必ずしも影響力が低下したわけではない。 

６ 基本協約と労使合意に基づいて設立された制度 

デンマークでは，1890 年代後半に，労働者側は 100 日以上にわた

る大争議を実施したことに対し，使用者側が 4 万人規模のロックア

ウトを繰り返す事態になった。その結果，多くの労働日数を喪失す
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る結果となった。こうした事態に直面し，政府の調停を受けて，Ｌ

ＯとＤＡが 1899 年 9 月に締結したのが，「9 月合意」と呼ばれる労

働協約である。同協約は，①「仕事を指導し配分する」権利を使用

者に認める一方，②双方の当事者組織の相互承認をうたったうえで，

③平和義務や争議予告制度を定め，④紛争解決機関を創設すること

をその内容としていた。 

ＬＯとＤＡが 1899 年に締結した 9 月合意は，ナショナルセンター

傘下の産業別組合が締結した産業別協約の上位に位置する「基本協

約 （ basic agreement 〔 mellem Dansk Arbejdsgiverforening og 

Landsorganisationen  i  Danmark〕）」と，その後称されるようにな

った。幾度か改訂されてきた歴史をもつが，詳細な点を除けば，上

記の①～③は基本的に現在でも維持されている。ただし，④につい

ては，基本協約と異なる労働協約の締結や法律の制定によって，次

のような新しい制度が創設されてきた歴史をもつ。 

(1) 労使紛争解決制度 
第一に，1908 年にＬＯとＤＡの合同委員会が労使紛争解決標準

規定に合意し，1910 年に労使紛争基本規則（Standard Rules for 

Handling Industrial Disputes ） と 公 的 調 停 人 法 （ Official 

Conciliators Act〔LMA〕）を制定したことによって，賃金等の労

働条件に関する利益紛争は調停で，権利紛争は調停を試みつつ，

最終的には仲裁で解決することを定めた。その後，1939 年労働協

約で設立されたのが労働協約審判所制度である。交渉が長期化し

た場合や争議状態に入った場合には，労働裁判所から推薦を受け，

政府が定めた調停者が労働大臣によって任命され，調停を行うこ

とになる。 

(2) 労働裁判所への労使の関与 
第二に，協約違反の申立を扱う労働裁判所を設置したことであ

る。これは，労使の合意に基づいて，1910 年に成立した労働裁判

所法によって導入されたものである。同法は，1973 年，1997 年な

どに改正され，2008 年に改正された法律が現行法（Labour Court 

and Industrial Arbitration Act 〔 Arbejdsretten og faglige 

voldgiftsretter〕)である。2008 年に，労働裁判所法から，労働

裁判所及び労使仲裁制度に関する法律と名称を変えている。 

ア 労使仲裁制度 
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同法には，労働裁判所（Labour Court〔Arbejdsretten〕）の

裁定と労使仲裁制度（ Industrial Arbitration（ Tribunal）

〔faglige voldgiftsretter〕）とが分けて規定されているが，

労働裁判所が裁判所として裁定を下すのとは別に，労使仲裁裁

判所を設置し，仲裁裁定できる制度も設けられている（同法の

Prat 2 の 21 条以下。 Standard Rules for the collective 

agreements〔Norm for regler for behandling af faglig strid〕

の 10～14 条） 

① 協 約 当 事 者 間 の 交 渉 が 行 詰 ま っ た 場 合 ， 斡 旋 や 調 停

（mediation）を利用するが，交渉や mediation で紛争が解決

できず，かつ，紛争の原因が協約の解釈に起因する場合，協

約当事者は，労使仲裁裁判所に申立てることができる。 

②申立権者：協約を締結した労使団体（労働者個人あるいは個々

の使用者には権利ないが，使用者個人で協約締結をしている

場合にはその使用者にも申立権が認められる）。 

③労使仲裁手続きが開始された場合，協約の他方当事者も参加

を義務づけられる。この仲裁だけでなく，交渉，mediation

への不参加などは，重大な協約違反とみなされる。 

④対象：協約の解釈及び協約違反。職場代表の解雇なども対象。

ただし，協約上，紛争を解決する手続きを別に定めた場合に

は，労働裁判所手続は適用されない。 

⑤内容：仲裁人ら（arbitrators）はできる限り，協約当事者が

合意できるよう，働きかける。しかし，協約当事者が合意で

きなかった場合，仲裁人全員が同意すれば，仲裁裁定（award）

を提示できる。もし，仲裁人が全員同意できるような案がな

ければ，審判官（umpire）が，自らの名で仲裁裁定を提示す

ることになる（後者の例が大半である）。 

仲裁裁定が示されれば，協約当事者は，労働裁判所や通常裁

判所に上訴できない。仲裁判断の内容が履行されない場合，重

大な協約違反があるとみなされ，労働裁判所で罰金の支払いを

命じる裁定が下される。ただし，仲裁裁定後の新たな紛争が新

たな協約紛争とみなされれば，その点を労使仲裁や労働裁判所

に訴えることが許されることもある。 

イ 労働裁判所制度 
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労働裁判所の組織や判定権限は，次の通りである（同法の

Prat 1 の１条～20 条。ＬＯとＤＡが協約解釈をめぐる紛争の

解 決 基 準 と し て 作 成 し た 協 約 Standard Rules for the 

collective agreements〔Norm for regler for behandling af 

faglig strid〕の 10 条）。 

①権限：中央労働協約（ＬＯとＤＡのもの）と種々の労働協約

の解釈及び協約違反をめぐる紛争の裁定。労働裁判所法 9 条

1 項１号～8 号に列挙にされた事項。デンマークは，労働協約

法制を定めた労働組合法のような法律はないが，労働裁判所

及び労使仲裁制度に関する法律によって，協約の実効性がは

かられている。 

②裁判官：12 名の判事。通常の裁判所と異なり，労使団体の推

薦を受けて，労働大臣が指名する（同法 3 条）。現在は，ＬＯ

だけでなく，ＦＴＦなどの産業別労組の推薦枠も確保されて

いる。 

③協約違反の場合の措置（権限）：罰金（デンマーク語で bod）

の支払いが命じられる。 

④上訴権無し。労働裁判所の判断に従わない場合，協約条項に

違反したとして，労働裁判所に再び訴えることができる。 

⑤他の通常裁判所との関係：協約の解釈及び協約違反について

は，労働裁判所が排他的に管轄する。ただし，賃金の未払い

などについては，所属労働組合が労使仲裁などを申し立てな

いことを条件に，労働者個人は通常の裁判所に訴えることも

可能（11 条 2 項）。また，使用者個人も，所属する使用者団

体が労使仲裁などを申し立てないことを条件に，通常の裁判

所に訴えることも可能（11 条 2 項）。 

ウ 解雇紛争解決制度 

ＬＯとＤＡの基本協約（4 条 3 項）は，解雇に「合理的理由」

が求められることに加え，この合理的理由の存否を審査する機

関に関する定めをおいている。それが，解雇審判所（Dismissals 

Tribunal）である。全国に一つだけ存在し，審判委員会（Board）

がその審査にあたる。その構成は，4 人の常任委員と，ＬＯと

ＤＡから半数ずつ選出された 8 人の代表者（委員も代表者も，3

年の期限付き）からなるが，審判長及び 2 名の副審判長は，Ｌ
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ＯとＤＡによって選出された最高裁の裁判官であり，ＬＯとＤ

Ａが同意できない場合は，最高裁の長官が指名することになっ

ている。 

この審判所への提訴は，労使団体が解決に向けた交渉を経な

い限り，許されないことになっている。提訴された場合，審判

委員会は，合理的理由の存否を判定する権限しかないため，労

使団体は，他の論点もある場合，労働裁判所などにも提訴する

ことになる。 

エ 職場代表と労使協調委員会 

１８９９年の９月合意後すぐに，個々の工場・事業所あるい

は企業レベルで，労働組合の代表を選任し，その代表と使用者

が交渉する制度を整える必要が生じ，それが実施されてきた。

それが，ショップ・スチュアード（職場代表）である。これは

長い間，法律上の根拠がないまま，個別の労働協約に基づいて

選出されてきたが，ＬＯとＤＡの 1992 年基本協約 8 条に明記さ

れ，現在にいたっている。 

また，デンマークでは一定規模以上（現在は従業員 50 人以上）

の企業では，労使協調委員会（Cooperation Committees）を設

立できる。1936 年にこの委員会に関する協約が締結されて以来，

利用されている（現在の協約は 1986 年に締結されたもの）。委

員会の半数は，経営者側の代表であり，残りの半数は従業員代

表（ほとんどがショップ・スチュアードからの選出）である。

現在は，要件を充たす多くの企業で導入されている。 

なお，デンマークでは，ドイツに存在するような従業員の代

表だけで組織された従業員代表委員会制度は存在しない。しか

し，ＥＵレベルで，欧州労働者協議会に関する指令（Directive 

94/45/EC ） や 欧 州 協 同 組 合 に 関 す る 指 令 （ Directive 

2003/72/EC）が制定され，それに従業員の参加に関する規整が

あるため，その履行がデンマークでも議論の対象となっている。 

７ 労働協約の内容と適用率 

ＬＯとＤＡは，基本協約を結び，それに賃金，労働条件の最低基

準を設定していたこともあったが，今日では，基本協約は，解雇規

制や争議調整制度などの根拠を与え，個々の労使団体が締結する労

働協約のガイドラインを示したものとなっている。したがって，具
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体的な労働条件は，全国規模あるいは地方ごとの職種別の労働協約

や企業別の労働協約に定められている。 

事業所・工場レベルで選出されたショップ・スチュアード（職場

代表）と使用者が交渉し，そのレベルで解決できない問題について

は，産業別労組と使用者の間で団体交渉を行い，合意に達すれば，

労働協約を締結する。デンマークでは，企業内で，組合員・非組合

員を問わず労働協約の内容が適用される。このため，労働協約の適

用率は，組織率よりも高く，民間で 71％，公共セクターで 100％と

なっている。労働協約の適用率を高く保っていることは，組合員よ

りも安い賃金で非組合員を雇用することを許さず，賃金ダンピング

を防止されることに寄与している。 

ただし，日本の労働組合法のような法律があって，規範的効力が

保障されているわけではなく，労働協約は協約当事者を拘束するに

過ぎない。しかし，先述のように，労使団体は，協約違反について，

労働裁判所に提訴が可能である。このため，協約適用下にある使用

者は，協約上の賃率や労働条件を遵守することを求められるため，

協約の適用率が高くなっているのである。 

なお，労働協約の有効期間内は一切のスト，ロックアウトを禁止

する条項（平和義務，平和条項）が定められている。協約違反のス

トライキをした場合，労働裁判所を通じて罰金を科され，スト日数

が加算されれば，その額が増加する仕組みになっている。このため，

労働組合のストライキ権や使用者のロックアウト権は法的には一応

認められているものの，実際にはストライキ数も，ストライキによ

る労働損失日数も極めて低い水準にある。ただし，協約交渉が不調

に終わり，協約の有効期間を過ぎれば，平和義務を負わない。例え

ば，1998 年に協約交渉が不調に終わり，労働組合側が 2 週間ストラ

イキに突入した。最近は，協約期間は，4 年間から 2 年間と短縮化

される傾向がある。 

８ デンマーク労使関係の特徴 

デンマークにおいては，労働法的規整の多くが労使団体の締結し

た労働協約に委ねられてきただけでなく，労使のナショナルセンタ

ーは，労使間のコンセンサスの形成を重視し，「社会的パートナー」

として活動してきた（コンセンサス・モデル）。ただし，1970 年代

以降，中央レベルの労使交渉だけでなく，企業レベルや事業所レベ
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ルの交渉，すなわち分権化された労使自治も重視される傾向にある。

1980 年代以降は，中央集権的な交渉と分権化された労使自治のバラ

ンスに重点がおかれ，現在のデンマークの労使関係は，「中央集権化

された分権モデル（centralized decentralization model）」と特徴

づけられている（ＩＬＯ, Decent work in Denmark, 2003, p.50; 

Madsen/ Jogense/ Due, Collective bargaining in Europe- 

1999-2000: Denmark, in Fajertag(ed.), Collective bargaining in 

Europe, 2000）。 

【参考文献】 

・堀田芳朗編著『世界の労働組合 歴史と組織』（日本労働研究機構，

2006 年）315 頁以下。 

・Hasselbalch, Labour Law in Denmark, second revised edition, 

2010. 

・Kristiansen, GrundlÆggende Arbejdsret, 2009. 

・Hasselbalch, Arbejsmarkedets regler, 2010. 

 

第３ 解雇 

１ 解雇はけっして自由ではない  
デンマークにおいては，解雇を直接規制する法律上の規定は存在

しない。そのために，わが国において「デンマークでは解雇が自由

である」との誤った情報が伝えられている。しかし，すでに指摘し

たとおり，デンマークにおける労働法的規制の特徴は，規制が法律

によるのではなく，産業別労使団体の締結した労働協約に委ねられ

ていることである。法律に規定がないことが法的な規制がないこと

を意味するものではないのである。デンマークにおける労働協約の

適用率はわが国とはまったく異なっているのであり，大多数の労働

者が労働協約の適用下にあるのであり，労使関係の基本となるＬＯ

とＤＡの基本協約には，解雇には合理的な理由を要することがきち

んと定められているのである。したがって，デンマークにおける解

雇規制は，労働契約法１６条によって解雇には「客観的に合理的な

理由」が必要であるとしたわが国の規制と基本的には同じであると

いえる。  
解雇予告期間は，ブルーカラーの場合は勤続６か月で１日，最高

で４か月，ホワイトカラーでは，勤続１２年で半年となる。わが国
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では，どんなに長く勤続していても解雇予告期間は１か月と短期間

である。勤続期間に応じて解雇予告期間が長期化する制度としてい

ることは継続雇用者に対する雇用の安定に資するものである。なお，

解雇予告期間の制度は整理解雇の場合にも適用される。  
解雇の合理性をめぐる紛争については，最終的には労働協約によ

って作られた解雇審判所によって判断されることになる。解雇審判

所は，現職の最高裁裁判官と労使の弁護士らで構成され，通常は最

高裁裁判官の意見が重視される。  
もっとも大半の紛争は，企業内の労使間で調整される。解雇を認

めるが相当額の解決金の支払いを合意することもあるし，再雇用を

合意することもある。  
労働組合に所属することを理由とする解雇が違法となることはわ

が国と同様である。その場合には再雇用が義務づけられる。労働調

停の場において高額の賠償金を払わされることになる。  
ＯＥＣＤ（2008 年）の雇用保護に関する統計資料によれば，デン

マークは，むしろ日本よりも解雇規制が強い国に位置づけられてい

る。ただし，この統計資料は解雇予告期間，集団解雇の規制あるい

は非正規労働者への規制も含めた調査データである。  
２ 整理解雇の「合理性」判断は緩やかだが背景に違い  

もっとも，デンマークにおいては企業経営上の必要性を理由とす

る解雇（整理解雇）については，基本的に合理性を認める運用がな

されている。この点は，解雇の合理性判断について，整理解雇につ

いては４要件（要素）の充足性を求めて厳格に判断するわが国とは

大きな違いがある。整理解雇についていえば，デンマークは極めて

規制の緩やかな国といえる。  
この点について，経営者連盟（ＤＡ）の関係者は次のように説明

する。  
「デンマークでは企業存続の基礎を確保していくということ，職

場を確保するというよりは経済活動を保護する。デンマーク人は，

自分の職場で安心して働ける。それは今の職がなくなっても別にい

ける可能性があると思っているからである。この国では賃金のレベ

ルが高いが，これを保つためには，フレキシビリティを保つことが

必要だと皆が合意している。賃金レベルを保つために，デンマーク

に存在していては困る職種はなくし，新しく，賃金を妥当にしてく
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れる職を作っていく。そう言うシステムの中で解雇していくという

ことが出てくる。また，デンマークには，社会の中の保障の制度が

ある。解雇されても，ある程度の期間は税金で賄われる手当を貰え

ることを労働者は知っている。それが，フレシキュリティの背景で

ある。」  
私たちが訪問したＬＯの関係者もこの点については同様の見解で

あった。雇用保険制度や職業訓練システムが充実し，教育，医療，

福祉の公的負担が確立しているデンマークにおいては，失業するこ

とは，わが国のように膨大なリスクを伴うものではないのである。

デンマークにおける労働者の生涯平均転職回数は１人あたり６回だ

という。しかし，私たちが聴取した訪問先の方々はそれを大きな苦

痛とは考えていない。逆に新たなステップのための機会と位置づけ

ているのである。わが国の失業状態とデンマークの失業状態とはま

ったく異なるのである。このような制度や社会環境の違いを無視し

て，デンマークの雇用の柔軟性だけを取り出してわが国にも導入す

べきだとの議論を展開することは大きな誤りである。  
３ 非正規雇用の増加  

デンマークにおける非正規雇用は統計上は他国に比べて極めて少

ない。雇用統計では０．８％との数値がある。プロジェクト雇用や

時間的期限のある場合に有期契約が利用されることがあるが，わが

国のように非正規雇用を濫用しているような実態は多くはない。  
もっとも，近年は問題も生じている。１つは個人請負型の就労形

態である。労働者性についてグレーゾーンの者が増加しており，労

働者全体の２０％を超えていた時期もあった。派遣労働は，当初は

事務職員を対象に利用されていたが，工業や建設現場へと拡大して

きた。また，プロジェクト雇用として有期で雇用される人は，高度

の教育を受けている人が多かったが，教育水準の低い人たちに拡大

されてきたため，ＬＯが組織すべき対象労働者の範囲に入ってきて

いる。ＬＯでも非正規雇用問題は放置できない問題として注目する

ようになっている。  
非正規雇用の労働条件は，一般的に低い。プロジェクト単位の有

期雇用契約の場合は，もともと協約外である。また，就労継続期間

が短いと，協約上の特典がそもそも発生しないことになる。協約の

対象外となる場合には，最低賃金の適用もない。協約の適用があれ
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ば１時間あたり最低 150クローネの支給が必要なのである。しかし，
ポーランドの派遣会社から派遣されたポーランド人労働者は協約の

適用外なのでデンマークにおいて時給 50 クローネで働いていても
適法となってしまう。  

    非正規雇用問題は，デンマークでも大きな問題となってきている。 
４ 手厚い失業給付  

デンマークのフレキシキュリティの一角を形成するのが手厚い失

業給付である。もっとも，デンマークにおける失業給付制度の仕組

みはわが国の制度とは少し異なっている。労働者が失業した場合の

給付としては，失業保険からの給付と援助金の給付との２種類があ

る。  
失業保険からの給付を受けるためには，保険への加入と，５２週

間働いた実績（あるいはそれに満たなくても大学を卒業してから継

続的に働いているか）が必要となる。保険料は月３００クローネ（約

５０００円）程度で，国家からの資金援助が多額であるため，労働

者個人の負担は軽い。なお，使用者の負担はない。失業保険の運営

は労働組合と緊密な関係を持つ失業保険基金が行っている。かつて

は１００ほどの失業保険基金があったが，現在は２７に統合されて

おり，そのうち１２の基金には労働者は誰でも加入できるものであ

る。  
失業給付の場合，従前の賃金の９０％ないし金額で１か月に１万

４０００クローネが給付額の上限となる。  
援助金の支給は，上記のような条件で支給される保険の対象者で

はなく，かつ求職中の者が対象となる。これらの２条件は絶対的な

要件である。さらに，世帯の所得，配偶者の所得，財産を有してい

るなどにより，支給の条件が変わってくる。世帯所得が２万６５０

０クローネ以上あると給付を受けられない。  
援助金給付の場合，１万３０００クローネが上限となる。１８歳

以下の子がいたり，住宅費がかかる場合，支給額が加算される。２

５歳以上の独身者で９９００クローネ，２５歳未満で独立して住居

があると６４００クローネ，親元に居住していれば３２００クロー

ネ。デンマークの居住期間が７年未満の移住者は６４００クローネ

が支給される。居住期間が７年以上になると通常通りの支給が受け

られる。  
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支給金額はナショナル・ミニマムとして国によって定められてい

るものであり，地方自治体間で差はない。なお，ジョブセンターや

援助金支給窓口に援助を求めてくる者の３分の１くらいが移住者で

ある。特にコペンハーゲン市は移住者の率が高い。  
失業給付の期間はあいつぐ法律改正により短縮され，現在は最長

２年間となっている。もっとも法律改正前に給付を開始した者は最

長４年間の給付を受けられるのであり，まだ給付期間短縮による問

題は表面化していない。かつては給付最長期間は７年であった。  
失業給付期間の短縮については，多くの労働者が反対していたの

であり，今後フレキシキュリティの健全な維持に悪影響をもたらす

のではないかとの危惧も表明されている。  
 

第４ 職業教育・職業訓練 

１ 概要  
デンマークの労働市場は，前記のとおり，「黄金の三角形（ゴール

デントライアングル）」と称される３つの要素で特徴づけられる。①

柔軟な解雇規制，②手厚い失業補償，③積極的労働市場政策である。

柔軟さと補償を兼ね備えているところから，「フレキシキュリティ」

（フレックス＋セキュリティ）とも称されている。この３つの要素

の絶妙なバランスによって低い失業率が実現されている。  
このうち，③積極的労働市場政策の内容としては，離職者に対す

る手厚い就労支援と「アクティべーション・プログラム」が特徴的

である。もっとも，デンマークの労働市場政策を正しく理解するた

めには，義務教育レベルから一貫している職業を意識した教育シス

テム全体を理解しておく必要がある。また，そもそもデンマーク社

会は，一人一人の個性が十分に尊重されている社会であり，教育シ

ステムや就労支援政策においても，それぞれの個性を信頼し，個性

を引き出し，個性を伸ばしていくことに重点が置かれていることに

も留意する必要がある。  
２ 職業教育を重視した教育制度  

(1) 教育システム概要  
デンマークにおける職業教育は，義務教育の終了時点（１５歳）

から始まる。義務教育終了者の進路は大きく分けて２つある。１

つは普通後期中等教育コース（３年）への進学，もう一つは職業
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訓練プログラム（職業後期中等教育）へ進むコース（３～４年）

である。  
なお，１２歳（６年生）から２５歳まで継続的なキャリアカウ

ンセリングが行われており，１２歳以上の全員がカウンセラーと

面談し，進路ガイダンスを受ける。その結果は，学習履歴ととも

に個人別にファイルされ蓄積されていく。  

(2) 普通後期中等教育（ギムナジウム）  
中等教育コースには，工業系高校（Ｈｔｘ），商業系高校（Ｈｈ

ｘ），普通課高校（Ｓｔｘ）の各コースに分かれている（その他，

成人向けの高校コース（Ｈｆ）もある）。日本における普通科高校

のような純粋の普通科教育コースへ進学する生徒の割合は全体か

らみれば少数である。中等教育コースへの進学者の多くは，さら

に上級の教育課程（大学レベル）への進学を目指している。工業

系高校進学者は工業系大学へ，商業系高校進学者は商業系大学へ

の進学を目指すのが一般的である。大学への進学率は５０％程度

である。  
授業料は無料であり，１８歳から国による奨学金（ＳＵ）が支

給される。  
(3) 職業訓練プログラム  

他方，義務教育終了後に職業訓練プログラムに進む者は，３～

４年のプログラム終了後に就労することを目的としている。職業

訓練プログラムの内容は，座学と職場での実習を繰り返すいわゆ

る「デュアル・システム」と呼ばれる仕組みがとられている。  
最初の１年間は学校で基礎的な職業教育を受けた後，２年目以

降は実習先企業における数ヶ月間の実習と学校での座学を交互に

繰り返す。なお，実習先は生徒自身が自らの希望によって受入先

企業を探し，面接を受けて，実習生として採用される仕組みとな

っている（不況期には実習先がなかなか見つからず，座学をもう

１年繰り返す生徒も多い）。３～４年の職業訓練プログラム終了後，

多くの生徒は当該実習先企業に正式に就職することになるが，職

業訓練プログラム終了後に大学へ進学して高等教育を受ける者も

１０％程度いる。  
授業料は無料である。生徒に対しては，学校での座学の期間中

でも企業での実習期間中でも一定の賃金が支払われる。実習中の
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賃金は実習先企業が負担し，座学期間の賃金は企業が拠出してい

る基金から支払われている。  
現在，職業訓練プログラムには１０７種類の職業教育がある。

それぞれの教育の内容については地域ごとに労使（社会的パート

ナー）が協議して決定する。生徒にとって選択肢が多すぎて，い

ったんコースを選んでも途中で別のコースに入り直したり，ドロ

ップアウトしてしまう者も多い。  
(4) その他の制度  

後期中等教育を終えて一旦は就職した後も，再度，別の後期中

等教育コースへ入学し直して教育を受け直したり，高等教育への

進学を目指したりするのも自由で，いつでもやり直しが可能であ

る。成人向け教育（国民学校）の制度もあり，全労働者の４５％

程度が就労してからも何らかの生涯教育を受け続けている。  
また，さらに，義務教育終了後に中等教育レベルに進学しなか

った者や中等教育レベルに進学後もドロップアウトした者に対し

ては，「生産学校」という制度が設けられている。ここではドロッ

プアウトした若者に再び社会参加してもらうことを目指し，職業

に対する関心とその前段階としての学校教育の重要性を喚起する

ために，実習と生産経験を土台とした基礎的な職業訓練プログラ

ムが行われている。  
３ 離職者向け就労支援  

離職者は，離職後にジョブセンターに離職の届出を行うことによ

って失業給付を受給し始めることができる。届出から３週間後に失

業保険基金（又はジョブセンター）から呼出があり求職登録と求職

のためのカウンセリングを受けなければならない。求職登録は，イ

ンターネット上のホームページ（www.jobnet.dk）で一般に公開さ
れている求人・求職データベースに履歴書（ＣＶ）を掲載する方法

で行い，求職者は毎週１回はこのＣＶを更新しなければならない。

求人情報は上記ホームページ上で公開されており，誰でも閲覧が可

能である。求職登録後は３ヶ月毎に面接（カウンセリング）の義務

がある。離職から６か月経過後も再就職が決まらない場合には，個

人別の就労計画が策定され，９か月後からはアクティべーション・

プログラムへの参加が義務づけられる。なお，３０歳未満の若年者

については離職の６週間後からアクティべーション・プログラムへ
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の参加が義務づけられている。  
ジョブセンターはコペンハーゲン市内に３ヶ所，デンマーク全土

では９１カ所にある。ちなみに，デンマークの労働力人口は２８６

万人であり，ジョブセンターの数は労働力人口約３．１万人あたり

に１か所である（日本の公共職業安定所は全国で５４５か所，労働

力人口約１２．１万人あたりに１か所にすぎない。）。  
アクティべーション・プログラムには，企業や公的就労での職業

訓練（ＯＪＴ）や職業教育などがある。技術者（エンジニア）であ

った離職者がプログラムを受けて高校の数学教師に転職した事例な

どが紹介されていた。もっとも，２００９年の地方分権によって，

プログラムの策定は自治体が行うこととされたため，自治体毎にプ

ログラムが異なり，中には就労にどのように結びついているのか効

果に疑問の多いプログラムもあり問題になっている。  
離職者のうち７５％が離職から３か月以内に再就職している。こ

れは再就職が流動的な労働市場の性格によるものと思われるが，個

人面接やアクティべーション・プログラムに参加させられたくない

というモチベーション効果の影響もあると考えられる。  
 
第５ 各訪問先の訪問録 

  ２０１０年８月３０日から９月３日にかけて，以下の１２の訪問先

において調査にご協力を頂いた。各訪問先の詳細な聴取内容等につい

ては，それぞれの訪問録を参照されたい。 

 

 日程 訪問先 

１  8月 30 日（月） 雇用関係研究センター 

２  8月 30 日（月） 
生産学校（ヴィドオア・プロダクションス

クール） 

３  8月 31 日（火） デンマーク経営者連盟（ＤＡ） 
４  8月 31 日（火） デンマーク職業学校連盟 
５  8月 31 日（火） 現地弁護士 
６  9 月 1 日（水） エンジニア失業保険基金 
７  9 月 1 日（水） 労働組合 ３F（Fagligt Fælles Forbund）
８  9 月 2 日（木） 職業学校 コペンハーゲンウエスト（CPH 
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WEST） 

９  9 月 2 日（木） 援助金支給窓口 
１０  9 月 2 日（木） ジョブセンターコペンハーゲン 
１１  9 月 3 日（金） デンマーク労働総同盟（LO） 

１２  9 月 3 日（金） 雇用省（労働市場局，年金局） 
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訪問録１ 雇用関係研究センター（FAOS）  
【訪問日時】 ２０１０年８月３０日（月）午前１０時００分～午前１１

時４０分  
【場  所】  コペンハーゲン大学校舎内  
【対  応  者】  ステイン・ナウアビヤ准教授（ Steen E.Navrbjerg，

Associate professor）  
【概  要】 デンマークの労働条件は，大半が労使間の労働協約によ

って決められ，国は背後で見守っている。このような体制

は，１８９９年の「９月合意」に由来し，企業側が労働者

側に対して組合に参加する権利を認める反面，労働者側は

企業側に雇用や解雇に関する経営の権利を認めている。  
労使間の交渉は厳格なルールに則って行われる。労働協

約の適用期間中はストライキを起こさないことを約束して

おり，協約期間中は経営の安定が確保されることになる。  
かつては全国レベルの労働協約で一律に定めていたが，

産業構造の変化などにより，複数の層で段階的な規制をす

る方向にシフトしている。全国レベルの労働協約では大枠

だけを定め，細則については各職場レベルの労働協約で定

めるようになってきている。他方，ＥＵから国内の労働市

場に圧力がかかるようになってきている。  
デンマークでも臨時雇用の数は増えているが，国際的に

は最も少ないグループに入る。フレキシキュリティが機能

していると，臨時雇用の必要がないことが大きな要因と考

えられる。  
労働市場のパートナーには，単に賃金だけではなく，福

祉に関する施策についても責任を果たすことが期待される

ようになっている。  
デンマークのフレキシキュリティは，開発されたもので

はなく，１１０年間の歴史のなかで形成されてきたもので

ある。他国がすぐに取り入れられるようなものではない。

フレキシキュリティを支えるゴールデントライアングルは，

繊細なバランスの上に成り立っており，一方をいじれば，

他方をいじる必要がある。経済危機に直面し，デンマーク

モデルは試練のときを迎えている。  
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１ はじめに 

日本では非常に大きな割合で，非正規で働いている人や仕事の見

つからない人が多いとのこと。西洋では，日本では終身雇用で，今

でも機能していると思われている。最近の１５年間くらいに日本の

社会が変わったと聞いており，気付いている人もいる。ここではデ

ンマークモデルの話しをする。要点は，このようなシステムが福祉

社会を成り立たせている関係が強いということ。組合の組織率は高

く，８０％くらいになる。福祉モデルの追求において，組合の人た

ちと使用者の人たちの力関係が大きく影響している。  
２ 雇用関係研究センター（ＦＡＯＳ） 

(1) ＦＡＯＳの沿革及び労働市場のパートナーとの関係  
ＦＡＯＳは，１９９０年，２人の教授から出発した。２人はま

だ現役で活躍している。私は１９９３年にここに来たが，それま

では３人でやっていた。いまは１２名の研究者がいる。コペンハ

ーゲン大学の一部だが，その財源の一部は労働市場におけるパー

トナーから来ている。お金については大学から独立している。プ

ログラムを作るときも，市場のパートナーと相談しながらつくる。

現在扱っている問題で一番の関心事は，ポーランドやバルト諸国

などの外国から来る労働力の問題。デンマーク社会は均一化され

ているが，異色なものが入ってきたときにどうなるか。そのよう

な問題を労働市場のパートナーと話し合っていくことは大事で，

面白い。でも逆に「パートナー」から影響を受けないように注意

しないといけない。私が「パートナー」と言っている団体は，こ

れから皆さんが訪問する予定になっている労働組合や経営者団体

のこと。  
(2) ナウアビヤ准教授の研究  

ＦＡＯＳでは１２名が仕事をしている。私は，１９８０年代，

日本でのコンフリクト，紛争とは何かを研究した。日本はコンセ

ンサスで成り立っている社会だと聞いた。当時，デンマークのい

ろいろな組織が，日本の組織にある原則を取り入れようとした。

デンマークの方が紛争の多いところだった。デンマークの使用者

が，日本の労働市場の様子を導入しようとした。それはデンマー

クだけではない。一部機能したところもある。  
それから，デンマークモデルがどう機能するかを中心に研究し
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てきた。いま，中小企業の団体交渉がどう動いているかを研究し

ている。共同協約がどう形作られて，どう機能するかといったこ

とを研究している。  
３ デンマークモデルの概説 

(1) アジェンダの確認  
今日のアジェンダだが，まず，デンマークモデルの性格，モデ

ルがどのように動いてきたかを話したい。デンマークモデルを話

すことによって，皆さんのこれからの１週間の基礎になるはず。

外部から見るとモデルをすぐ移行できると思うかもしれない。し

かし，実際には１１０年の歴史がある。労働市場が整備されてい

ないＥＵ諸国がデンマークモデルを導入しようとするが，そう簡

単にうまくいかない。次に，そのような段階を越えてどのように

動いていくか。それとフレキシキュリティについて批判的に話し

をしたい。非常にポピュラーだが，それよりも一歩進まないとい

けない。いまの恐慌があったがそれでも進まないといけない。そ

の次に，圧力がどのようにかかっているかということ。それから，

日本との比較。その後，これから先にどうなっていくか。ＩＲ

（ Industrial Relations）のモデルから一歩先に進んで，ＥＲ
（Employment Relations）のモデルに進んでいかなくてはいけな
い。質問があればストップをかけてもらいたい。自分は弁護士で

も，法律家でもない。一般社会で弁護士がどういう方法で仕事を

しているのかは，１週間のあとの訪問先で聞いてもらいたい。  
(2) 国際比較からみたデンマーク  
ア 労働市場の投資価値  

２００７年の国際比較を紹介する。投資するにはどこの国が

一番良いか。労働市場の教育程度，課税制度，労働力の価値が

高いといったものを見ると，デンマークが非常に高い。この国

はとても税金が高い。また賃金が高い。ブルーカラーでも教育

程度が高い。そこで一番意味があるのが，フレキシキュリティ

だろう。詳細は後ほど説明したい。この比較を見ると，日本に

はあまり投資しない方がよさそうだ。  
イ 投資リスク  

投資をした場合のリスクが高いところを示したグラフを見る

と，スイスが一番安全で，次がデンマークと出ている。政治家
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に言わせると，デンマークは賃金が高すぎる，教育程度がよく

ない，とか言われるが，国際的に比較すると，かなりいいとこ

ろにいっていると言える。  
(3) 「９月の妥協」  

デンマークの歴史的背景について説明する。１８９９年に９月

合意というものがあった。１８９９年に１１週間続いた紛争があ

った。それを解決するためのシステムが出てきた。労働者には組

織に参加する権利があり，それと同時に経営者にはマネジメント

をする権利，つまり投資する，雇用する，首を切るといった権利

が認められた。そのようにバランスの取れた解決方法を模索して，

１５年間いろいろやってすっきりさせてきた。お互いに権利を認

めたということ。  
(4) 協約の意義  

１８９９年の妥協から出てきた一番のポイントは，協約が機能

している期間は平和に過ごすということ。つまり，現在は３年間

という協約があるが，その３年間は，問題があってもストをして

はいけない。ストの数が限られてくる。ということで，投資をす

るには安全なところであるということになる。２００７年に協約

ができ，次が２０１０年になる。例えば，与えられた仕事が私の

健康を害する，といった極端なものでなければ，ストはできない。

２００９年３月からいろいろ交渉が始まった。交渉が続いている

２～３か月の間はストが出来る。ヨーロッパの他の国ではしょっ

ちゅうストがある。デンマークの時間給の方がイタリア，フラン

スなどと比べると高いが，実際にはそれらの国は紛争などで高く

ついている。  
(5) 交渉のルール  

次の協約を行うにあたって，話し合いに入る前に何を定めるの

かを言っていかないといけない。２週間は必要になる。話し合い

には公共の方から１人中間者が入る。「２週間では足りないから，

もう少し経ってからストをしましょう」ということが言える。か

なりきちんとしたルールが出来ている。  
(6) 同情スト  

ストは１つの限られた分野の組合から出てくるかも知れないが，

別の組合は同情ストができる。波が広がって，ゼネストに行く可
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能性もある。ゼネストのような段階になると政府が関与してくる。

ゼネストの決意を政府が覆すことが出来る。それは，ストを行っ

て生死に関わったり，輸出業に対して大きな影響が生じたりする

場合。ただ，そこまでいくことは稀で，だいたい１２年に１回く

らい。前回は１９９８年。  
(7) 協約違反のストに対する罰金  

例えば３年間の平和を保つべき期間内にある企業のなかで１職

種の組合員の誰かが敢えてストを起こすことを提唱したとすると，

罰金がかかってくる。関わったのが数人であっても組合全体が責

任を持たないといけない。  
(8) 質疑応答  
Ｑ 組合は誰に対してどのような責任を負うのか。  
Ａ 罰金を払うということだ。平和であるべき時期にストを起こ

すと，組合全体に責任がかかり，組合が破産するようなことも

ありうる。  
Ｑ 誰に支払うのか。  
Ａ 使用者の方に払う。  
Ｑ 損害を賠償するのか。具体的な金額はどのように決まるのか。 
Ａ 裁判で決まる。企業から言ってくるが，職に戻りなさい，と  

いうことになっても戻らないと罰金がかかる。法廷の方から出

てくる。ストをやっている１日につきいくらという形で決まる。 
Ｑ 金額は協約で定まっているのか。  
Ａ 詳細はユニオンで聞いてもらいたい。  

４ 労働市場における公労使の関係について 

(1) 三者のバランス 
労働市場の勉強をするときに使っているモデルを紹介する。国，

使用者，労働者の三者のバランスで調整しながら労働市場を動か

していく。国によっては，国家が強かったりする。国が使用者に

権利を与えることもある。国が使用者と比較して組合を強くする

という傾向は非常に限られている。どこの国をみても，三者のな

かに何等かのバランスがある。どういうバランスをとるかで，ど

ういう労働市場になるかが決まってくる。  
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(2) デンマークの三者関係の特徴  
重要な事柄は団体交渉のなかで決まっていく。それと同時に立

法も進んでいく。ただ，労働市場のパートナーと話をしないで法

律をつくるということはまずない。デンマークの状況では，８～

１０年くらい労働者関係の力が強かったり，連立に移ったりして

いる。政権が移ったときに，若い人たちが昔の伝統を知らなかっ

たりすることが起こる。自分の仲間のどちらかに有利な法律を作

ろうとしてしまうことがある。ただ，政府，社会民主党が組合に

特典がある立法をしようとすると，組合が，そんなうまくいかな

い，と諭したりする。右派でも同じことが起こる。労働市場のパ

ートナーはバランスを保たないといけないと肝に銘じている。他

の国に比べると，組合のパートナーとしての力は大きい。他国で

は意見を聞かずに立法で決められたりする。  
(3) ルールに対するコンセンサス  

デンマークはコンセンサス・モデルで動いている。ただ，日本

ではもっとコンセンサスが浸透しているかもしれない。内容に対

してのコンセンサスということより，ルールに対するコンセンサ

スがある。つまり，サッカーするときのオフサイドのようなもの。

誰もがそのルールに疑問視するものではなく，ルールに従って動

く。ルールのよい悪いは試合の間には議論しない。微調整をして，

バランスを取れるようにしていく。それを５年くらいで行ってい

く。同時に繊細なバランス状態が取られているので，よっぽどの

理由がないとそれを崩すな，となる。政治家も，１１０年間かけ

て築きあげたものをそう簡単には崩せないことがわかっている。  
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５ 集中的な規制から複層的な規制へ 

(1) 規制形態の変化  
しかし，絶対に変わらないというものではない。これまで起こ

ってきた変化というのは，集中的な規制だった。ただ，それが集

中的な分散に移ってきている。いろんな層，段階があって，それ

ぞれで別々に規制していく。１１０年経って，中央化されていた

のものが複数の層のある規制に移ってきている。前世紀のはじめ，

２０世紀はセットアップの段階だった。  
(2) 中央集権的な規制へ  

１９２０～３０年は中型の会社が多い。日本でも同じように動

いてきたと思う。どの会社をみても同じようなもので，そこで分

散して考える必要はなかった。集中的に決まったことを組合が受

けたがらない。使用者もロックアウトを使うことができた。組合

からみると分散型をしたがったが，使用者がセントライズしたも

のを要求していった。ロックアウトとして現れて，中央集権的に

なった。  
(3) 規制の制度化  

次の時期が１９５０年代で，中央集中的に連盟が交渉を行う。

このときは制度化されてきていた。  
(4) 中央集権的な分散化  

１９７０～８０年代になって企業が変わった。デンマークでは

中小企業が未だにとても大事だが，知識産業が増えた。同時に原

材料を外国から輸入する企業が増えた。外から半分できたものを

輸入して高度なものにして売る。デンマークが参加するのは労働

力だけ。他方，デンマーク市場だけを対象としている企業として

は，例えば，ユトランドの会社の例として，車のシートのカバー

のテキスタイルを染めるだけの会社もある。自動車工業に依存し

ている。もともと出来ていたシステムは，デンマーク市場を対象

にして，もしかしたら輸出できるかもしれない，というものだっ

た。そのような企業にしてみると，枠をつくるのはいいけれど，

時間給などの細則はローカルで決めて欲しい。それがフレキシビ

リティにつながった。  
似たような会社が２つあって，１つは国内市場だけに頼り，１

つは輸出しなければならないということがある。そうなると，労
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働賃金の払い方や考え方も変わってくる。一応枠だけ決めて，最

低線だけ決めて，その仕事の内容によって，賃金が企業によって

変わっていく。私の見たある例では，ある２つの企業があって，

２キロしか離れていないが一方の上乗せが大きい。時間給に数ド

ル程度上乗せしている。  
交渉の内容は，大枠を作るのが全国的な総連盟。次に連合会。

その次に実際の職場の代表が細則を決める。「Shop stewards」と
いう観念があり，職場において組合を代表している。職場にいる

労働者代表は，昔は中央が決めていたので，何もしなくてよかっ

た。でも，いまは数段階おりてくるので，労働者代表の責任が出

てきている。これが１９８０～９０年代のこと。バランスが重要

になっている。職場で身近な決定をしていく。使用者から考える

と，いまの自分の権利を保持したい。コントロールと自由さをど

うするかということ。これが最近２０年間くらいのこと。  
(5) 複層的な規制へ  

いまは次の段階に移ろうとしている。複数の層があって，一番

上でＥＵが決めてくることがある。ＥＵは現在２７か国あるが，

北欧がある一方で，極端なところでは，ポーランドなど共産国で

なくなって数年のところがある。ＥＵは何らかの形でヨーロッパ

内を均一化しようとしている。デンマークの人口は約５００万人。

その１０倍くらいの人口の国もある。小さな国に対して，労働市

場を何とかしろ，という圧力がかかってくる。よいシステムがで

きていると思ってこちらは頑張っている。下からも圧力がかかっ

ている。グローバリゼーションなどが影響してきており，企業は

もっと自由度が欲しい。デンマークモデルに対して，いろいろな

層で圧力がかかってきている。  
６ 協約の役割の広がり 

(1) 協約における福祉の取り込み  
１９９０年代からのデンマークでの動きに移りたい。以前は労

働といえば賃金と労働時間が問題だった。いまはそのなかに福祉

が入ってきている。労使協約が行われているなかで，国から，「こ

ういう見方をしてはどうか」と言ってくる。  
労働市場でどんなことが起こってきたかを紹介する。１９８１

年までは年金は国が仕切るものと思われていた。年金がおりる，
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ということは国が払うということ。しかし，この間に人口構成が

変わってきた。誰が年金を払うのか。責任感の強かった組合と国

が，このままでは続かない，協約のなかでこれも考えないといけ

ない，となった。当時決められたのは，賃金の０．９％を年金に

回すということ。０．６％までは使用者が払う。残りは働いてい

る側が自分で払う。これだけの変更を行うには，本来，組合員全

員の意見を聞かなければならず，投票で通さないといけない。た

だ，それまでは国が全部払っていたので，通らないことがわかっ

ていた。だから，組合員に聞かないでやった。  
このような規則違反をするのは，責任感をもった者の手法だが，

組合員は怒った。すでに税金を払ってきて，そのなかから年金が

おりるはずだ，と。２０１０年には，ブルーカラーは１２％を払

っている。これは協約で決められている。私は１８％を払ってい

る。もう文句を言う人がいない。政府として，何を払いなさい，

ということはなかったが，労働市場の責任あるパートナーが自分

たちで払うべきと判断した。  
その後，支払う率があがってきた。福祉は国がやるべきだった

が，だんだん福祉に労働市場のパートナーが責任をもつようにな

った。それを受け入れた。面白いのは，支払率は上昇していくが，

賃金は抑えられている。例えば，協約で賃金の３％と決めたとす

る。実際にもらっている賃金は低く抑えられている。それで国際

的な競争力はついてきている。これが，福祉がどのように労働市

場に入ってきているかというプロセス。  
(2) 公的セクターと民間セクターの協約の相互作用  

協約の期間は最初２年だった。それが４年になった。使用者に

は４年の平和が必要だった。その代わり代償を支払う。ただ，や

ってみたら４年では長かったので３年になった。公的セクターも

途中までは民間セクターと同じ年だった。それが途中からずれた。

例えば，１９９８年に民間セクターで決めたことが次の年に公的

セクターに影響する。さらに，１９９９年に公共で教育をどうし

ようと議論すると，２０００年に民間に次にあがってくる。互い

に影響しあっている。  
(3) 協約のテーマの拡大  

福祉のテーマは，年金，病欠の手当，育児休暇などにわたって
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いる。育児休暇については，取得しているのは男性が４％で，残

りは女性。これをどうやって男性にうまく移行させるかが焦点に

なっている。いま協約について団体交渉しても，恐慌のこと，ノ

ーマライゼーション，教育程度など，その中身には賃金だけでは

なく，その他の福祉の疑問点が入ってくる。そうなると，どんど

ん国に関係してくる。  
７ フレキシキュリティ 

(1) フレキシキュリティは開発されたものではないこと  
いま積極的な労働市場の政策で，失業期間があまり長くならな

いように対策を講じている。強要しないが，なるべく多くの人に

労働市場に出てもらおうとしている。その際，失業した人の能力

をどうするか。例えば工場が海外に移転するなど，ある一部の結

果で失業した場合，受け皿がなくなっているかもしれない。教育

を与えて次に移す必要がある。これがフレキシキュリティにつな

がる。  
フレキシキュリティは，デンマークが開発したものではなく，

そうなってきてしまったにすぎない。企業の方から，能力ある人

を早期に提供してほしいと言ってくる。政治家としてみれば，失

業した人が生活できるだけのお金を提供し，次の仕事でそれなり

の賃金が出て，次の仕事が得られるような教育を提供しないとい

けない。まずは，フレキシブルな労働市場，解雇が簡単にできる。

解雇するのはよいが，その代わり，その人たちが困らないように

する。それができないで家を売ったりするわけにはいかない。国

際的にみても失業者対策については，デンマークはいいものを持

っていると思う。  
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(2) ゴールデントライアングル  
うまくいけば，労働市場で首になっても，教育を受ける機会が

あって，教育を受けて労働市場にもどる。それができないと，積

極的に労働市場に働きかけをしないといけない。「Flexible labour 
market」と「Generous welfare schemes」の間の矢印が同じ太
さだといいが，そうではないので，戻れない人がいる。政策を通

じて，教育や訓練を受けたりしないといけない。それが終わって

はじめて市場に戻れる。これがデンマークのゴールデントライア

ングル。非常に簡単に言えば，これがフレキシキュリティのモデ

ル。能力がなければ訓練を受けて力をつけて，労働市場に戻る。  
 

 
(3) 積極的な労働市場政策  

デンマークは，積極的な政策で，失業者一人当たりに投じてい

る金額が高い。失業者に資金を投じることで雇用者数を増やして

いく。例えばイギリスの例では，まず働いてから問題を解決する。

職場をつくってしまって，そこに人を雇う。雇われた人は，そこ

に適当な能力をもっているかわからない。デンマークでは，あな

たは何ができるかをみてくれる。  
(4) 臨時雇用  

事前の質問の中に，臨時の雇用の割合に関する質問があった。

デンマークでも臨時雇用の数は増えている。ただ，特にイギリス

と比べると少ない。デンマークは最低のグループに入る。なぜそ

うなるのか。フレキシキュリティが機能していると，臨時雇用は

必要ない。ただ，長い期間の協約のとき，臨時の雇用が起こるこ



 31

ともある。  
あるデンマーク企業がドイツの企業を買収した。だんだんとド

イツの企業の知識や技術をデンマークに導入していった。ところ

が，その後，ドイツで首を切り始めたら，１人を切る毎に１年分

の給料を払うことになってしまった。デンマークでは３か月分の

給料で済む。結局，結論として，デンマークの工場を閉じて，ド

イツに移った。それもフレキシキュリティだ。  
(5) バランスの重要性  

組合の人が皆さんのように訪問してくると，セキュリティの話

しばかりをしたがる。逆に，使用者だとフレキシビリティばかり。

とにかく，バランスをとる必要がある。団体交渉では，一方を変

えたら，もう一方も変えないといけないということが浸透してい

る。  
(6) 長期継続雇用に対する意識  

雇用継続に対する意識について質問があった。もちろん，労働

者は，安全な雇用状態にいたい。それでも，ある一部の人は，出

たり入ったりすることに慣れている。いろんな企業を見たが，一

部の人たちが出たり入ったりして，一部の人は落ち着いている。

グループが分かれている。ただ，定着したいときに，定着できな

いと困る。配偶者同士で一方が長期で安定していて，一方が出た

り入ったりしているケースもある。  
使用者側もかなり投資をしていれば労働者を雇い続けたいだろ

う。しかし，いろんなバランスの問題がある。訓練は国が払って

いる部分が大きい。質問のコメントにあったように，あんまり教

育しすぎない方が得なのかもしれない。企業としては，労働者の

１０％くらいは，どれだけやっても，出たいときに出ていってし

まう。  
(7) 質疑応答  
Ｑ フレキシキュリティに批判的な意見をお持ちのようだが，聞

かせてもらえないか。  
Ａ １９９０～２０００年，フレキシキュリティは経済がうまく

いっているときにはよい。しかし，いまは違う。これからどう

なるかが１つ。もう１つ。ホワイトカラーにはおいしくない。

このモデルはブルーカラーにはよい。しかし，私が首を切られ
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たときには４分の１しかもらえない。低賃金セクターだと３週

間の講習で次にいける。でも，皆さんの場合にはそうならない

はず。２年半前にある臨時雇用を提供する会社の社長が首にな

って，それ以降，次の仕事が見つからない。まだ訓練を受けて

いる。彼はマネジメントの仕事に長けていた。このシステムは

彼のためのものではない。  
Ｑ フレキシブルな労働市場について質問したい。一定の理由が

ないと解雇できないといった，解雇を制限するような協約は存

在しているのか。  
Ａ どこの団体でどれくらい長く勤めているかによって変わって

くる。私の場合，予告期間が最低１年間は必要になる。  
Ｑ 理由は問わないのか。  
Ａ もちろん，労働者は理由を聞くことになる。道徳的にも当然

のこと。理由は付けないといけない。企業にお金がなくなった

のかもしれない。例えば，私に能力が足りないのかもしれない。

ただ，決められた１年といった期間が与えられたら，基本的に

は辞めないといけない。  
Ｑ その理由に納得できなくても辞めなくてはいけないのか。  
Ａ 納得いかないと自分の組合にもっていく。組合に，私はこう

いう仕事をしてきた，企業は足りないと言っている，と説明す

る。組合は企業にコンタクトして，この人はこれだけのことを

やっているのになぜ足りないのか，と抗議する。企業から反論

があって，不十分だ，１２人のうちの１人をカットする必要が

ある，などいろんな言い方をしてくるだろう。  
Ｑ 組合が，ステインさんが正しいと判断したら，その後はどう

なるのか。  
Ａ ３年間くらい交渉が続くこともある。１年で足りなければ，

１年半分を払いましょう，とか妥協案が出てくる。１つ大学の

例があって，１人首にしないといけなかった。彼は成績がよく

なかったから。彼は組合に持っていったが，組合が認めないと，

あとはお金の解決になる。  
Ｑ 解雇された後に職場に戻れることもあるのか。  
Ａ 戻ることになるという結果が出るのかもしれないが，そんな

職場に戻りたいとは思わないのではないか。お金か，大学なの
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で別の仕事の提案があるかもしれない。  
Ｑ 他のヨーロッパの国は解雇を規制する法律があって，労働分

野で解雇に関する訴訟が多い。デンマークでは解雇に関わる訴

訟があまりないのか。  
Ａ ないとは言えないが，大多数の場合は，交渉で決まっていく。  
Ｑ 解雇には不服申立制度があるのではないか。  
Ａ 不服申立は自分が属している組合を通して行う。それで話し

合いがつかないと裁判になっていく。  
８ グローバリゼーションの影響 

デンマークの企業が国外に移動していくことがあるか，という質

問があった。１９９０年代の終わりにポーランドや中国に生産を移

したところがあった。それを始めた頃の第一世代の企業の人たちは

びっくりした。一言にブルーカラーと言っても，どこまでがブルー

カラーなのか世界中で差がある。デンマークのブルーカラーは，国

語はもちろん，英語で仕事が出来るし，マニュアルを読んで仕事が

出来る。自分で考える。しかし，ポーランドや中国のブルーカラー

の人たちは，常に監視していないと仕事ができない。一から全部説

明しなければならず，非常に高価についてしまった。その後は，こ

ちらが慣れてきていることもあるし，現地のブルーカラーの人たち

も少しずつ能力があがっている。お金の問題だけではなく，インセ

ンティブをもって仕事をできる人なのか，労働者の教育程度も考え

ていかないといけない。  
９ 労働市場モデルのバリエーション 

(1) デンマークのモデル  
モデルに戻りたい。１年生用の教材だが，国の文字が小さくな

っている。デンマークでは，パートナーの力が強く，背後で見守

っている。  
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(2) 国の影響が強いモデル  
他の国では国の力が強くて，国がすべて決めていくこともある。 

 
 

(3) 国と使用者の影響が強いモデル  
国によっては国と使用者が強いところもある。組合があるのか

ないのか，わからない。  

 
 

(4) 「労働者」の影響が強いモデル  
労働者が強くなっているが，カッコがついている。共産主義の国。  

 
このように，モデルはどこの国でも使える。  
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１０ 最後に 

サンタクロースが労働者であるトナカイと交渉しているイラスト

を紹介する。サンタクロースの乗ったソリが鉄道のレールの上にあ

り，列車が近づいてきている。このような状況で協議しているとこ

ろもあるということ。  
デンマークモデルについてご理解頂ければ幸いだ。  

 
【提供を受けた資料】  
１ 日弁連調査用に作成された英語版パワーポイントデータ  

以上  
 

 
（写真）ナウアビヤ准教授（前列右から２番目）と調査団メンバー  
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訪問録２ 生産学校（ヴィドオア・プロダクションスクール）  
 
【訪問日時】 ２０１０年８月３０日（月）午後１２時００分～午後３

時３０分  
【場  所】 プロダクションスクール  
【対  応  者】 Martin Taarup（マーチン・トールップ）氏  
【概  要】  プロダクションスクールはプロダクションスクールに関

する法律に基づき，一つの自由な学校（フリースクール）

として，国民高等学校の制度から発達したものである。

ヴィドオア・プロダクションスクールは１６～２５歳で，

職業教育を受けていないか終わっていない人を対象とし，

今までとは違った支援が受けられるように，ものを学ぶ

ことと，実際に生産に参加することの二本立てで行って

いる。生産に参加するということは，究極的目的のため

の一つの手段で，最終的にその人が人格的に発達するこ

とを目的にしている。  
 
１ プロダクションスクールとは  

プロダクションスクールという観念は 1985 年に始まったもので
ある。  
実際にプロダクションスクールという形になったのは 1990 年台

に入ってからである。それまでは職業学校ということで，とにかく

何かをやれということだった。始まったころは，法律そのものがよ

くできておらず，自治体がいろんなことを言えた。  
1996 年にプロダクションスクールに関する法律ができ，一つの自

由な学校（フリースクール）ということになり，国民高等学校の制

度から発達した。  
理事会が学校の最高決定機関である。理事会が年に４回会合を持

ち，ここの校長を任命する。理事会の構成は，市を代表する政治家

が２人，使用者関係の連盟から１人，組合から１人。あとの２人は

そのときどきの案配で決まる。役人だったり教育者だったり。先生

の代表も加わる。生徒の代表も入る。理事会の中では，こちらの校

長は書記のようなもの。  
民間が場所，建物を所有している。国が運営し，経費を負担し，
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方針を決定する。自治体からも予算の２％くらい援助がある。自治

体にはプロダクションスクールを置くかどうかの決定権がある。自

治体が複数集まって１つの生産学校を作ることもある。  
ここはヴィドオアだけで，５万数千人の市民がいるが，こちらに

来ている学生の 40～50％がここに住んでいる。他の自治体から来て
いる学生もいる。その場合，その自治体が金を拠出する。  

２ ヴィドオア・プロダクションスクールの概要  
１６～２５歳で，職業教育を受けていないか終わっていない人を

対象としている。  
今までとは違った支援が受けられるように，ものを学ぶことと，

実際に生産に参加することの二本立てで行っている。生産に参加す

るということは，究極的目的のための一つの手段で，仕事をさせな

がら，この場所で仲間ができ，教えることは技術を持たせ，仲間と

話ができるようにすることだが，最終的に必要なことはその人が人

格的に発達することである。  
最近では，何かの活動を通じてモチベーションを持ってもらいた

いと思っている。自分の家でギターを弾いているだけでは上達しな

い。毎日のようにギターを弾き，それに先生がつけば，自分がどの

ようなレベルにあるかが分かるようになっていく。ここに来るまで

は夢を見ているかもしれないが，やっているうちにトレーニングが

必要とわかってくる。  
先生は手に職があり，教育者として訓練を受けている人である。

普通の学校だと国語の先生は国語だけだが，ここでは午前８時から

午後３時まで同じ先生といて，いろいろアドバイスしてもらえる。

一人の先生と長くいることで，互いの信頼関係も出てくる。  
授業では，先生はマスター，コンサルタントである。先生だとカ

リキュラムが決まっていて教えるものだが，ここでは先生と生徒が

一緒に問題点や到達点を整理してそのためにはどうするかというこ

とを考える。１対１というより，協同で，先生がものを知っている

というより，子どもたちも何かを知っていて，それを生かしていく。

子どもたちも何かを持ってきている。それを発見して第三のものを

つくっていく。枠が規定されていないといけない。場所があって，

時間が決まっている。その中で自由にやってもらうということであ

る。  
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３ どういう子がどういう経過をたどってプロダクションスクールに

来るか  
義務教育を９年終えて来る子もいる。学校を卒業してやりたいこ

とが分かっていれば可能性はある。通常２０％くらいの子はこれか

らどうしたらいいか分からない。そこで，生産学校の役割がある。  
学校に行っている間に問題を抱えていた子かもしれない。問題が

なくてもよいが，先のことを決められない子，自分で選択したと思

って学校に行ったけれど間違いだったと感じた子，中学を出てどう

したらいいか分からない子もいるし，高校２，３年生まで行って考

え直した子もいる。  
アドバイスをする機関としてＵＵ（若年者教育ガイダンスセンタ

ー）というのがあり，そこで１つの選択肢になる。自治体と国とが

協力して，進路をどう見つけるかアドバイスしてくれる。義務教育

を卒業するときに，その子がどういう進路を選んだかがＵＵに報告

される。生産学校を選び中退した場合には，生産学校の方でそのこ

とを報告しなければならない。無駄なところに労力を使わなくても

済むように，それぞれの教育機関には報告をする義務がある。  
子どものグループでＳＰＵがある。特殊な必要性をもった子ども

たちのグループで，通常の教育制度には当てはまらないので，専門

のアドバイザーもいる。そのようなグループの子も引き受けている。

３年間の教育を提供している。その段階になると，子ども８人に２

人の先生がつくことが必要になる。そこでの目標は，交通機関を利

用して買い物をするなど自分で自分の生活ができるようになること。

３年間でその子の能力の中で，仕事をすることがあるかもしれない。

そういう可能性を探していく。広いスコープの子を独立の生活に向

けて支援していく。身体障害があり，車椅子の子もいたりするので，

校内にリフトがついている。  
全体として，ここでの目標は，若い人の内部にどんな能力があっ

て，どれだけのことができるかを見つけていくこと。その間に，自

分で思ったよりいろんなことができるんだなと確信するようになっ

てくれるとありがたい。  
４ 学校内見学  

(1) 普通科目（国語，数学，自然科学）  
努力によって若い人が上に持ち上がってくれるのがうれしい。や
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めてしまう子の半分以上は読み書きができないことが原因で，自

分は知らなくて障害を持っていることがある。それを見つけてい

くことが必要である。そこで，ものを読む，書くということにつ

いてテストをするようになった。卒業していくときには，この子

にはこういう障害があるということを伝える。自尊心がない子に

も自信をつけて，外に出していく。どこをサポートすればうまく

いくかを明らかにしていく。  
(2) デザインワークショップ  

フェルトや裁縫をしており，モードショーを行ったりする。１

１～１２名の生徒に対して，先生は１．５人である。法律上は１

９名生徒がいてほしい。  

     
(3) 幼稚園などの支援者  

子どもと遊べる活動を作っていくのがここの目標である。音楽

ワークショップと共同でキャバレーを作ったりする。教育，訓練，

指導を対象にする。高齢者に対する介護も扱っている。保母にな

る人もいるし，介護士になる人もいる。  
(4) 塗装，木工，金属  

学内の改装，自転車の修理，ベンチをつくる，テーブルにする，

ウサギ小屋をつくるなど行っている。子どもたちは経験している

うちに大工になれるかもしれないと思ってくる。  
こちらから売り込みに行くことはない。知っているところが買

ってくれる。企業として立ち上げることを目標としてはいない。  
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(5) グラフィックデザイン  
学校紹介の印刷物のグラフィックデザインをしている。ホーム

ページも更新している。  
(6) 花束，デコパージ  

    花束，デコレートした雑貨などを作っている。  

         
(7) 演奏  

バンドを組んで，防音設備のある簡易な建物の部屋で演奏して

いる。楽器は借りることもできる。  
(8) 食事  

教育科目の１つとして，１日１２０～２００人分の食事を作っ

ている。料理だけでなく，肉の切り分けの仕方も行っている。理

論などを教える。半年から１年して，コックとかの見習いに行っ

ても導入がスムーズに行くようになる。見習い期間を大事にして

いる。  

     
５ 質疑応答  

子どもたちは最初の頃は何かしたくてしょうがないので，それを

意味のある方向に持っていきたい。最初のころは不安で何となく警

戒しているので，時期を選んで近づいていかないといけない。いろ

んなことを知ってからでは言うことを聞いてもらえない。発展があ

ること自体はいいことである。  
 
Ｑ ここに来る前には「行きたくない」という子もいると思うが，
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どうやって動機づけをしているのか。  
Ａ 職業学校などの一段階として来ている。  

何かをしないのは，何かを待っているから。それを見つけて後

押ししてあげる。人は何かしたいと思っている。若い人はしたい

こととできることの違いが分からない。今はだめだというような

アドバイスをする。大きな成功ではなく，小さいけど確かな成功

をいくつか積んでいってほしいと思っている。自分でできなかっ

たのができるようになり，それを周りの人ができるじゃないのと

言ってあげることで成長していく。  
Ｑ 少人数教育でも障害をみつけられないのか。  
Ａ 学校へ行くとしても，前提が同じではない。いろんな差がある。

離婚する親は多いが，子どもの発育には非常に関係する。そのよ

うな理由で学業が進まなくなると，それが続くと「できない，で

きない」の連続になってしまう。アルコール中毒の親や健康でな

い親もいる。それが子どもにしわ寄せとなり，自分ができないこ

とに責任を持たされてしまい，失敗の積み重ねとなる。家庭の状

況や親を見ると，社会のあらゆる階層の人が入ってくる。何かあ

るとすぐ 1000DKK くれて何でもやっていればいいと言う親もい
るが，子どもの発達のためにはならない。ここでは，個人，社交

性，最後に技術を学ぶ。どんなに技術を持っていても，知識があ

っても，朝来なくて仲間と仕事ができなければ意味がない。自分

のすることに責任を持たなければならない。それを身につけるこ

とを行っている。子どもたちは計画を持っている。先生が生徒と

一緒に作っていく。何を学んで何をやっているかまとめていって，

時々それを取り出して，成功を取り出して，ビジュアルにしてあ

げる。ここを卒業するときには，どれだけのものを得たのか，ま

とめてあげる。キッチンで学んだことが記録に残る。専門学校に

入るときに，単位をもって入る（ようなもの）。教育制度のなかで

の無駄は，同じ事を何度も教える。何を学んだのか持たせてあげ

れば，行った先で単位がもらえる。  
Ｑ ここで学んだことですぐに資格をもらえるわけではないのか  
Ａ ここで学ぶことでプロに達するのは，数は少ない。プロにする

のは職業学校である。何か教わって，それを持って職業学校に行

けば，他の子がないものを持っているので自信になる。  
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Ｑ 約１００校の生産学校があった。現在は８０と聞いた。減って

きているのか。  
Ａ 減っているけど理由がある。景気が悪くなると減る。地方に生

徒数が２０名とかの小型のものができた。それが採算が合わずに

自然消滅している。手に職がなくても得られる時期がある。どん

な教育もない人が追い出される。１つのものを学んでも，自分の

意思で上積みをしていく人は将来性がある。１つの教育をうけて，

不満で別のところにいく子もいる。でも学んだことが消えてしま

うわけではない。森を歩いていく。明るみが出てくると歩く。出

るとさらに面白くなる。  
Ｑ 後期中等教育からのドロップアウト対策と聞いたが，ドロップ

アウト率は減ったのか。  
Ａ ドロップアウトする・しないを予防することはできない。ドロ

ップアウトしても，そのまま続いてしまうとか，レジの前で過ご

すことがないようにする。１つの学年の２０％くらいが，自分で

は何かを選択できないでいる。そういった生徒に方向づけをして

あげる。ここに来ている生徒には給料がでる。奨学金ではない。

ここにいる間は，それぞれ何か物を作って市場に売れていく，そ

の対価をもらえる。金額は雇用省が決める。どのワークショップ

に行っていても同じである。1 時間いくらの計算になるので，遅
刻などがあると減る。  

Ｑ だんだん来なくなったり，休みがちになる子もいるのか。  
Ａ そういうケースはある。繰り返されるとこちらではどうしよう

もないので，記録をつけてアドバイザーに戻す。ここにいるのが

つまらないといって出ていく子もいる。  
Ｑ ２０％のなかに障害があってついていけない子もいる。ここで

何とかするのか，日本では特別支援学校につないだりするが，ど

ういう仕分けをしているのか。  
Ａ 実際にはっきりと障害が出ていて職業選択が難しい子は，ここ

の対象にはならない。就労可能性のある子がここの対象。３年コ

ースの子は，それだけ問題があるので，小中学校のときからわか

っていて，こちらのコース，こちらのコースと決めていく。  
Ｑ 学校に入った後に，後のコースに結びつかなかった子にはどの

ような関わり方をするのか。  
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Ａ 最大１年で入れない子たちは，こちらではどうしようもない。

何が成功して，何ができなかったのかは記録に残っている。それ

をアドバイザーに渡す。あと半年あれば何とかなるのではという

ケースもある。特別許可をもらえば後半年を延ばしてもらえるこ

ともある。先がわからないまま出してしまうことはしない。  
Ｑ 日本では引きこもりでインターネットをして，親に頼ってしま

っている子たちがいる。ここに来たら役立つと思う。デンマーク

では，そういう人たちがここにアクセスするための工夫はあるの

か。  
Ａ そういうのがあるのかもしれない。まとまった１つの問題とし

て焦点があてられてはいない。義務教育を終えた後，どうなって

いるかが分かるシステムになっている。ある子が何もしないでい

ると，市が連絡を入れて，「相談にこない？」と声をかける。引き

こもったのは，親が生活を守っている。ゲームばかりやっている

のならそれを生かし，ゲームをつくらせる。１つの枠があって，

どこでその子が関心を得るのか，それをこちらが提供しないとい

けない。  
Ｑ ここに入校してから卒業していくまでの流れを知りたい。何を

受けるのかはここに入る前にアドバイザーと相談して決まってい

るのか。  
Ａ 入校するのが決まったら，見学に来てもらい，自分で選ぶ。  
Ｑ 音楽のコースを選択したとして，半年たって，「もういいや」と

なったらどうするのか。  
Ａ 音楽で遊ぶのはいいから，もう学校行こうかな，となれば学校

へ。１５，１６歳の子なので，熱中して，無制限にやらせてもら

えば，次第に趣味のレベルに落ち着いていく。仲間と一緒にやる

ので，週３２時間来ないといけない。社会の条件が組まれていく。  
Ｑ ほかのワークショップに移る子もいるのか。  
Ａ アドバイザーと一緒に相談して次を決めていく。  
Ｑ ここも一緒に加わるのか？  
Ａ この学校の内部で決めるときには外部は加わらない。内部のア

ドバイザーである。  
Ｑ ＵＵ（若年者教育ガイダンスセンター）とは？ソーシャルワー

カーみたいなものか。  



 44

Ａ 自治体の内部にある。ここは４つの自治体が一緒になってＵＵ

センターを持っている。義務教育課程から関わっている。  
Ｑ 個人ごとの情報は，どれくらいの情報，分量があるのか。本人

はみることができるのか。親は。ここの先生は。  
Ａ 個人情報保護の法律がある。学校に集められたデータを手渡し

ていいか，子どもの了解が必要，サインが必要である。書かれて

いることは，本人と相談して，１つ１つ約束のもとに集められて

いる。後で見て，「何で」ということはない。ここに来るのも自由

意思である。  
Ｑ 相談員と相談してくるということだが，入りたいのに入れない

ということはないのか。  
Ａ 待機リストがあることもあった。常時出たり入ったりしている。

何かしら空きがでてくる。学校もフレキシビリティがあるので，

先生を配置したりする。生産学校に来ないで職業学校にいければ

いいので，教育機関が積極的にこちらに行かせたりはしていない。

殺到してしまう。政策的にも，政治的にも，宣伝していない。  
Ｑ ここは職業学校のメインストリームだと思うが，それ以外のと

ころにいく子もいるのか。  
Ａ もちろん，ある。何もしたくない子がいる。周囲が提供しない

ので，自分ができそうなことを分からない。政府は正規の職業教

育に出てもらいたい。何もしないと，児童手当を減らすぞと親を

脅したりする。  
Ｑ 生産学校で再教育が必要な原因で，家庭の問題を挙げているが，

家庭の問題について生産学校が介入することがあるのか。  
Ａ ここは子どものためにある機関。子どものために動く。ときに

家族を招いて，「お宅の子がこれをつくりました」と紹介してあげ

たりする。家族アドバイザーではない。  
Ｑ ２０１０年１月に導入されることになった規則とは。  
Ａ 支給される給料を減らすことがある。１８歳以上で家族と一緒

に生活している人には減らされる。それが導入される。生産学校

としては反対している。教育を受けている人は，全員奨学金をも

らえる。生産学校については，仕事をしないと減らされる。それ

をまた減らす。家に住んでいても楽をしているとは限らない。親

が二人とも失業しているかもしれない。どういう議論でこうなっ
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たのか分からない。  
Ｑ 自治体もお金を出している。成果を求めると思う。自治体は何

人就職したとかで評価しているのか。  
Ａ 基礎的な額はまず国から出ている。自治体は生徒数の割合で金

を出す。こちらでやることはすべて報告しないといけない。どう

いう進路に進んだらしいというのも報告する。ここ４，５年間変

わっていない。それが不満である。終了後の３か月の間に決まっ

た学校に通い続けていると，子どもの一人当たり１０００クロー

ネとかがもらえる。それくらいの金をくれるからといって，仕事

がよくなるわけではない。それより，記録をとったり，事務量が

増えて，大変である。  
Ｑ ここを出た子がその後どういう進路を辿ったのか，おおまかな

数字をもらえないか。  
Ａ ２００９年，６５％は教育機関へ，後は，病気，兵役，妊娠，

引っ越しなどいろいろある。  
Ｑ この学校の先生は教員資格を持っていないと思う。技術だけで

はなく，いろんな技能が必要に思う。その人たちの技能を高める

ための制度はどうなっているのか。  
Ａ 長さとか時間数はわからないけれど，当人が何を必要としてい

るかによって一様ではないが，教育者として半年から１年間積み

上げてもらう。先生たちの品質保証は，ずいぶんたくさんある。  
プロジェクトとして６つある。１，自分でイニシアティブをと

って事を起こしていく，起業に必要な知識を身につける。２，職

人なので特別な言葉が必要であるが，他人種の人たちにデンマー

クの古い伝統的なことばづかいを勉強する。３，健康は喜びのも

とであるので，健康を進めていく講習をしている。４，移住民の

人とのインテグレーションを行う。５，家庭との協力を進める。

６，ワークショップの指導をスーパーバイザーがついてチェック

してやっている。この６つを今年続けている。  
Ｑ この学校だけで研修を続けるのか。  
Ａ そうだ。外部の講習に出ていくこともあるが，ここに必要なも

のをここで研修で学んでもらう。ここでの毎日のなかでインテグ

レートしていく。同僚と話しをしながらやっていく。教科書から

教わるだけではなく，日常生活の中で向上していくことが重要で
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ある。  
Ｑ デンマークは幸福度世界一。ワクワクしながらやって来た。な

ぜ，デンマークは幸福を感じているのか。  
Ａ 分からない。幸福でない理由がない。幸福な先生がいると生徒

も幸福になる。ここの子どもたちも恐い顔はしていなかったはず。

楽しくしていることは，職場でも，教育でも大事である。にこに

こするのはエネルギーがいらない。怒るとエネルギーがいる。デ

ンマーク人に困ったこととか聞いても，先週雨が降ったなど微々

たることしか返ってこない。  
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訪問録３ デンマーク経営者連盟（ＤＡ）  
     DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 
     C0NFEDERATION OF DANISHI EMPLOYERS 
 
【訪問日時】 ２０１０年８月３１日（火）午前１０時００分～午前１

１時４０分  
【場  所】 経営者連盟事務所  
【対  応  者】 Simon Neergaard-Holm（シモン・ネアゴー・ホルム）

氏（教育関係担当） 

Steen Muntzberg（ステーン・ムンツベア）氏（協約担当） 

        Erik Simonsen（エリック・シモンセン）氏（労働市場政

策担当） 

【概  要】  
１８９６年に設立。民間の企業を傘下に置くデンマーク最大の使用

者側の組織。傘下の使用者団体は１３，全労働力の約３分の１を傘下

の企業が占める。社会的パートナーとして，デンマークの労働市場に

おける政策決定に大きな影響力を持つ。  
賃金等の労働条件は，基本的には協約によって決まるが，教育程度

が高い労働者などは個々の契約で決まる。協約で決めるのは，賃金で

あれば最低賃金であり，枠を決めることになる。労働者組合との協約

の交渉は労使間の平和を保つため同時にスタートさせる。解雇のルー

ルは協約で決めない限りない。解雇の妥当性については，協約によっ

て設けられた解雇審判所に申し出て審議を受けることができるが，多

くは，そこへ行く前の交渉において解決される。デンマークにおける

解雇のあり方の背景にはフレキシビリティについての国民的合意があ

る。教育訓練については，デンマークのほとんどの職種をカバーし，

職業訓練おいては，実習生を受け入れているか否かを問わず，すべて

の企業が資金を出して基金を作り，これを資金として実習生に給与を

支払っている。  
 
１ 組織の概要  

１８９６年に設立された。民間だけをカバーしている。労働力の

約３分の１が経営者連盟（ＤＡ）の傘下にある。  
労働市場の組織構成は，ＤＡ３３％，ＦＡ（金融関係）３％，Ｓ
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Ａ Ｌ Ａ （ 農 業 関 係 ） ２ ％ ， Offenting sektor（ 公 共 ） ３ ６ ％ 
Andre/uorganiserede（どこにも属していない）２６％。  
会員数は，１９５０年くらいまでは伸びていき，２５０となった

が，その後の５０年，構造が変わり，現在は，１３の職種組合が傘

下に入っている。職種別の組合数は減ったが，企業数は増えた。  
２ 協約と賃金等の労働条件  

民間では賃金や雇用の労働条件は，技術のある者，ない者，それ

ぞれ協約によって決められている。オフィスの職員その他，教育程

度の高くない人たちも同じである。スペシャリストのように教育程

度が高くなると個人個人の契約によって決まる。  
企業の中で協約が存在すると，個々の従業員がどこの組合員かを

問わず，協約の対象となるグループ全員をカバーする。団体での交

渉は職種別に行われる。その中で一番重きをおかれ，人数も多いの

は工業。  
８５％は企業の中での交渉，すなわち，集団での交渉の中で決ま

っていく。残りは個々の契約に従って決まる。協約では最低レベル

が決まる。１０５～１１０クローネが最低賃金。  
賃金のほかに協約内容はいろいろな条件をカバーしている。例え

ば，労働時間の枠，年金，病欠，産休など。その中に解雇の場合の

条件や職場の職員代表の選出方法も含まれる。  
解雇の場合の予告期間について，ＬＯとの協約をみると，職種に

よってバリエーションがある。建設関係は比較的短く，工業その他

は少し長くなる。１日から７０日まで幅があるが，どれだけ継続し

て雇用されたかによって決まる。  
普通の事務職員については別の法律がある。解雇予告期間が１～

６か月まで。  
労使で協約の交渉を始める際は，同時にスタートさせる。７００

件ほどの交渉を行う。大きなところ，人数の多いところもあるが，

１件の企業だけをカバーするところもある。このような方法をする

理由は，デンマークにおける紛争に関するルールが幅広いからであ

る。１か所で合意ができそうでも，別のところで紛争になるかもし

れない。片方で紛争が起こると，その影響が出てくるので，同時に

スタートさせ，その間は平和が続く。もし紛争になるとすればそれ

が大型になるというモデル。  
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もう１つ大切なことは，交渉の結果，合意ができてもメンバー全

員の承諾が必要だということ。労働者側の組織の要求内容だけでは

なく，その内部のメンバーがどういう要求を持っているかも常時認

識していないといけない。  
デンマークの産業の競争力を高めるようなものに到達したい。と

いうのは輸出企業の条件ということ，国内市場で賃金や経費があが

ると困る。  
多数の交渉が行われるが，その結果はＤＡで承認される。  

３ 最近の交渉で持ち上がったテーマ  
(1) ソーシャルダンピング   

デンマークだけではなく，ヨーロッパではソーシャルダンピン

グの問題が取り上げられている。デンマークもＥＵのメンバーで

あり，東欧諸国から労働力が入ってくる。その人たちは，低賃金

で働く。特に，建設関係，運輸，サービス，農業。協約ができて

いければ，その場で企業主と交渉が出来るが，企業の中でソーシ

ャルダンピングが起こることを理解できない。この点は組合とし

てはやっと到達した高い賃金に影響するので敏感である。  
(2) 男女同権で賃金格差がないようにということ  

調査の結果，男女の賃金格差は存在するという結果で出ている。

そのような論議を継続しようと求める力が強い。これにも多少関

係するが産後の育児休暇の一部を男性に割り当てるという議論が

ある。現在では産後２９週間まで有給休暇を認めるが，それを長

くして欲しいという要求がある。ただ，長くするのはいいが女性

の休暇が長くなり，また男女の賃金格差が出てきてしまう。  
(3) 組織化された人たちの特権  

協約の中にメンバーであることの特権をはっきり出してほしい

という意見が出ている。背景は，労働組合のメンバー数が減少し

ていることである。これには反対している。どこの組合のメンバ

ーであるから，ということで差別したくない。組合員であろうと

なかろうと労働力は均一である。  
(4) 教育訓練  

１年間に２週間は自分の選択で教育を受けに行くことができる。

このとき最高で賃金の８５％まで支給される。  
(5) 労働時間のフレキシビリティ  
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労働時間のフレキシビリティは毎回毎回出てくるテーマ。それ

ぞれの企業の中で時間に関しては交渉すればよいのではないかと

考える。協約という枠の中身は個々の企業でつめればよい，そう

いう方向に進んでいる。  
４ 解雇について  

(1) 解雇のルール  
規則ができていなければ，解雇のルールはない。  
たとえばＤＡはＬＯとの間で，９か月以上連続して働いていた

ら，解雇の理由は妥当なものでないといけないという，１つの約

束をした。これはＤＡとＬＯのカバーする会員すべてに効力が及

ぶ。  
解雇の妥当性については，協約によって作られた解雇審判所で

判断することになる。解雇審判所は，現職の最高裁の裁判官，労

働者側と使用者側のそれぞれの弁護士の三者で構成される。普通

は最高裁裁判官の意見が通る。しかし，解雇審判所にいく前に，

大半は，企業の中，組合の中で吟味して解決している。解決の方

法は，使用者側が解雇して妥当であると認められるか，ある程度

の手当（解決金）を出すのか，再雇用を義務付けられるのか，３

つである。使用者側としては，雇い続けるだけの仕事がない，と

いう理由が一番多い。現在の危機では，仕事がないのでという解

雇が増えている。それによって苦情が出てくるのも，それは当然

のことである。  
事前の質問の中に１つの企業の中で，ある種の組合を排除でき

るかというものがあったが，それはできない。それをすると，再

雇用を義務付けられる。その企業は労働調停にかり出され，さら

にかなりの罰金を科される。労働組合の方は自分のメンバーが排

斥されることに敏感であり，そういう傾向があれば，必ず表面に

出てくる。労働調停は，比較的簡単なプロセスで，しかも安価な

ので表面化しやすい。  
 

Ｑ 労働調停は労働裁判所とは別か。  
Ａ 労働裁判は法律で決められている。労働裁判所に裁判とは別

に労働調停の申し立てができる。    
Ｑ 金銭を払って解決する場合の計算方法はどうなっているの  
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Ａ ケースによる。労働者がどれだけ深刻なミスをしているか。

普通だと雇用年数に１週間の賃金を掛ける。２５万クローネま

でいったケースもある。  
２５年以上の年功があると，その場合，再雇用する義務があ

る。企業は別の部署を探さないといけない。  
Ｑ その場合，現実に労働者は職場に戻っているのか。  
Ａ 戻る人がかなり多くいるが，退職してしまう人もいる。  
Ｑ 解雇審判所には現職の最高裁判官が入るのか。  
Ａ そうだ。  
Ｑ ＬＯのかかわる協約のすべての解雇問題は最終的に解雇審判

所にいくのか。  
Ａ 全部そこにいく可能性がある。  
Ｑ ＬＯとＤＡの協約が適用されない人はいるのか。いるとすれ

ばどんな人か。  
Ａ いる。ハイレベル教育を受けた人たちは協約には含まれない。 
Ｑ その人たちは合理的な理由がなくても解雇できるのか。  
Ａ 法律があって，解雇が妥当なものでなければならない。協約

の中でカバーされていない人は，ほとんど直接法律で守られて

いる。いつでも解雇される人がいるわけではない。  
Ｑ デンマークはスウェーデンに比べて解雇しやすいのか，実態

はスウェーデンより解雇しにくいのか。  
Ａ スウェーデンは法律が決まっている。こちらは法律で決まっ

ていないので，解雇しやすい。スウェーデンでは，最後に雇わ

れた人が最初に首を切られる。デンマークの方がフレキシブル

と言っておく。デンマークのような方法は，企業の側からする

と企業にとって一番価値のある労働力を保てる可能性がある。  
Ｑ 解雇審判所に裁判官が入ってくるのは法律にもとづくものか。 
Ａ 法律ではなく，協定。  

(2) デンマークにおける解雇の背景  
解雇の方法を理解するにはデンマークの組織が何に立っている

かを知ることが必要である。デンマークでは企業存続の基礎を確

保して，職場を確保するというよりは経済活動を保護する。デン

マーク人は自分の職場で安心して働ける。それは今の職がなくな

っても別にいける可能性があると思っているからである。この国
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では賃金のレベルが高いが，これを保つためには，フレキシビリ

ティを保つことが必要だと皆が合意している。賃金レベルを保つ

ために，デンマークに存在していては困る職種はなくし，新しく，

賃金を妥当にしてくれる職を作っていく。そういうシステムのな

かで解雇していくということが出てくる。  
また，デンマークには，社会の中の保障の制度がある。解雇さ

れても，ある程度の期間は税金でまかなわれる手当をもらえるこ

とを労働者は知っている。  
それがフレキシキュリティの背景である。  
もちろん細部にいくと全員が合意するとは言えないかもしれな

いが。  
(3) 社会的パートナー  

長年の伝統がある。政治的システムとして，労働市場に関係す

ることならば労働市場のパートナーが組み込まれる。それがいつ

行われるのか，はっきりとは表現できない。ケースバイケースで

ある。新しい政策を打ち出していくとき，その過程で大多数の場

合は，労働市場のパートナーが招待される。  
なぜ政治家がそれを行うのかというと，合意して平和な状態が

続くようにしたいからである。政治家は案を通過させたい。通過

させるためには，労働者関係の代表，企業の代表がある程度合意

しないと平和が保たれない。  
ただ，三者の協力ということで，弱点があるとすれば，結果が

保守的になる。大きく変化させようとか，極度のことをしようと

すると，政治家が単独で行わなければならない。  
労働市場で，必ず毎日何かが起こっている。それは雇用，教育

訓練の問題でもある。労働者側，使用者側それぞれの代表で諮問

機関ができあがっている。個々の職場かもしれないし，リージョ

ンかもしれない，全国をカバーするものかもしれない。現在では

そのうえにＥＵのレベルも入ってきている。  
 
Ｑ どこにも属していない企業（Andre/uorganiserede ２６％）
で働いている人たちには協約は適用されないか。  

Ａ 個人個人としての契約とか，企業としての契約がある。ＤＡ，

ＬＯの協約をコピーペーストしている。自分のところだけの契
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約として存在する。  
Ｑ 協約がなくて無権利状態の人はあまりいないのか。  
Ａ ほとんどいない。  
Ｑ 他の経営者団体などとの関係で相場が決まっているのか。  
Ａ そういうことだ。  
Ｑ 解雇審判所への提訴はＤＡに加盟していなくてもできるのか。 
Ａ 加盟していないと，普通は裁判に持って行く。  
Ｑ 三者協議のもとでは，大胆な改革はむずかしいということだ

ったが，失業保険期間が２年間になったことはどういう経過が

あったのか。  
Ａ 労働市場の合意を得られないのがわかっていたので，あえて

労働市場の承認をとらずに法律で通した。  
５ 教育訓練  

デンマークには１２０種類の職業教育がある。民間と公共を含め，

ほとんどの職種をカバーしている。ホテルに帰る。受付はレセプシ

ョニストとして教育を受けている。コック，ウエイターも同じ。フ

ィットネスの指導員も。したがって，公共・民間を問わず，仕事を

している人は，だいたい訓練を受けてきている。  
職業教育の特色としては，３分の２は職場に行き，この間は賃金

をもらう。３分の１は学校で理論を学ぶ。だいたい３年～４年が普

通であるが，本人と企業との合意による。これは「教育に関する合

意」と呼んでいる。  
実習に行っている期間は企業から給料が出るのは当然として，学

校に行っている３分の１も給料が支給されている。これはなぜかと

いうと，学生としてみれば，教育を受けるためにマスターのもとで

仕事をしている。企業からみると，教育を受けるために自分のとこ

ろで仕事をしている。学生も企業もそこから何かを得ている。ただ

し，テスト期間があり，３か月以内ならカットしてもよい。それを

過ぎると解約できない。なぜ，そんに厳しいのかというと，企業と

しては４年間安心してそこにいてもらいたい。最初は訳のわからな

い若造がくるだろうから，３ヶ月という期間が設けられている。し

かし，その後４年たってみれば，成熟して企業のためにお金を儲け

てくれるようになる。このように約束ごとの中にバランスがある。  
なぜ実習に重きを置いているのかというと，企業のなかでトレー
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ニングを受けているので，卒業後すぐ職場で他の人と同じように仕

事ができる。教育期間の間は学生生活を送っていて，そのまま企業

に入っても，最初の間は企業の中の空気や態度を学ぶ必要があるが，

それがもう出来ている。  
企業は停滞しているわけではなく動いており，新たに必要となっ

た知識をどうやって得るのかというと，労働者側と使用者側で教育

に関する委員会を作り，実際に行われている見習い期間の内容が時

代に即したものか確認していく。テクノロジーが発展して内容を調

整しないといけない場合もある。また，新しい教育過程をつくらな

くてはいけないこともある。この委員会が提案をつくり，文部省に

提出する。必要な資金はどこから出るのかというと，実習（見習い）

を受け入れている企業は，生徒が実習中に学校に戻っていく期間の

給料を出すが，見習いをおいていない企業も拠出しなければならな

い基金をつくっている。これは一般企業から，その企業の被用者の

人数に応じて徴収する。したがって，一人以上人数を雇っていると

ころは全部拠出している。自分のところに見習いをおいているか否

かに関わらない。費用の３分の２が企業からの拠出金でカバーされ

る。学生と企業の意見が途中であわなくなったらどうするか。その

場合，審議会がある。そのような紛争を専門に扱って，結論をだす。

こちらの会長は地方裁判所の裁判官，そのほかに６名の裁判官，使

用者側，労働者側からそれぞれ３名。学生と企業との間に紛争が起

こっても，８５％くらいはそこで結果を出している。これに似たシ

ステムがドイツとオーストリアにある。これをデュアルシステムと

呼んでいる。  
ウエイターの訓練をみてみる。ユトランド半島とコペンハーゲン

の訓練で同じ質をどう確保するか。どこに住んでいるかにかかわら

ず，訓練内容が定義されている。訓練は企業内で行われているが，

全国の標準に従っている。  
 

Ｑ 職業訓練の対象は誰か。いろんなレベルがあると思うが。  
Ａ １５，１６歳で義務教育を終えた後の青年の教育課程のこと。

教育課程をスタートさせる人の２５％までが２５歳以上。  
Ｑ 義務教育終了後に普通の教育課程に進む子，職業訓練に進む子，

それぞれ人数の割合がどれくらいか。  
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Ａ 義務教育終了後に職業教育をすぐに受けるのは３５％くらい。 
Ｑ 高等教育コースに進んだ後のコース変更は可能か。  
Ａ 自由に行き来している。普通高校に行って，途中で手に職をつ

けたい人もいるが，逆に職業高校に行った後に普通高校に行きた

い子も様々。  
Ｑ ９か月以上の雇用で正当理由がないといけない。この規定は歴

史的には変化がないのか，最近になって変化があるのか。  
Ａ 覚えていないくらいずっと同じ。  
Ｑ 解雇しやすさに変化はないのか。  
Ａ 変化がない。  
Ｑ 大企業が大量解雇を必要とするとき，どんな進め方をするのか。 
Ａ １人でも５０人でも同じだが，その上にＥＵのルールが入って

くる。ＥＵのルールに従うと，実際に解雇する前に準備としてそ

れぞれ交渉を行っていく。  
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訪問録４ デンマーク職業学校連盟  
     Danish Business and Technical Colleges 
 
【訪問日時】 ２０１０年８月３１日（火）午前１１時００分～午後１

２時３０分  
【場  所】 連盟事務所  
【対  応  者】 Lars Kunov（ラース・クノウ）氏（役職 Executive 

Director）  
【概  要】 デンマークの職業訓練校 75 校の指導者の連盟。この事

務所には 10 人の職員がいる。各訓練校の経営面，教育
面の確保に努めており，職業教育の先端に立つための活

動を行う。経営者連盟（同じ建物内）や教育機関との関

係も密接に保っている。  
 
１ 傘下の職業訓練校の概況  

75 校といってもいろいろなタイプが含まれる。職業教育，普通教

育，成人教育などである。デンマークでは，伝統的に商業学校と技

術系が分かれていたが，最近では一緒にやっていく傾向である。一

つの学校の規模が大きくなっている。この 20 年間で学校数は半分に

減少し，商業，技術の双方を提供するところも増えている。普通科

と職業校を一つにまとめたらどうかという動きもある。  

政治の方は，大きくした方が，量質の面で得策と考えている。そ

の理由は，第１に，経済的に合理的でないといけないということで

ある。また，若い人が住んでいるところの近くに学校をもっていき

たいということもある。デンマークは小さい国だが，若い人は教育

機関までの距離を気にする。義務教育修了者の 95%を次の学校まで

行かせたいという野心的な目標がある。この目標をい達成するに

は，残り 5%を教育の場にいるようにしようと思えば，学校が近く

にないといけないからだ。  

他に 10 箇所のアカデミーがある。大学に比して期間は短く，そ

れほど高度でない教育を行う機関である。  

75 校で 12 万 6000 人の学生がいて，年間 130 億 DKK（デンマー

ククローネ，1DKK=17 円〔視察時〕）使う。大きな負担は国である。

学校自体は民間の所有。「社長」（マネージャー）と「理事会」が
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学校の方針を決める。例えば，新しい科目を作るとか，学校の建物

の改築を行うなどである。学校は国の機関だが，かなりの自由が許

される。教育省もあまり関与してこない。そのようにするのが私の

仕事である。  

このようなシステムはここ 20 年ほどの歴史であるが，新しいも

のを創造していく機運ができた。うれしく思っている。  

２ 二つの課題  
(1) 傘下の学校の関心事項を取り上げていく  

来年度の国の予算案が出ている。金融危機のためかなりのカッ

トである。カット幅を減らすために提案しなくてはならない。デ

ンマークは天然資源のない国である。住んでいる人がいいことを

しなくてはならない。教育機関で学ぶ若い人が資源である。病院

や高齢者への対応など課題はたくさんある。政治家に対して，よ

い教育機関の維持を訴え，削ったらどんな悪影響があるか伝えて

いきたい。昨日は野党三党の代表が来た。近日中に教育大臣も来

る予定である。  

(2)  傘下の学校へのアドバイス  

仕事の半分は教育機関がどのような形を保っていくか。職業教

育のレベルを保つための実習企業の確保が重要である。また，予

算カットの影響とか新しい規則なども説明する。  

３ 連盟の組織  

会長がいて，各メンバーから選出される役員会がある。その下に，

各種の委員会があり，政治，経済，人的資源，研究，品質改善等が

ある。品質とは教育の質であって，それぞれの学校が何を提供して

いて，社会にどう役立っているかわかるようにしていく。  

４ デンマークにおける学校と進学（下図に基づき説明；左端の数字

は就学年数。義務教育は 10 年次まで。説明は，13 年次～15 年次の

教育についてである）  



 58

 

 

(1) デンマークにおける職業教育，進学コース  

デンマークでは，義務教育終了後（15 歳），①ギムナジウム（高

校；10～13 年次の左枠）と②職業学校（10～13 年次の右枠）の二

つに大きく分かれて進学する。  

①は大学進学を目指すコースである。①の中には，５つのタイ

プの学校がある。（ⅰ）普通科の高校（Stx）や，（ⅱ）商科（ビ

ジネス）（Hhx），（ⅲ）技術（エンジニア）（Htx），（ⅳ）多

少年齢がいった人向けの Hｆなどがある。通常の高校は，ここの

連盟ではなく他の団体に入っている。商科では，商業の体験をし

ながら（これが特徴），プロジェクトを中心に授業を行う。大学

入学資格も取れる。この中の商科（ビジネス），技術（エンジニ

ア）学校が連盟に加入している。①は座学が中心。実習には行か
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ない。生徒は国から奨学金をもらう。返還義務はないが，②でも

らう賃金より低い。  

また②には，４つのコースがある。左から（ⅰ）職業学校は，

座学→実習→座学→実習…を繰り返す。実習中，座学を問わず，

雇用主から給料をもらう。職業学校に加え，（ⅱ）農業や海運を

学ぶコース，（ⅲ）ヘルパー，看護師，介護関係のコース，（ⅳ）

職業関係の基礎コース（どのコースにも行きたがらない人）であ

る。このうち，（ⅰ）（ⅱ）が連盟に入っている（ⅱは限られて

いるが）。  

さらにアカデミーもある。ここでは給料はなく奨学金が支給さ

れる。ここも連盟に加入している。  

以上の 5 つの学校が連盟を構成しており，107 の職業教育を行

っている。  

(2) 進学，進路に関する最近の傾向  

今までは，普通科の高校から大学に進学するのが普通であった。

しかし，企業が理論を求めていることもあって，職業教育を受け

た人も大学へ行ってほしいという傾向にある。うちの高校の目標

としても半分の人が，大学まで（大学レベルまで：13～15 年次）

修了させたいと考えている。  

それぞれの学校から上の学校への移行は，どこにもストップを

かけないようにしている。よい目的だが，実現するのは難しい。

職業関連のアカデミー出た人が，修士（16～17 年次）に行かせて

もらえるのか難しい問題。移行をなるべくやさしくするのもこの

団体の役割。いくらでも教育を積み上げることができるようにし

ていく。  

このシステムのほかに，成人になった人のシステムもある。成

人教育として高等教育を修了する。ここでは一部の学費は自分で

まかなわなければならない。  

高校（①）の半分が大学まで進んでいる。ただし，②で大学に

進むのは１割である。連盟としては，①から②へ移していきたい。

①は勉強しているだけであるから。  

６ デンマークの職業教育（107 種のデュアルシステム）  

(1) 仕組み  

まず，基礎課程で学ぶ。学校で行う。教育省，労働市場のパー
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トナー（使用者団体と労働組合）の三者で内容を決める。  

次に，先ほど紹介したように，実習→理論（座学）→実習→理

論（座学）を繰り返す。教育内容は労働市場のパートナー（使用

者団体と労働組合の二者）が決める。この期間は，実習中は企業

から給料が出る。学校に戻っている期間は，基金（実習生の有無

に関わらず企業が拠出している）から給料が出る。  

(2) 長所  

大部分の学生は実習してきた企業に勤める。また新しい仕事を

見つけることも可能である。学生はこのシステムに入ると働かな

くてはならない。入学時には給料等は企業の持ち出しになるが，

卒業時にはプラスになる。  

教育機関が近くにあり，企業と共同して運営する。本物の職場

に出かけていくメリットがある。若者の失業が少なくなる（スウ

ェーデンではデンマークの 2 倍である）。  

(3) 短所  

まず，選択肢があり過ぎ，その方向がよいか若い人には選択が

難しい。家庭環境がよければ選べるが，中等，高等教育の慣習が

ない移住民などは大変である。16～17 歳でいったん選んでもかわ

りたいという学生が多い。これは資源の損失であり，当人にとっ

ては「失敗」となる。またドロップアウトがかなりある。これら

は技術，訓練のないままとなる。これではデンマークでは大変で

ある。社会的問題といえる。  

また，危機になると実習の場の確保が大変だ。去年 2009 年の

実習契約は一昨年 2008 年と比べ，25％減となった。9000 人が実

習の場を探している。その分の労働力が足りなくなることを意味

する。社会的な問題だ。  

６ 質疑応答  
Ｑ 実習先の確保のための具体的な努力とは？  

Ａ それぞれの学校に実習生を助ける部門があり，地域の企業を訪

問して確保する。コールセンターを作って企業に連絡する。企業

が一人雇うと５万 DKK のボーナスが出る。これがベストとはい

えない。実習期間に関わらず金額が同一というのも議論がある。 

  実習先は実習生が自分で探すのが基本だが，どのような企業が

受け入れてきたか等の情報は学校から提供している。ホームペ
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ージに自分と企業がそれぞれ広告を出して実習先を探すことも

ある。  
  学校の用意した実習もある。自分で 3 箇所探しても見つから
なかった場合に提供される。給料がなく奨学金となる。数も限

られてくる。内容は，学校のメンテとか架空の事務所を設定し

て仕事をするとか。しかし，生徒はあまり好まない。意味のな

い仕事をさせられるということになるから。  
  遠い実習先だと引っ越さなければならないので，だったら，家

の周辺で技術のいらないところというような選択をする子もい

る。これでは職業教育とは別の仕事になる。他にいい方法がな

いか模索中である。  
Ｑ 連盟の運営費は？  
Ａ 各学校からの基本額＋学生数による上乗せを会費として払う。

民間の組織だが，職員は公共のメンバーである。  

Ｑ 職業学校へのリターン（何回も戻ってくる人）は？  
Ａ 限度はない。実習の場が見つからないということで，いつかは

実習先が出てくるだろうということで基礎課程を何回も繰り返

している学生もいる。  

Ｑ 107 コースの定員は，労働市場のパートナーが決めるのか。定

員管理しないと労働市場との需要がミスマッチするのでは？  
Ａ 基本的に定員の上限はない。自分で実習先を見つけてくるから

大丈夫である。ただし，上の学校に行くには定員は厳しい。  

 
【提供を受けた資料】  
１ 日弁連調査用に作成されたパワーポイント  

以 上  
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訪問録５ 現地弁護士 

 

【訪問日時】 ２０１０年８月３１日（火）午後２時４０分～午後４時

３０分  
【 場  所 】  キ リ ス ト 教 系 労 働 組 合 Kristelig Fagbevaegelse 

（Haraldsbej 64B）  
【対  応  者】 ビルガー・ホスト弁護士（Advokat Birger Host）  
【概  要】 １．組合の概要と弁護士の取扱業務 

キリスト教系労働組合は小さな労働組合であり 10

万人のメンバーがいる。労働組合として初めて組合内

弁護士を置いた。組合には年間 6 万件の相談があり，

組合外からの案件もあるが，組合員でないからといっ

て断ることはしない。弁護士の案件になるのは約 1000

件である。これを弁護士 5 名，法律家 1 名，秘書 6 名

で処理する。取扱案件は賃金未払い，不当解雇，差別

待遇等である。他の組合でも企業内弁護士を置こうと

いう声がある。 

事件処理以外に，労働市場に関する政策決定の事前

のヒアリングを受けた組合が弁護士に質問状を回付し

てくるということもある。 

       ２．デンマークの司法制度と労働事件の管轄 

         町の裁判所，地方裁判所，最高裁判所がある。国民

は少なくとも 2 か所の裁判所から裁判を受けることが

でき，先例的価値が高い事件の場合は法務省の特別許

可を得て最高裁判所に上告することができる。 

         労働協約違反の事件については，協約に反している

か否かに疑いのある事件は労働調停を行い，その後労

働裁判所で審理される。協約違反に疑いのない場合は

最初から労働裁判所で審理される。 

労働協約と関わりのない個別労働紛争は，ＬＯなど

大型の組合の場合はインハウスで調停を行い，小さな

組合の場合は，一般の裁判所で審理される。 

       ３．労働者の権利を守る制度と実際の救済 

         雇用証明書に書かれた条件，労使協約，事務職員に
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関する法規制，差別待遇の禁止，ＥＵ指令による国内

法規制等がある。労使協約が企業の中に存在すると，

そこで働く人には非組合員であっても効力が及ぶ。協

約のカバー率は 60％程度である。 

         不当解雇の場合の救済は金銭賠償であり，再雇用と

いう方法は使っていない。 

 
１ 組合の概要  

キリスト教系労働組合，略してクリファ（Krifa）と呼んでいる。
私は 1993 年からこの組織に勤めており，2003 年からは弁護士とし
て勤めている。  
デンマークは組合の組織率が非常に高いことが特徴であり，75％

ほどが何らかの形で組合に組織されている。ただ漸減傾向にあり 1
年に 1％ほどずつ減っていっている。  
この組合はメンバー数が約 10 万人で，労働組合としてはＬＯに

次いで古い。キリスト教的な生活観や隣人観を基礎としている。特

に自分がキリスト教徒というわけではなくても，そのような基盤に

立っているということが評価されている。組合といってもここは小

さいので，大型で広い分野をカバーしている組合とは違い，隅の方

から声を上げているという感じになる。  
この組合には毎年約 6 万件のアクセスがあるが，そのうち弁護士

の案件になるのは約 1000件である。それを扱うため弁護士が 5名，
法律家が 1 人，そして秘書が 6 人いる。2009 年には 296 件の倒産
事件を扱った。以前よりずっと増えており 2008 年比で 50％増であ
った。取り扱っている事件は，賃金未払い，不当解雇，差別待遇な

どいろいろあるが，この組合でカバーしている雇用の数は約 1 万で
あって，労働組合としては大した数ではない。往々にしてＤＡやＬ

Ｏでカバーされているはずの人がこちらに依頼してくるが，この組

合のメンバーでないからといって依頼を断るわけではなく，労働者

であって証拠さえあれば受け付ける。  
２ フレキシキュリティ  

デンマークモデルはフレキシキュリティといって，フレキシビリ

ティが非常に高い，つまり解雇しやすいが，同時に安定性があると

いうことは，解雇されても給付の援助があるということである。ま
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た，デンマークの労働市場の特徴で重要なのは労働協約でいろいろ

な条件を決められるということである。協約で使用者と労働者がほ

とんどのことを決めてきたという状況であったが，その状況は今，

変化しつつある。労働市場に関するＥＵ指令でデンマーク人全体に

効力を及ぼすものが増えてきているからである。  
93 年に雇用証明書についての指令が出た。ヨーロッパ内で就業し

ている人は皆，この雇用証明書を持つことができ，そこには雇用契

約の条件が細かく書かれている。弁護士としては，依頼者に雇用証

明書を見せてもらえば契約内容が一見して分かるので，仕事がやり

やすくなった。その条件が充たされていない部分が余りにも多けれ

ば，最高 13 週間分の給与を請求するような可能性も出てくる。  
３ 協約違反の場合の救済と弁護士の仕事  

この組合がＤＡやＬＯといった主要な団体の外に立っているとい

うことにはメリットとデメリットがある。ＤＡとＬＯは協約を自分

たちで解釈することができる。その解釈の方法に不審な点があれば

裁判所を通じて明確にしてもらうことができる。組合の外から見る

と，協約が守られなかったときにどのような救済があるのかが一見

して分からない。そのような場合は通常の裁判所のルートを通る。  
外に立っていることが有利なこともある。個人的なサービスやク

オリティがＬＯなどの解釈方法では忘れられている傾向にある。外

部からみると，一人の人を排斥する目的で係争を起こしてしまうと

いうことが起こっている。  
組合内弁護士がいることで組合のメンバーにとっては非常に安心

感がある。ここのような支部やオフィスで解決できないケースは弁

護士が見て，ケースを追求する可能性があるのか区切りをつけるの

か判断する。裁判に持って行く前に関係者に直接会って何らかの妥

協点を見つけることが有効なので，全国を走り回って面談をしてい

る。それが成功しなければ裁判ということになり，証人の聴取から

始まっていろいろな準備をする。デンマークでは提訴前の証人との

接触に関する特別なルールはなく，そこは少し改善しなければなら

ないと思われる点である。証人に最初に声をかけた人がその人と話

をしていく権利があるということになる。逆のルールもあり，相手

側の管理職に近いところにいる人を証人としては使わないが，フロ

アで仕事をしているような人には連絡ができる。このような場合に
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証人のもつ価値が非常に大きいことはご承知と思う。  
ケースを扱う費用は組合が全部カバーする。私は弁護士として独

立しているのではなく雇われている。労働組合として組合内弁護士

を置いたのはこの組合が初めてであり，それが 2003 年のことだっ
た。それ以前は毎年 400 万～500 万 Kr を払って外部の弁護士を依
頼していた。1 件ごとに 5 万～6 万 Kr かかっていたが，組合内弁護
士をおいた今では 1 万 Kr くらいですんでいる。  
事件として取り上げるにあたって，リスクは考えなければならな

い。勝てる可能性が 50％以上なければ取り上げない。ただ，全部勝
ったというとそれはリスクをとらなさすぎるということになる。  

４ ケースの紹介  
ケースを１つ取り上げる。ある弁護士のところで 2008 年 4 月か

ら秘書が雇われ，職場の関係がよくないことが原因で，同年 9 月か
らその人が病欠になった。その 2 日後に秘書が解雇された。予告期
間は 3 ヶ月で，理由はガソリンのカードと会社の電話を使い過ぎた
こととされた。そこでクリファが介入し雇用していた弁護士と連絡

を取り合った。9 月 17 日には自宅待機命令が出たが，その新しい理
由は付されなかった。同年 12 月 17 日にその弁護士に対して最初の
予告期間に対しての金員を支払うようにとの判決が出た。また，こ

の秘書の雇用証明書はきちんとできていなかった。条件が書かれて

いればガソリンを買い過ぎたとか電話を使い過ぎたとも言えたのか

もしれないが，それがなかったので理由が不十分ということで勝つ

ことになる。控訴されたが，今年の 8 月に地方裁が一審維持の判決
を言い渡した。  
もう１つケースを用意したが余りにも特殊な事例なので控えてお

き，質問にお答えしたい。  
 

Ｑ ケース１の判決の内容をご紹介いただきたい。  
Ａ 一審判決のまま認めると簡単に書いてあった。  
Ｑ 一審は，いくら払えという判決なのか，職場に戻れという判決

なのか知りたい。  
Ａ 15 万 Kr くらいのものを支払うようにといわれたと思う。最初
の解雇理由に後から 1 つ付け加えてきたが，そういうことはでき
ないので，最初の解雇理由のとおりということになった。雇用証
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明書にはっきり条件が書かれていなかったので，本当にガソリン

を買い過ぎたのか本当に電話を使い過ぎたのかは全然結果が出

ないまま通している。すでに使用者の方で労働者を罰せようとし

ているのだから，その後でガソリンがどうだとか言ってもそれは

意味がないと判断された。  
５ デンマークの司法制度と不当解雇の場合の救済  

裁判所としては 3 段階ある。国民は誰でも少なくともそのうちの
2 段階から判決を受けることができる。労働事件は協約を基本に判
断されるが，実際の解釈は難しい。協約はたとえば 100 頁とかの量
があるが，判決は協約の内容に従って云々という言い方ができ，必

ずしも判決を受ける者に対して協約文を渡す必要はない。そのこと

は非常に不満に思われているので，クリファの立場としては政治家

などに連絡をとって何とか変えたいと思っているところだ。協約内

容に従うとどうだと言われたときに，協約そのものは渡されないと

しても，どこに何が書いてあるかくらいは見られるようにして欲し

い。  
デンマーク国内の公共の職場は全部そのような協約で結ばれてい

る。民間の場合には 60～65％となる。ということは，かなりの数の
デンマーク人の労働者が，自分の使用主のほうでどのような協約を

結んでどのような例えば解雇の条件などをもっているのかというこ

とを分からずにいるということになってしまう。  
1 つはＥＵ指令で，働く者に対しては全員に対してそのような保

障を出さなければならないとしているところもあるし，また，デン

マーク国内にもＦＵＵの法律ができている。ＦＵＵというのはだい

たい営業マンの関係と事務職員の関係であり，それらの人たちは通

常の労働者よりは法律的に保護されているということになる。  
質問の中にデンマークでは自由に制限なく解雇ができるのかとい

うのがあったが，先ほどのケースにも出てきたように，解雇するこ

とにはいろいろな条件がついてくる。実際には解雇状が出てしまう

とその雇用関係はそこで断ち切られ，あとは賠償の問題になる。先

ほどの女性の場合はまだその職について半年しか経っていなかった

ので予告期間のほかの条件で賠償を受けるようなことは不可能だっ

た。  
それから，ケースとしては，本物の組合員でないからという理由
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で解雇された場合があった。もちろんそういう理由で解雇するのは

違法なことである。また，差別待遇をしてはならないということも

はっきり決められているので，性別，年齢，信条などを理由に解雇

することはできない。ＥＵも何年間か女性の地位に焦点をあててき

ている。多くの人の努力の結果がいろいろな指令となって出てきて，

各国で法律の形になり，女性の地位がかなり保護されるようになっ

てきている。特に女性の産後の扱い方に関しては保護が進んできた。

女性に関することについては立証責任が逆になる。たとえば，雇用

主が妊娠しているから，産休をとっているからという理由で解雇し

た場合は，本当にそうなのかを解雇する側が証明しなければならな

い。これは実際にやってみると非常に立証が難しいということが分

かり，今では雇用主は非常に注意している。立証できないと半年か

ら１年分の給与を支払わなければならないことになる。それから，

男女別の差別が賃金に現れてはいけない。今までのところ，それに

関して裁判を勝ち取った例はまだ３～４件程度しかない。ロイヤル

コペンハーゲンの陶磁器を作っているところで同じ物を作っている

のだから男女の賃金は一緒でなければならないという話があった。

大きな企業でダンスクというのがあるが，同等の仕事なので同一の

賃金を支払わなければならないというのがあった。だが，このよう

なケースは非常に勝ちにくい。どこかで同じ仕事をしているとは言

い切れないというところが出てくる。  
弁護士として，解雇が何かの差別に当たるのではないかと思われ

たときに使える道具はかなりある。雇用証明書や労使の協約，ＥＵ

指令でできた法律上の義務もある。不法な方法で差別待遇がなされ

たということが証明できれば賠償につながる。ただ，再雇用という

方法は私たちは使っていない。  
私が考えていたのはこの程度だが，ほかにもたくさん質問はおあ

りかと思う。  
６ 質疑応答  
（デンマークの司法制度と労働事件の管轄に関して）  
Ｑ ケース１で，地方裁判所が一審の裁判所のとおりと言ったとい

うことだが，一審の裁判所はどういう組織になっているのか。  
Ａ 一審は町の裁判所という言い方をしている。次のところは地方

（ラント）。普通は町（ビューラー）からスタートする。二審ま
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で行けるのでランスコートに行く。そして一審のとおりであると

いう。普通はそこまでで，最高裁までもっていくのはかなり特別

なケースである。逆に最初から特別なケースと分かっているので

二審のところから始めるということはある。  
Ｑ 裁判所が 3 つあるのに国民は 2 段階から判決を受けることがで
きるというのは要は二審制なのか。  

Ａ よっぽどの理由がない限り 2 段階で進めていくということ。一
審二審とやっていって両方で負けた弁護士がいると，最高裁に上

げるために法務省に特別許可を申し込む。  
先ほどのケースの相手方の弁護士は２回負けているわけだが，

最高裁の希望を申し出ている。通るかどうかは明日分かる。許可

が下りるのは前例を作らなければならないようなものであるとき

だが，今回は全然新しいことも何もないので許可はおりないと思

っている。  
Ｑ 法務省は日本では行政機関になるが，司法制度の中で司法によ

る裁判を受ける権利を判断するのに，行政が決定権をもっている

ということか。  
Ａ そのとおり。  
Ｑ デンマークの労働に関する事件を扱う裁判所はどういう組織

になるのか。  
Ａ 簡単に言うと，ここでの制度は，非常に単純な糸１本である。

町の裁判所があって，地方，最高があってそれだけである。ただ

し，先ほどちょっとふれた，経営者連盟の方とＬＯとの間での協

約があって持ち上がったケースは，その内部で調停することがで

きている。それは１審しかない。協定があってそれをどちらかが

破ったために係争になっているのは労働調停という場所が 1ヶ所
しかない。  

Ｑ 全国で 1 ヶ所か？  
Ａ そうだ。小さい国だから。  
Ｑ 裁判所は，民事，刑事，行政を一緒に扱うのか。  
Ａ それはデンマークでもそうである。  
Ｑ 労働裁判所がデンマークにあると聞いているが，それは町の裁

判所の中にあるということになるのか，別のところか。  
Ａ 裁判所の中ではある。協約違反だけが対象である。  
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Ｑ 労働協約違反を扱うのが労働裁判所なのか。  
Ａ 協約の内容に反していることに多少でも疑いがある場合には

調停の方をまずやる。そしてその後，それから労働裁判になるが，

労働裁判を行うところは国で１カ所しかない。  
たとえばここの団体で法律家が専門に扱っている問題の典型例

で，使用者の方が年金を払うのを忘れたという場合は，はっきり

としたことなので調停でいろいろとやる必要はないから，即，労

働裁判所に行く。  
Ｑ 労働裁判所という別の管轄があるのか？  
Ａ 町，地方，国というメインとは別に一個だけある。コペンハー

ゲンの真ん中に１個ある。  
Ｑ もう一度整理する。協約に違反したということで申し立てる先

が労働裁判所なのか。そもそも労働裁判所というのがあるのかよ

く分からない。  
Ａ どちらかがこれは協約に反していると自信をもったときにそ

れが労働裁判になる。  
Ｑ 労働調停か労働裁判所に出すのかはどうやって判断するのか。 
Ａ 少しリスクを取ることになるが，協約違反ははっきりしている

と弁護士が判断してすぐに労働裁判にかけてしまったときに，裁

判官がこれは調停に掛けてからもう一度出直しなさいと押し返

されてしまうこともある。  
Ｑ 調停がまとまらなければ労働裁判所に出すこともあるのか。  
Ａ 調停で話し合いがつかなければ先へ進むが，そこまで行くケー

スの特徴というとそれが前例となりそうなものが多い。  
Ｑ 協約違反ではない解雇については，労働裁判所に行くのか一般

裁判所か。  
Ａ 大きな組合の場合と私たちとで違う場合が出てくる。例えばＬ

Ｏなどでみると 100 万人くらいのメンバーをカバーしている。そ
ういうところでは自分のところ，インハウスで調停を行っていく。 

Ｑ ケース１が町の裁判所に行ったのは協約違反を問題にしなか

ったからということでいいのか。  
Ａ そういうことだ。  
Ｑ 労働裁判所は協約違反だけを扱うのであって協約と関わりな

い個人の労働者の権利の問題は一般裁判所ということでいいの
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か。  
Ａ そのとおり。そのためにこの組合では 1000 件ほどのケースを
扱うがそれが実際に労働裁判に行くというのは 3 件とか 5 件とか
そんなものだ。  

 
（労使協約の対象範囲等に関して）  
Ｑ デンマークでは労使協約によるところが大きいということだ

が，協約の対象外の人たちの解雇規制や労働条件の法規制はどの

ような概要になっているのか。  
Ａ デンマークでは地方における協約ということがあり，それは 1
つの企業全体をカバーする。あるいは 1 つの企業の中で協約にカ
バーされているような分野の労働者は全部カバーされている。生

産している方の人だけカバーされていてそれと事務の方の人は

別だということもある。そうするとその企業の中で働いている労

働者の場合に，どこで働いていて組合がどこだろうと 1 つの会社
の中では条件は全部同じになる。その場合は自分が属している組

織の協約ではなくてもその会社の中にいる人には協約に効力を

持たせる。雇用証明書とかに書いていなくても何でもよく，企業

の中に，協約が存在する場合にはその協約はそこで働いている人

の全員をカバーする。  
Ｑ １企業１協約という原則があるのか。  
Ａ 完全にそういいきるのはちょっと無理だがあるタイプの労働

者のグループに関しては１つの協約しか存在しない。大きな会社

でいろいろな種類の人を雇っていれば協約が３つ，４つとそこに

入っているかもしれない。  
デンマークでまだ解決されていない問題があって，それは並行

した協約というものである。２つ別々の組合があり，似たような

内容だが１人の労働者をひっぱりあう。並行して出てきてしまう

ということから起こった問題は，今までの前例では言い切れない

ところがたくさんある。  
Ｑ 基本的にはＬＯとか大手の組合が締結した協約が組合員でな

い人にもかなり広く適用され，それ以外の人たちについては，事

務職員なら法律で保護すると言われるが，協約でも法でもカバー

されないような人が，例えば日本でも小さな小売店で働いている
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人やサービス業で働く人がいるが，そのように協約でも法律でも

カバーされない労働者がいるのか。  
Ａ 今のは間違いであって，公共の職場では完全に 100％カバーさ
れており問題ないが，民間であればカバー率は 65％くらいしかな
いので，そうすると常時 20 万人 30 万人は保護されていない状態
になる。  

Ｑ 協約でカバーされていない人がそれだけいるということか。  
Ａ そうすると自分のよりどころは雇用証明書に書かれているだ

けの条件に過ぎないということになる。それが事務職員であるな

らばまた別の法律のセットがあるからそれでカバーされる。  
Ｑ 事務職員でもない人がどのくらいいるのか。  
Ａ そういう人が多いので例えばこの組合のメンバーになってく

るのだ。そういう人の立場は雇用証明書に書かれているだけの権

利しかない。ただし差別待遇はしてはいけない。  
Ｑ ドイツは組合の組織率が 2 割で，協約がカバーしているのがま
あ 50％くらいである。デンマークでも組織率は 75％ということ
だが，協約のカバー率は。  

Ａ 75％の人がいたとしてもその人たちが必ずしも協約の傘の中
にあるとは限らない。たとえばフランスなどの場合にも労働者を

みていくと 13％とか 14％の組織率しかみられないが，職場でカ
バーされる人となるとデンマークよりカバー率が高い気がする。

デンマークで組合の組織率は 75％だが同時に公共の職業では協
約で 100％カバーされており，組み合わせて考えると 60％くらい
になる。  
職場における傷害，災害とかに関してのご質問があったと思う

が，このような組合の中での仕事をしていると，労災のケースは

非常に多い。それをだいたい２つの分野に分ける。公共の職場に

おけるカバー率と民間におけるのと２つに分けて考える。公共の

機関で何か起こったときにどれだけの賠償をするか決めることが

ある。事故後遅くとも 1 年以内に政府機関が賠償額を決める。そ
れに付け加えて組合内部でしなければならないのはそれを申告す

ることである。使用者側の賠償責任になっている。クルパという

ラテン語をご存じだろうか。使用者に過失があれば公共で認めら

れる賠償額のほかに使用者としての賠償責任が上乗せされる。  
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自分も前は労災の仕事をしていたが，今では 6 人弁護士がいる
ので，それぞれ自分の特殊分野を決めて仕事をしている。今では

差別待遇とか，支払不能になったときとか，そういうことを扱っ

ている。  
 
（労働市場政策に関する議論への小規模な組合や弁護士の関与につい

て）  
Ｑ デンマークでは，労働市場に関する政策を決める前に労働者側

と使用者側と行政の三者間で事前協議をすると聞いているが，そ

の政策決定のプロセスに，弁護士が労働者側とか使用者側とかい

う形で関与することもあるのか。  
Ａ 労使に意見を求めることは必ずしなければならない。ヒアリン

グの質問状が弁護士に回ってくることがあり，国会で法案として

提出される１ヶ月前までに返答を求められることがある。  
法改正などについて，もし特別強い関心がもたれるような場合

は弁護士として法案委員会に面会を求めることはできる。雇用証

明書を当人に見せなくてもよいという判決が出たときに，状況を

変えなければならないということで私も法案委員会に顔を出して

きた。  
そのようなヒアリングというのは通常は意見を求める書面が来

る。年に 20～30 件くる。  
Ｑ 労働市場政策に関する労使の協議にはＬＯのような大きな組

合の代表者は出ていると思うが，クリファの代表者も政策を作る

場に出るのか。  
Ａ 出ることもある。クリファの会長も年に２回はそういうところ

に出ている。こちらの習わしとしては最終決断がなされる前にそ

れに関わるパートナーたちには全部意見を聞くということにな

っている。  
 
（労働協約の開示について）  
Ｑ 労働協約の内容を労働者が知ることができないという話があ

ったが，なぜそんなことになるのか。協約の開示の仕組みは。  
Ａ 見せてはいけない，見てはいけないということではなく，以前

はオフィスに書類が積んであって誰でも見られるようになって
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いたが，今ではホームページに出すなどすることを必ず実行して

欲しいという意見を出している。だが，大型の組合の外側に立っ

ていると，大きいところで結んだ協約が自由に外から見られない

ことがある。でもだいたい分かって来ているが。  
Ｑ 法律上の周知義務はないのか。  
Ａ ない。まだこれからである。  
Ｑ 逆に大きい組合の組合員なら見られるのか。  
Ａ メンバーであれば要求すれば見られる。私の場合は誰かから借

りる。  
 
（クリファが結んでいる協約について）  
Ｑ キリスト教系の組合だけでＤＡなどと協約を結んだりしてい

るのか。  
Ａ 1 万人くらいの職場になるが，キリスト教協同組合というキリ
スト教の使用者団体があり，そこと協約を結ぶ。少し異例なのが，

コペンハーゲン市内にニューハウンという場所がある。そこの町

並みにあるレストランだけの組合というのがあり，そことクリフ

ァは協約を結ぶ。  
Ｑ そこはＬＯは組織していないのか。  
Ａ していない。あちこちから声がかかっていたから，クリファが

ニューハウンのところと協約を結ぼうとしたときに，やはり揉め

事は起こった。外部に立っているからうちの方が安いですよとか，

うちの方がユーザーが来るなどと言って声を掛けていたが，大型

のところからかなりの反発を受けた。  
Ｑ ＤＡ加盟企業との間でのクリファの協約を結んでいる先はな

いのか。先ほどキリスト 教系の使用者団体という話があったが。 
Ａ 今お話しした２件については使用者団体の方とこちらとが協

約を結んだが，その他には個々の企業とやっている例がいくつか

ある。  
Ｑ ＬＯの結んでいる協約と，こちらの協約と，例えば最低賃金の

額を比べたらどちらかといえばどちらが高いというのはあるの

か。  
Ａ 特にその問題でかなりの法律上のケースになった。ＬＯの協約

のほうがずっといいということが証明できればＬＯにとっては
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とてもいい特典になると思うが。１件だけ，見習いの実習生の年

金ということでケースがあり，多少こちらの方が額が少なかった

ということでこちらが負けたことがある。あとは仕方ないので調

整した。  
労働契約は非常に複雑でいろいろな項目があるので，こっちが

よければ次の項目ではこっちがよくてということがあるので，総

合してどちらがいいかはなかなか難しい。  
デンマークは最低賃金に関する法律はなく，理屈の上では１時

間 10Kr でもよいが，そうすると一般的な理不尽なものという理
由でダメだとされるであろう。実際に最低賃金を探そうとすると

あちこちの協約から引っ張り出さなければならない。その額はだ

いぶ前から 100Kr を超えている。  
 
（協約の対象外の人の救済について）  
Ｑ 一労働者で組合にも入っておらず企業も組織されていないと

ころで働いている人は 10Kr しか払われなかった場合どうやって
救済されるのか，それとも救済されないのか。  

Ａ 複雑な問題である。原則的には法律で決められたことが守られ

ているかどうかは警察の問題だ。ポーランド人の職人がずいぶん

長い間デンマークで働いていた。ポーランドでの組織のメンバー

であって初めて，デンマークの企業に雇用されて就業ができる。

一連のケースがあり，ＬＯなどが，雇用されていない状態で来て

いるじゃないかということもあった。今まで７年間ほど，東欧の

国から来る労働力という問題を抱えてきた。しかしそこにはっき

り線が引かれたのは去年になって初めてのことだった。そこでは

母国で属している何らかの組織において認められている条件で

こちらで仕事ができるようになった。ポーランドでの雇用主がは

っきりしていることが証明されれば，そこで 50Kr しかもらって
いなくても継続してこちらでも 50Kr で仕事をすることができる。
政治的にかなり大きな問題になっていた。  

Ｑ 現実には母国で雇われていない人たちがデンマーク国内で働

いていると思うが，その人たちはどういう扱いなのか。  
Ａ かなり問題になったケースがたくさんある。実際，デンマーク

の企業が何年間か遡って不足分を支払わなければならなくなり，
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大きなお金の袋を担いで帰ったというような例があった。原点と

してはＥＵの市民であればＥＵ諸国の中のどこででも働くこと

ができる。  
Ｑ 最低賃金の法律を作ろうという話はないか。  
Ａ そういう力はかなりあるし，クリファの中でも賃金労働者に関

する法律のようなもの作り，大まかなものは全部そこで押さえて

しまおうという声はある。そうすれば協約の交渉のときにあまり

細かいことをたくさん云々しなくてすむ。しかしそれを始めると，

協約をどう調整するかという話になるので，政治の舞台での喧嘩

になる。  
Ｑ たとえば，ＬＯは最賃の法律を作ることには反対なのか。  
Ａ 反対している。  
Ｑ 解雇などはＬＯの適応対象の人はＬＯの協約の中の解雇審判

所でけりをつけるということだが，逆に適用されない 30何％は，
個別に一般の裁判所に行くしか救いようがなく，権利を守る機関

がないという感じだが。  
Ａ 調停をするときにはそこで審議してくれる方の費用はこちら

が払わないといけないが普通の法廷に持って行った方が安くす

む。第１審は裁判官の手当は税金で払われるから。  
Ｑ 弁護士の活躍する場面は，非組織の組合に入っていない人たち

の個別の権利を守るということで役割がかなり大きいと思う。ク

リファの弁護士は組合の支援を受けながら権利擁護の活動をし

ておられるが，こういうところ以外のところで個別に相談にのっ

て労働者の権利を守ろうという弁護士の活動はかなりあるのか。 
Ａ 一般の方でのいろいろな活動があるし，メンバーでない方で問

題解決を求める方の場合には妥当な内容のものであればそれを

無料で裁判してもらうというのがある。  
Ｑ 無料というのは？  
Ａ 通常の弁護士事務所にそういう問題をもってこられても，だい

たいは，自分のところでは内部の事情が分からないとか経験がな

いとかということで組合の中の弁護士の方にそれをまわしてく

る。  
 
（労働組合と弁護士の一般的な関わりについて）  
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Ｑ ＬＯの中にも労働事件を扱う顧問弁護士たちはいるのか。  
Ａ ＬＯは内部に雇用するということはしていない。内部で雇用し

たのはクリファが初めてだった。それが２００３年だった。だが，

内部に自分の弁護士を置こうという傾向はだんだん強まってい

るので，ＬＯのメンバーになっている組合の中で，かなりの数の

弁護士を雇用しようと考えているという話は聞く。  
Ｑ ＬＯとＤＡの解雇審判所には弁護士は関わるのか。  
Ａ 行ったことがないのでちょっとはっきり分からないが，弁護士

である必要はない。  
Ｑ 解雇のとき違法だとしても再雇用ではなく金銭支払いで解決

しているということだが，訴訟では金銭支払いを求めるためにど

のような主張をするのか。ひどい解雇だと高くなるといっていた

が，金額はどのようにして決まるのか。  
Ａ デンマークでは解雇は比較的安くつくことであって，あまりそ

れが焦点になってこない。前例を見ても，妊娠している人を不合

理に解雇したときにそこで認められた賠償額が最高１年分の給

与になっている。賠償額というのは法律の指針に従って決められ

るが，通常は半年分の給与だ。また特別の事情がない限り，１０

年間の雇用が背後になければ，賠償はされてもそれが３ヶ月以上

のものになることは稀である。このようなことのためにデンマー

クでは解雇が簡単だということになってくるわけだ。今回も金融

危機が起こってからわりに早く正常な形に戻すことができてそ

のため企業閉鎖を免れているという例がかなりある。  
 
（その他）  
Ｑ 会社の経営が全然悪くなくて，むしろたくさん儲けているのに，

例えば 10 人解雇するという場合でも合理的な理由があるという
判断は出るのか。  

Ａ 弁護士としてはなぜそれが理不尽かの理由を探さなければな

らないが，当人の態度が悪いなどという本人についての理由で解

雇されたとするとそれが一番勝ちやすい。そうではなく企業側の

都合で解雇したといわれるとそれは非常に勝ちにくい。  
Ｑ 日本だと非正規労働者が正規労働者と同じ内容の仕事をして

いても賃金が低かったりボーナスや退職金の面で格差があった
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りするが，デンマークでは雇用形態による仕事の内容が同じでも

格差が許容されるということはあるのか。  
Ａ 格差が存在することはあるが，パートタイムに関するＥＵ指令

が出ている。これは比較的新しいものなので前例としてそれほど

出ていないが，デンマークの中でも臨時雇いの場合は正規で雇わ

れた人に比べると条件がよくなかった。それがこのＥＵ指令に従

って改善されていくと思うので，おそらく将来はその関係のケー

スが入ってくるのではと思う。  
Ｑ 失業手当の期間短縮は法律で強行されたそうだが，組合として

何か意見を求められたことはあったのか。  
Ａ 今の与党は連立なので，本当なら聞くべきところを適当に飛び

越してという例がたまにみられており，今回もその一つだった。

だから，こちらは聞かれていない。  
Ｑ ＥＵ指令から出てきたデンマークの法制で，均等待遇の問題の

点だが，全く同じ仕事をしていれば均等待遇を言いやすいが，非

正規雇用の場合，全く同じ仕事をしている人がなかなか見つけに

くい場合があるので，もっとも近い職種の協約を探して均等待遇

をはかるというのがあったように事前に読んだが，そのような理

解で正しいか。  
Ａ その指令に関するケースはまだ扱った経験がない。非正規雇用

で同じ仕事をしている人は見つけにくいが男女間の不平等を見

つけることに比べれば難しくない。  
Ｑ 全く同じ仕事の人がみつからない場合近い職種の協約を探し

て適用するという規定はあるのか。  
Ａ 今回の指令に従ってできた法律はまだ前例がなくどうと言え

ないが，男女間の差別を比べるときは似たような，近接するとい

う言い方は絶対させない。完全に同じものだから同じという言い

方をする。  
Ｑ 他のヨーロッパの国にドイツにもキリスト教系の労働組合は

あるが，連携をしているのか。  
Ａ ドイツとオランダとその他の国々で姉妹団体みたいなものが

かなりある。  
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訪問録６ エンジニア失業保険基金 ＩＡＫ 

 

【訪問日時】 ２０１０年９月１日（水）午前９時３０分～午後１２時

００分 

【場  所】 ＩＡＫの事務所（Kalvebod Brygge 31-33） 

【対  応  者】 Per Hansen（ペア・ハンセン）氏（ＩＡＫの最高経営責
任者） 

       Lone Mandix（ローネ・マンディックス）氏（ＩＡＫの
事務部門の責任者） 

Michel Klos（ミケル・クロス）氏（元ＩＡＫ職員，現
在は失業保険基金連合会の職員） 

【概  要】  ＩＡＫは，デンマーク国内に２７ある失業保険基金の

１つであり，主として高等教育を受けた専門技術職（エ

ンジニア）を対象としている。加入者は７万２０００人。

国内４か所の主要都市に事務所を置いている。 

加入者が負担する保険料（掛金）は年額８９４０ｋｒ。

なお，使用者は保険料を負担しない。掛金額と給付額と

の差額は国庫から補填される。 

失業手当の受給要件は，①失業保険基金に１年以上加

入していること，②離職前３年間に１９２４時間以上就

労していたことである。 

給付額は，上限月額１万６２９０ｋｒ，年額１９万５

５００ｋｒ。これはエンジニアの平均賃金からみれば４

５％程度の給付水準になる。 

受給期間は２年間（従前は４年間であったが，２０１

０年７月から２年間に短縮された）。 

受給のための手続としては，①離職後に最寄りのジョ

ブセンターに届出，②３週間後に失業保険基金から呼出

があり，求職登録と求職のためのカウンセリングを受け

る，③その後も３ヶ月毎に失業保険基金での面接（カウ

ンセリング）を受ける，④離職後６ヶ月経過後も再就職

が決まらない場合には個人別の就職計画を策定，⑤離職

後９ヶ月経過後はアクティべーション・プログラムへの

参加が義務づけられる。 
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アクティべーション・プログラムの内容に関しては，

就労に必ずしも直結しないような無意味なものもあって

問題になっている。 

 

（ＩＡＫのＣＥＯである Per Hansen 氏より） 

１ はじめに 

   エンジニア失業保険基金，略してＩＡＫと呼んでいる。 

 高等教育を受けた専門技術職（エンジニア），及び，その他の高等

教育（技術部門，自然科学部門）を受けた者を対象としている失業

保険基金である。現在，加入者は７万２０００人で，全国４か所の

大都市に事務所を置いている。 

ＩＡＫは，１９７３年に認知されて公的支援を受けるようになっ

た基金で，比較的新しい組織である。それまでは完全に民間組織で

公的支援はなかった。公的に認められるということは，支給する失

業手当に政府が補助を出してくれるという意味がある。 

デンマークにおける失業者支援は，古くは封建社会のころ，ギル

ドにおける労働者の相互扶助にさかのぼるが，現在のような失業保

険基金制度が確立したのは１９０７年である。 

２０世紀初頭からデンマークは福祉国家の体制を整えてきたが，

それだけ長い歴史が背景にあって今日に至っているということを

念頭において話を聞いて欲しい。「フレキシキュリティ」もそのよ

うな伝統とつながっている。「フレキシキュリティ」は労使相互の

信頼感が基礎になっている。同じヨーロッパでも南の方では，労働

者は使用者に対する不信感がありありと見えるが，デンマークだけ

でなく，スウェーデン，ノルウェー，フィンランドなどの北欧諸国

では同じように労使相互間に信頼関係がある。 

２ ＩＡＫの組織 

組織の構成については，一番上は雇用省。そのトップが雇用大臣。

その下に雇用審議会（ＢＥＲ）という政労使が均等に参加する共同

組織があるが，今日ではこの機関の影響力はあまり大きくなくなっ

ている。雇用大臣の方にだんだんと権力が移行している。失業者に

対する失業給付は失業保険基金から支払われるが，そこには税金が

含まれていることから，雇用省の管理下にある。 

ＩＡＫの組織については，７万２０００名の加入者の中から選任
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された４６名の代表者会議が運営の責任主体である。そこで理事や

役員会が選出され，ＣＥＯもそこで選任される。ＣＥＯが事務局ス

タッフを雇用しており，現在９５名のスタッフが働いている。 

ＩＡＫには４つの部門がある。経済部門，コミュニケーションと

テクノロジー部門，失業保険部門，営業部門である。コミュニケー

ションとテクノロジーを併せた部門を持っているのは特徴的であ

る。ＩＴを積極的に導入していることやメディアを活用しているこ

とがＩＡＫの特徴である。 

失業保険部門は，指導・説明部門と実施部門に分かれている。指

導・説明部門には，外部のコンサルタントを導入している。他の失

業保険基金で外部コンサルタントを導入しているところはない。 

営業部門では，デンマーク国内の大企業にコンタクトを持ってい

る。加入者はどのような企業でどのような求人があるのかを知りた

いと思っている。だから大企業と密な関係を持つようにしている。

加入者が失業しても次の仕事を早く見つけることが私たちの課題

である。 

ＩＡＫのロゴマークの下の書かれている文字（genvejen til det 
rigtige job）は，「一番適切な仕事を見つけるための近道」という意
味である。 

３ 課題 

(1) 失業 
ＩＡＫの課題は，常にある失業である。デンマークの労働市場

はフレキシブルであり，日々，解雇される人がいて，雇用される

人がいる。失業率も上がったり下がったりする。失業率が変動し

つづけるため，ＩＡＫでの事務はＩＴを活用して自動化を図って

いる。同時に，加入者とのコミュニケーションにも力を入れてい

る。加入者自身に自分の状況がどうなっているのかが分かるよう

に説明する必要がある。 

なお，ＩＡＫの加入者の多くは，６ヶ月の解雇予告期間を持っ

ている（※解雇予告期間は労働協約で決定されているため加入し

ている労働組合によって異なる）。 

(2) 加入者職種の自由化 
デンマークにおける失業保険基金は，かつては１００くらいあ

ったが，労働市場の発展にともないそれが統合されて現在は２７
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である。かつては，葉巻を巻く人たちのための失業保険基金とい

うものもあった。キューバではまだあるのかもしれないが，デン

マークではそのような仕事はなくなったため，彼らのための失業

保険基金もなくなった。 

今から約１０年前に制度改革があった。それ以前は，失業保険

基金は，職種別であり，例えばＩＡＫならばエンジニアのための

失業保険基金であり，それ以外の職種は加入することができなか

った。今でも，例えばデンマークで一番掛金が安いのは看護師の

失業保険基金であるが，そこにはエンジニアは加入することはで

きない。それが約１０年前に，どんな職種でも加入できるという

失業保険基金が作られた。現在では全国２７の失業保険基金のう

ち１２が誰でも加入できる失業保険基金である。職種を限定しな

い失業保険基金ができたことは，フレキシキュリティ・モデルと

無関係ではない。フレキシキュリティが成立する為の条件として，

失業してもすぐに次の仕事を見つけるために支援が受けられる

という制度が必要となる。 

しかし，エンジニアの労働市場を把握するだけでも大変な仕事

なのに，いろんな職種が失業保険基金に加入してくると，運営は

より大変になる。なお，ジョブセンターの機能が自治体に移管さ

れたが，特定の職種の労働市場に精通しているわけではないので，

十分に就労支援をすることはできていないのではないか。 

デンマークには３つのナショナルセンターがある。ブルーカラ

ー労働者を組織しているＬＯ，アカデミックな高等教育を受けた

労働者を組織するＡＣ（エンジニアはここに含まれる），中庸の

長さの教育を受けた労働者を組織するＦＴＦ。 

デンマーク全国での失業保険基金の加入率は７２％であるが，

最近では減少傾向にある。エンジニアの場合は９０％がＩＡＫに

加入している。 

(3) 加入者の減少 
リーマン・ショックによって，失業保険基金への加入者は増加

している。２００９年前半に新たに９００名が加入した。これは，

以前は自分が失業するとは思いもしなかった人たちが，リーマ

ン・ショックによって自分も失業するかも知れないと思うように

なったからである。 
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ＬＯに組織されている若い労働者層があまり失業保険基金に

加入したがらない傾向にある。これはフレキシキュリティ・モデ

ルに対する危険信号の１つである。 

デンマークにおいては，早期退職年金制度がある。日本と同様，

デンマークにおいても高齢化が社会の大きな問題である。そのた

め，できるだけ長く労働市場にとどまってもらう努力をしている。

早期退職年金制度は失業保険基金の加入者でなければ受給でき

ないが，財政面から今後はこの制度も縮小していくと思われる。

早期退職年金制度が機能しなくなるだろうと考えて失業保険基

金を脱退する人もいる。 

４ 財政 

加入者はＩＡＫに対して年額８７６ｋｒの掛金を支払うことに

なる。これは全国２７の失業保険基金のなかでも安い額である。こ

れに加えて，国に対して年額３６７２ｋｒの掛金を支払うことにな

る。この金額はどの失業保険基金でも同額であり，算出方法は生活

扶助日額の４．８倍である。また，これ以外に早期退職年金のため

の積立金があり，それらを併せると年額８９４０ｋｒとなる。掛金

の金額は失業リスクとは関連せず，加入者は全員が同じ金額である。 

加入者が国に対して支払う掛金の総額は２億２０００万ｋｒで

ある。他方，失業保険基金が加入者に支払っている失業手当の総額

が４億ｋｒであったとすれば，その差額は国庫から補填される。 

掛金と国庫からの補填金の割合は変動する。２００８年は失業率

が非常に低かったため，ＩＡＫが支払った失業手当の総額が加入者

より徴収する掛金の総額を下回るという歴史的な年だった。労働市

場全体では，掛金総額が支払われた生活扶助総額を超えたことはな

い。 

 

（ここから Lone Mandix 氏） 

５ 基本的な仕組み 

(1) ＩＡＫの加入資格 
エンジニア失業保険基金（ＩＡＫ）に加入資格がある人は次の

とおりである。 

エンジニアの労働組合（ＩＤＡ）に加入できる人，機械工の労

働組合（ＭＦ）に加入できる人，指導者の労働組合（ＤＦＦ）に
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加入できる人。なお，一度，加入資格が認められて加入すれば，

その後，職種が変わってもずっと加入し続けることが可能である。

例えば，エンジニアが失業してタクシー運転手になってもＩＡＫ

には加入し続けることが可能である。 

(2) 失業手当の受給要件 
   ・失業保険基金に１年以上していること 

   ・離職前３年間に１９２４時間の就労をしていること 

(3) 給付額 
    月額１万６２９０ｋｒ，年額１９万５５００ｋｒ。 

    平均賃金の４５％程度。 

(4) 受給までの手続 
    失業するとまず最寄りのジョブセンターに届ける。 

３週間後に失業保険基金から呼出があり，カウンセラーと面談

する。 

面談でチェックされる点が２つある。１つは全国共通のシステ

ムに求職登録（履歴書を登録）をしたかどうか，もう１つは，あ

なたの場合どんな仕事が向いているかアドバイスを受けること。

この手続は法律で決められている。つまり，失業手当を受給する

為には職に就く用意がなければならないということであり，自分

で積極的に求職活動をしていることが要求される。 

その後も３ヶ月毎に面談があり，労働市場で自分の能力を提供

しているのかどうかをチェックすることになる。それが証明でき

なければ失業手当の支給は停止される。 

ＩＡＫとしては，メンバーの離職者が求職活動をせずに従前賃

金の４５％の失業手当に甘んじているなんて思えないが，法律で

定められた手続なので，面談をしてチェックせざるを得ない。 

(5) アクティべーション・プログラム 
ＩＡＫでは，職探しのためのワークショップを開催しており，

参加したい人が自由に参加できる。例えば，面接技法とか，ネッ

トワークの利用の仕方とか，企業の採用担当者が来て自分の会社

ではどうやって採用しているかをレクチャーしたり，自分の履歴

書や申込の文章が効果的なものかどうかを見てもらうなどの様々

なワークショップが開催されている。 

このようなワークショップの提供は，本来なら自治体の仕事だ
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けど，それを失業保険基金に下請させている。ＩＡＫも下請先の

１つとして認められてワークショップを提供している。ＩＡＫの

メンバーでなくてもワークショップは利用できる。 

（Per Hansen 氏） 

アクティべーションで何をさせられるのかが問題である。十分な教

育を受けている人に対してもアクティべーションで意味のないことを

させられることが危惧される。アクティべーションに時間を取られて

就職活動ができないこともある。十分な教育を受けている人は自分で

仕事を見つけることができるはず。 

 

６ 失業者に対する就労支援 

失業者に対するエンパワメント，すなわち，失業者に就職へ向け

てのモチベーションを維持させるための取り組みは何か，という質

問があった 

パワーポイントの図の左側は事態を明確にして自覚させるための

もの。求職者自身にどのような能力があって，どのような仕事が可

能かを明らかにする。図の右側はその能力を活用して仕事を獲得す

るための支援。 

つまり，人格，能力を把握し，自覚することがモチベーションに

つながる。そのため，面談の中でいろいろな質問をしていくなかで，

各人の能力を自覚してもらう。次に，その能力をどういった職場で

活用したいのかを話し合う。能力を活かせる職場とはどんなものが

あるのか。自分の能力のどこを伸ばしたいのか。あるいは，個人的

な事情（子どもの幼稚園とか）との兼ね合いも話し合う。 

そのうえで，その人に合う事をデータベースで探す。それがエン

パワメントである。 

具体例を１つあげる。エンジニアから高等学校の先生に転職した

ケース。 

労働市場において数学の先生が不足しているという状況があった。

そこで，エンジニアに教育指導を行って，高等学校の先生になれる

ようにするように支援した。その結果，プログラムを受けた２５名

のエンジニアのうち２２名が高等学校の先生になった。 

ＩＡＫでは，加入者なら誰でもが閲覧したり書き込みができるブ

ログを開設している。失業者が自分と同じ境遇にある者らとブログ
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でコミュニケーションができる。 

  http://www.get2buisiness.dk 
（ここから Michel Klos 氏） 

７ デンマークの労働市場の特徴 

   私は，aksamvirke という失業保険基金の連合に勤務している。 
   ２７の失業保険基金のうち連合に加入していないのは１つだけ。 

私からは，デンマークの労働市場の特徴について，①長期失業，

②積極的労働市場政策，③労働市場改革，④フレキシキュリティの

４点お話しする。 

(1) 長期失業 
ヨーロッパ諸国との比較でデンマークはもっとも長期失業が少

ない国の１つである。失業者の約１０％が１年以上の長期失業で

ある。デンマークにおいて長期失業が少ない理由としては，他の

国では長期失業になってしまうような人たちに対する援助制度

があるから。長期失業になってしまうのは，教育的バックグラウ

ンドが乏しい人や，失業保険基金に参加していない人たちに多い。 
政府は新しいプランを打ち出して，教育に力を入れている。デ

ンマークはかなり教育が発達している国ではあるが，それでも読

み書きも十分にできない人が存在することが判明した。そのため

様々な講習会を実施している。企業に対しても自治体からからコ

ンサルタントを派遣することも行っている。また，職についてメ

ンターから指導してもらう制度もある。  
１８～６５歳の人口は２８０万人で，そのうち８０％が何らか

の支援を受けている。病気や障害のために年金を受けている人が

２００９年で２６万人ほどいた。同時期に生活扶助を受給してい

る人は１０万人しかいない。生活扶助を受給するには，健康で稼

働能力があるが，失業保険基金に加入しておらず失業手当が受け

られないことが要件になる。また，資産要件や世帯収入要件もあ

る（配偶者が働いていたら受給できない）。家がある，配偶者が

あるということで生活扶助を受けられない人が３７万人いる。ど

のような支援も受けていない人が５万人ほどいる。 

(2) 積極的労働市場政策 
    積極的労働市場政策は，１９９０年代から始まった。  

失業手当を受けるためにはなんらかの活動をしなければならな
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い。ウェルフェアからワークフェアへ移行するということである。 
具体的には離職後９ヶ月以内になんらかのアクティべーション

に参加することが必要とされる。例外があってそれより前にスタ

ートしなければならない人もいる。  
では，本当にそれが機能しているのか？  
離職してから日数が経過すればするほど再就職は困難になる。

離職から３ヶ月経過で再就職率は５０％以下になる。ところが，

アクティべーションに参加させられるということになれば，３ヶ

月以内に７５％が自ら再就職している。これがモチベーション効

果と呼ばれる効果である。次に，アクティべーションを受けてい

る期間中には再就職できる可能性は下がる。これは固定効果と呼

ばれている。しかし，アクティべーション・プログラムが終了し

た後には訓練の効果によって再就職が容易になる。そのとおりに

はいかないという研究もあるが。  
アクティべーション・プログラムには，民間企業に入って実際

に仕事をするもの（ＯＪＴ）や，公共の職場で訓練を行うもの，

職業教育を受けるものなどがある。  
アクティべーションをおこなう意味があるのかという疑問もあ

る。  
いろんな改革があった。自治体はアクティべーションさせるこ

とについてお金をもらう。反対に，アクティべーションに参加さ

せないと自治体には罰金が課せられる。  
いろんなアクティべーション・プログラムの種類があり，良い

ものもたくさんがあるが，ろくでもないものもある。１か月前に

メディアで騒がれた例をあげる。アクティべーション・プログラ

ムの内容がマシュマロとスパゲッティを用いて何かの形を作れと

いうプログラムだった。鳥のまねをするプログラムというのもあ

った。 

(3) 労働市場政策の改革 
以前は失業者に対する責任は国が負っていた。それが２００９

年から自治体に移行するという地方分権改革が行われた。しかし，

その結果として，おかしなアクティべーション・プログラムが増

加しているのではないかと危惧している。自治体としてはどのよ

うなアクティべーションの内容かに関わらず，ともかくプログラ
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ムを実行してお金をもらおうとする。９８の自治体が９８種類の

政策を持っているのが現状である。この改革には，労使の参加が

なかった。  
もう一つ，労使の参加がなかった改革が，失業保険の受給期間

を４年から２年に短縮したこと。また，再受給の条件も９６２時

間が１９４２時間に増加された。 

(4) フレキシキュリティの動揺 
最近の改革で危惧しているのは，生活扶助を受けることが困難

になったこと。  
フレキシキュリティ・モデルの特徴の一つとして解雇が非常に

自由にできるということが指摘されているが，最近はここに圧力

がかかってきている。２０１０年の労使協約の改訂においては，

解雇規制を強化する方向（解雇することは高価なことだ）になる

という情報が入って来つつある。 

さらには，失業保険に関しても，今までは非常に寛容であった

が，離職前賃金に対する給付額の比率がどんどん減少してきてい

る。  
解雇が容易で雇用がフレキシブルだという点に関して，ＯＥＣ

Ｄがまとめたグラフでは，デンマークは解雇が自由でないグルー

プに入ってきている。デンマークはむしろ日本よりも解雇が不自

由である。フランスも解雇が非常に難しい。このように解雇規制

が強い国では失業率が高い傾向にある。 

８ 質疑応答 

Ｑ 財源について。使用者側からの拠出金はないのか？ 

Ａ ない。管理・運営の財源は加入者からの掛金でまかなっている。 

加入者からの掛金以外の収入源が２つある。１つは自治体から

の就労支援策の下請をすることによる収入で年額７００万ｋｒく

らい。もう１つは企業にアドバイザーを派遣することによる収入。

企業が従業員を解雇したときに，再雇用されるように，職を探せ

るように助けてくれないかということを依頼してくる。この収入

が年額２００万ｋｒほどある。そのほか利息収入が３５０万ｋｒ

くらい。 

Ｑ 労使がそれぞれ一定の割合で負担するという制度ではないの

か？ 
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Ａ そうだ。労働者負担だけだ。 

Ｑ 運営について。労働組合の代表者が運営しているというわけで

はないのか？ 

Ａ ちがう。失業保険基金の加入者が運営主体である。 

もちろん，労働組合と密接な関係を持っているが，運営は別個

である。労働組合と共同のプロジェクトを持り，お互いのメンバ

ーができるだけ再就職できるように協力している。１９０７年か

ら，労働組合と失業保険基金の関係は区別されている。国が失業

保険基金にお金を拠出しているが，そのお金が労働組合に流れて

はいけないというルールが確立している。 

Ｑ 加入資格。エンジニアの労働組合に加入していなければならな

いということではないのか？ 

Ａ 加入者（２万２０００人）のうち，１万７０００～１万８００

０名はエンジニア労働組合の組合員であるが，それ以外はエンジ

ニア労働組合の組合員ではない。 

以前は労働組合員でない者は基金に加入できないというルール

だったが，現在はそうではない。 

Ｑ 失業手当の給付はどこで行うのか？ 

Ａ デンマーク市民は必ず銀行に預金口座を持つことになってお

り，その預金口座の情報が失業保険基金に公開されている。また，

デンマーク市民は個人番号を持っており，個人番号と預金口座番

号で給付している。給付事務はここで行っている。 

Ｑ 給付水準は従前賃金の４５％とのことだが，文献では平均８

０％とあった。下がったのか？ 

Ａ 従前賃金の９０％が上限額とされているほか，日額にも上限が

設定されている（７５２ｋｒ）。ＩＡＫの加入者については従前

の賃金が比較的高いため，日額上限であっても４５％程度にしか

ならない。賃金が低い職種の場合だと，日額上限であっても８

０％程度になる。この上限額は政府が設定しており，それは公平

の理念からきている。 

Ｑ 自治体から委託を受けているというのは，ジョブセンターから

の依頼か？ 

Ａ そうだ。 

Ｑ プログラム参加が悪いと給付を打ち切るとのことだが，誰が判
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断するのか？ 

Ａ 絶対に来なければならないミーティング（３ヶ月ごと）に来な

い場合，委託している機関から参加率の連絡がある。それで判断

する。 

ジョブセンターに報告はするが，判断は基金がする。 

Ｑ ジョブセンターがここに委託している内容は？ 

Ａ 積極的に自分が職に戻ろうとしているかどうかをチェックす

ることは委託を受けている。ＡＤ（Arbejdsdirektoratet）が代行
していて，この仕事にいってみよう，見習いにいってみようとい

うことが出てきて，それはジョブセンターに報告される。 

Ｑ アクティベーションはどこが行っているのか。 

Ａ 企業に対してアクティベーションのために３ヶ月いさせてく

ださいなどと頼み込んでいく，それは外部委託先がケースワーカ

ーと一緒に頼む。失業者本人との話し合いがなされるので，そこ

で，自分で何日までに５０社に電話しなさいとかいわれる。 

  ＩＡＫとしては役割を果たすために１２名のコンサルタント

をおいているがそこから８００ほどの雇用先が出てくる。３ヶ月

ごとにミーティングをしなければならないという決まりがある

ので与えられたアクティベーションをしていく。 

Ｑ マシュマロパスタは誰が言ったのか？ 

Ａ 外部委託先が言った。 

Ｑ ２００９年の改正で自治体が権限をもつようになったという

説明をされたが。 

Ａ ジョブセンターが外部委託先に委託する。外部委託先にも質が

バラバラである。委託先の条件としては個人ではいけない。かな

りの量の失業者にアクティベーションをさせる機能をもってい

るところでなければならない。 

Ｑ ２００９年より前はアクティベーションは行われていなかっ

たのか。 

Ａ そのときにはジョブセンターだった。委託するということも行

われていた。２００９年より前は，国と自治体が分担していたが

それが自治体だけになった。 
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訪問録７ 労働組合 ３Ｆ（Fagligt Fælles Forbund）  
 
【訪問日時】 ２０１０年９月１日（水）午後１時３０分～午後４時３

０分  
【場  所】 ３F 労働組合事務所  
【対  応  者】 Poul Hansen（ポール・ハンセン）氏  
              Poul Christensen（ポール・クリステンセン）氏  
【概  要】  

３F は，LO の傘下組織 18 のひとつ。 組合員数は約  38 万人。 デ
ンマークの全労働人口の約  17%を組織している。３F 傘下には 6 の組
織体があり，地方支部は７２箇所ある。  
組織対象の産業は，工業，運輸，ロジスティック，海運，漁業， 国・

広域地方・自治体労労働者，建設，設備，園芸，農業，林業，  民間
サービス業，ホテル，レストラン。  

LO が締結する全国協約の下で，３F が締結している労働協約は， 全
国規模のものが約 160，地方別協約が約 1 万。協約改定は通常 3 年ご
とになされるが，2010-2012 年については 2 年協約となっている。  
協約内容には主に２つのタイプがある。１つは，「最低賃金に関す

る協約」で，全国共通の枠を定めたうえで，各現場で上乗せ賃金の交

渉をする。もう１つが，「普通賃金に関する協約」である。これらは，

3F の組合員でない従業員を含め，使用者団体のメンバーであるすべて
の企業のすべての従業員に適用される。  
デンマークでは ”closed shop”は許されない。ある企業が集団協約に

加盟している使用者団体のメンバーでない場合には，自由に賃金，労

働条件などを定めることができることになっている。賃金，労働条件

などに関して，デンマークには最低標準に関する法律は存在しない。

しかし，そのような企業の多くは，ローカルな協約に参加していて，

その内容は，全国規模の協約を真似る，あるいは別途ローカルの協約

を作成している。  
協約締結については，まず企業において，従業員代表と交渉する。

ついでその地の 3F 支部と交渉，ついで  3F の中央機関が該当企業の
使用者団体と交渉する。最後に仲裁，あるいは労働裁判での調整とな

る。  
労働協約が存在する場合，ストは許されない。労働調停あるいは労
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働裁判の結果は尊重されなければならない。ストライキを行った場合

は高額の罰金が課させられる。  
”黄色い労働組合 ” は協約のパートナーでないので，労働法に関する

ケースを扱うことができない。  それにもかかわらず  ”黄色い労働組
合 ” はサービスの安売りを宣伝する  
解雇規制については，労働協約上に，解雇には「合理的な理由が必

要」と定めている。整理解雇の場合に「合理的理由」は認められやす

いが，解雇対象を女性に限定する，というような差別的取り扱いがな

されているような場合には，協約上の解雇審判所に持ちこんで争うこ

とになる。個別の解雇の場合に，狙い撃ち解雇のような場合には，協

約の規定に反した解雇として解雇審判所に持ち込んで争うことにな

る。解雇審判所に持ち込むことができるのは労働組合だけである。自

らに対する解雇に納得のいかない労働者は，通常の裁判所で争うこと

になる。  
 
１ 労働組合３F の歴史と概要―この間の労働組合統合 

３Ｆは古い組合で，１８９７年に発足した。ＬＯの構成員である

１８の職能組合の１つである。現在の組合員数は３８万人である。

デンマークの労働人口の１７％にあたる。この２０～３０年に組合

の合併が進められ，３Ｆもその１つである。産業分野としては，工

業，運輸，ロジスティック，海運，漁業，  国・広域地方・自治体
労労働者，建設，設備，園芸，農業，林業，  民間サービス業，ホ
テル，レストランなど，いろんな分野をカバーしている。組合員の

１１％がデンマーク人ではなく，他国から来ている。デンマークの

人口では７％が外国人であることを考えると，労働組合内の外国人

の比率が高くなっている。外国人労働者の問題はかなり大きな課題

である。ふつうのデンマーク人よりも多くの支援を要する。現在メ

ンバーの８％が失業中で支出がかさんできている。全国７２箇所に

支部を持つ。支部といっているが，独立した役員会をもっている。

必ずしも，本部の言うことを聞く必要はない，という態度をとって

いる。これだけの人数を抱え，対象が広いので，協約も数が多い。

全国規模で考えると，協約締結数は１６０件。そのとき協約する相

手は使用者団体（DA）に属していることが多い。ただ，DA に属し
ていない企業も多い。その人たちのために，地方別の協約も１万件
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ほどある。賃金や労働条件を獲得していく。会員のうち６０００人

が職場代表で，８０００人は労働環境を扱う人の代表である。その

他の職場の代表が２５００人ほどいる。職場代表は解雇されない。

職場の代表者が声を代弁して解雇されないようにしている。  
２ 労働協約制度について 

(1) 協約の概要 
組合，協会なのでメンバーによって形作られる。３Ｆの使命と

しては会員に対して，  それなりの労働環境を保障していくこと
である。そのために３つの性格を持っている。会員全員の賃金と

労働環境については協約によってカバーされる。デンマークとい

う国は，労働者の条件を規制する法律がない。いろんな協約が存

在することに重要な意味がある。  
協約は努力の必要な仕事。通常３年ごとに協約を結ぶが，現在

は２年協約になっている。２０１０年から２０１２年である。協

約の内容には，主に最低賃金と普通賃金の２つのタイプがある。

普通賃金は運輸関係で，トラックの運転手は，全国どこでも同じ。

２年，３年ごとに交渉する。実際に協約に含まれるものは長いリ

ストになっている。これだけのものを扱うので協約はすごいボリ

ュームであり，ペーパーバックス１冊分くらいになる。にもかか

わらず，この項目で何を約束したのか，議論になることもある。

大事なことは分野別であるということ。  
協約を締結するそれぞれの企業は，その従業員については３Ｆ

のメンバーだけでなく，全従業員をカバーするものとして協約を

守らなくてはいけない。組合員であろうとなかろうと守らないと

いけない。そうすると，なぜメンバーにならなくてはいけないの

か，どうせ同じ賃金をもらえる，という人が出る。逆に，組合員

にだけ高い賃金が保障されれば，という思いもある。しかし，組

合の立場からみて，非組合員の賃金が組合員より安いということ

にはしたくない。そうすれば逆に企業が低労働条件の非組合員を

かわいがる，ということになる。ドイツでもフランスでも，最低

賃金が決められる。最低賃金以下で雇用すると，罰則が適用され

る。デンマークはそうではない。組合としては，メンバーを増や

したい。実際，労働力の大半は，協約に従って賃金などを受け取

っている。しかし，残念ながら，国外から来た企業が最低賃金以
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下で人を使ったりしている。これはＥＵ諸国の影響で，ＥＵ内で

は，他国で自由に仕事を得ることが出来る。ポーランドなどのも

と共産国から来る人の場合，自国の賃金レベルが低いので，デン

マークにやってくる。デンマーク人の半分以下の賃金でも満足し

てしまう。  
(2) 協約締結プロセス 

協約締結のプロセスを説明する。賃金労働者の組合で，民主的

組織である。交渉は，それぞれの職場での会合からはじまる。協

約のどの部分を変えるか，３～４か月議論する。その後，使用者

側と交渉する。実際に交渉に当たる人数は限られている。しかし

交渉委員会を結成して，この委員会が交渉の成り行きを見守って

いる。会長が２～３人のサポートをつけて交渉するだけではなく，

かなりの人数でこの委員会で議論する。そのような場で交渉して

結果がでないとしても，すぐにストライキをしてよいというわけ

ではない。交渉がストップしたときにどうするかは法律で決まっ

ている。そのまま，国が指名した仲裁者に渡す。仲裁者のオフィ

スで話しをする。そのとき，部屋からでてはいけないと決めるこ

とがある。仲裁者が仲裁内容を渡す。大規模なストは１２年間や

られていない。いろんなルールがあり，ストの日数は限られてい

る。組合としてはストライキがない方がよいと考えている。スト

ライキは非常にエネルギーのかかる大変な仕事であり，財源はメ

ンバーの会費である。  
３ 黄色い労働組合 

LO 加盟団体のほかにも，労働組合である，と称している団体も

ある。しかし，私たちの解釈では違う。なぜか。こちらが「赤い」

と言われているからだろうが，それらは「黄色い」と言われている。

その１つの例が，ＫＲＩＳという団体である。そこは協約の交渉を

もたない。交渉の経費がかからない。こちらの協約内容を見ている。

買い物するときにお金を出さないで，出てくる食事だけ食べている

ようなものである。交渉の間の期間というのは，力を尽くす。でき

るだけローカルに解決し，それが難しいと全国の本部が支援しない

といけない。それでも合意に至らないと，第三者に介入してもらう。

第三者とは法律家，特に裁判官である。労働裁判は，デンマークの

裁判官にとって，よい収入源になっている。解決した場合，必ず請
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求書がくる。  
協約を結ぶことは大切だが，その他にも仕事がある。大切なこと

は，失業保険基金を持っていることである。細かい法律が出来てい

る。国に代わって，かなり高額な金額を操作する。我々の活動，会

計の透明性がチャレンジになってくる。国の資金を運用するので，

自分たちの組合に流れていないか，雇用省のなかに常時監視する機

関がある。ただ特別に問題になったケースはない。  
４ ３F が当面している現在の課題 

２０１０年の課題を指摘したい。グローバリゼーションが進み，

ＥＵ内での労働力の自由の動き，自由なサービスの動きがある。低

賃金の国から挑戦を受けている。会員のなかには最低賃金レベルで

仕事している人もいるので教育が必要となる。高度の教育を受けて

いる人は水準をあげる。メンバーが教育訓練を受けることを奨励し

ている。その他には，高齢，健康的な生活，均一の賃金（男女）な

どがある。新しく出てきた課題は，教育を受けたがらない男の子の

問題である。最後にメンバーの数を増やすことが課題である。３F
の加入対象となる可能性があるのに組合に入っていない人がかな

りいる。メンバーが少ないと収入にひびく。協約を結んでいても，

人がいないと力が持てない。  
５ 質疑応答  
(労働組合の種類) 

Ｑ ナショナルセンターの大きさの違いや，黄色い組合の規模の大

きさについて教えてもらいたい。  
Ａ ＬＯは未熟練労働者を中心として組織しているのに対して，ア

カデミック労働組合は高等教育を受けた人たちを，FIFA が中等

教育を受けた人たち（看護師など）を組織している。これら３者

は特に競合することにはなっていない。  
Ｑ ３つの団体の関係は？  
Ａ なんといってもＬＯは人数が多い。他の２つも伸びてきている。

教育レベルが上がるとそちらが増える。ＬＯは技術のない人など

が多い。この３つは競争しているということではなく，対象のグ

ループが違う，ということである。  
Ｑ 黄色い労働組合は増えているのか。  
Ａ そのほかにもあるけれど，一番大きいのはキリスト教系の組合
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である。他に労働者の家。そこも失業保険基金を持っている。こ

こはほとんど協約はない。他に失業保険基金にＡＳＡがある。で

きあがったとき，自営業の行き場所のない人を集めた。機能とし

ては失業保険。同時に当初の目的以外の人も入っている。黄色に

近づいているかも。  
Ｑ 国外から入ってくる労働者には協約の適用を受けない人が増

えているのか。  
Ａ 国外から来る使用者には２つのグループがある。国外の大企業

の子会社。協約にカバーされるところは多い。建設関係，農業は

対処しにくい。国外の企業が出たり，入ったりしている。自営業

の人，一人で自営する人が増えてきている。国外から入ってくる

労働力は，危機で伸びは増えた。１５年間でかなり増えた。付け

加えたいのは，３Ｆは人種差別するところではないということ。

デンマーク人と同じ賃金をもらってもらう。そうすると公平な競

争がおこる。外国から来て，デンマークの賃金の半分で満足して

いるのはわからない。なるべくメンバーになっていただきたいと

努力しているが，なかなか入りたがらない。問題となっているの

は，出稼ぎ式の外国人労働者の場合である。一つのアパートに十

何人も住んでいる。貧しい環境に甘んじて，３か月くらいで帰っ

てしまう。こちらでずっと働く人たちは入ってくれる。  
Ｑ 彼らはどんな仕事をしているのか。  
Ａ 建築関係，グラフィックなど。協約にカバーされる人は雇われ

ている人である。デンマークだけではなく，ヨーロッパ全体で問

題になっている。自営業の人を雇うことを禁止することも議論さ

れている。協約には賃金以外のいろんなものが入る。個人で契約

する場合だと，そういう保障がない。多少賃金がよくても結果的

にはよくない。メンバーにとって不公平な競争となる。３Ｆとし

て個人契約に反対するわけではないが，他のデンマーク人と同じ

条件でやってもらいたい。しかし，実際には，言われた条件を飲

んでいる。違いは，会社のような形態でくるが，生産手段もなく，

何もない。その人たちは，デンマーク人の上司のいうとおりにや

っている。独立した企業ではない。  
 

(協約関連) 
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Ｑ ３Ｆの協約と，支部の協約が食い違った場合，どちらの協約が

適用されるのか。ＬＯのレベルでは，どう雇用するのかの枠をつ

くる。その下に，３Ｆがあって，地方支部がある。地方支部は３

Ｆのメンバーなので，３Ｆの定めた枠内で協約を結ぶ。例えば，

フェン島の造船所が閉鎖した。働いている人が２週間の交渉の権

利しかなかったが，支部と職場代表が責任者と交渉して，３Ｆと

傘下の支部の協約が異なった場合，どちらが優先するのか。  
Ａ ちょうど，そのようなことが起きていた。造船所の閉鎖に伴い，

「（協約上は）２週間分の報酬しかもらえないところを（解雇予

告手当か？），職場代表と３Ｆが交渉して，さらに３週間分を上

乗せさせて，５週間分にした。もし，会社と直接協約を交わして

３Ｆと違うのであれば，変えさせる。３Ｆの協約で，こことここ

とここはローカルで決められる，と書いてある。それを膨らませ

てしまうことがある。全国でカバーしているものに，それ以下の

ものをつくるとこちらに良くない。それ以上だと，おそらく経営

者がよくない。  
Ｑ 協約のタイプにはどんなものがあるのか？  
Ａ 最低賃金は，ローカルで上乗せを必ず協議する (最低賃金労働協
約 )。普通賃金の協約は２～３年間，協約で結ばれてどうすること
もできない (普通賃金労働協約 )。最低賃金のローカルでのせるや
り方は工業に多い，年に１回くらい協議する。  

Ｑ 普通賃金の場合。会社の業績が悪くても拘束されるのか。  
Ａ そうだ。決まったものを払う。経費を削減するとなると，解雇

できる。ヨーロッパの国と比べても，生産が下がっているという

ことで解雇しやすい。長年の契約はいいかもしれないが，逃げ道

がないので，期限付きの雇用をたくさん使う。  
 

(解雇規制 ― 協約上の解雇規制規定） 

Ｑ 解雇に関心をもっている。デンマークはフレキシキュレティと

いわれており，解雇しやすい，といわれている。ＬＯの協約では，

合理的な理由がないと解雇できないと書いてあるのか？  
Ａ １つの企業がオーダーをミスって仕事が減少した，というよう

な場合には，解雇の合理的な理由になる，と考えられている。し

かし，多数の人を解雇するとき，移住民を解雇するとか女性を主
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として解雇するというような差別的な解雇は認めない。フレキシ

キュリテイはトライアングルで支えられているといわれている

が，いわば「４角形」で考えるべきだと強調している。つまり，

解雇する事に対して，生活保障があるというだけではなく，教育

の役割を独自に強調すべきである。職に向けていく教育が必要で

ある。そして，教育の可能性に関しても，失業手当に関しても，

すべて常時話し合いが続く。それがフレキシキュリティが機能す

る条件であり，海外からの関心の持ち方が「解雇が簡単」に集中

している。しかし，それを支える基礎があることに注意を向けて

欲しい。  
Ｑ 協約には「合理的な理由が必要」と定めてあるのか？  
Ａ 書いてある。  

 
（整理解雇における｢合理的な理由｣） 

Ｑ 解雇のときに解雇審判所にいけるというのは，ＬＯ，３Ｆ，下

部組織，どこの協約に書いてあることか？  
Ａ ＬＯのレベルで決められている。全国的にどこでも解雇問題に

ついては協約上ここに問題を持ち出すことになる。  
１つケースがある。あるドライバーが２０年間仕事していて，

突如解雇された。調べたらちゃんとした理由がない。他の人を雇

いたかっただけである，というような事情であった。そこで組合

としても争って，解雇審判所に持ち上げた。その結果，当該解雇

はよろしくないということになって，賠償金が支払われた。  
Ｑ 儲かっている企業であっても，これが将来の見通しを考えて人

を切ったらどうなるか。その場合に特に差別的解雇という側面が

ない場合として。  
Ａ 解雇を認めざるを得ない。専門的に将来を分析した結果で証明

できればやむを得ない。  
Ｑ 解雇を指名された人が，やめたくないと相談にきたらどうす

る？  
Ａ 協約内容に違反していると証明できないと，労働組合として引

き受けることはできない。勝てる見通しがないとやらない。もう

１つの例を紹介する。ベスタスという会社で，あるとき数百名解

雇することになった。内部の事情をきいてみて，もっともなこと
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だと思ったので，ケースとして取り上げなかった。  
Ｑ 納得のいかない個人が自分で解雇審判所にかけることはでき

るのか？  
Ａ それはできない。それ以上続けたいと思ったら，通常の裁判所

の１審にもっていくことになる。しかし裁判所も，組合がやらな

いで協約に反しないとなったら，労働者の側の訴えを支持しない

だろうと思う。  
Ｑ １００名の整理解雇という話が出てきたときに，解雇者数を９

０人にして欲しいというようなことは交渉するのか？  
Ａ そういう交渉はする。そういうことは職場代表が取り上げてい

く。  
Ｑ 大きな企業が工場を海外に移転することにして，１０００名の

解雇を行うと言い出した。３F としてはどう対応するのか。  
Ａ そうならないように，教育レベルをあげるように日々つとめる。 
Ｑ ストはおこさないのか？  
Ａ 問題が協約の内容に触れないかぎりどうすることもできない。

実際にそのようなことも起こっている。教育して他の分野に入れ

るようにする。過去１０年間くらいはうまくいってきた。将来も

そうであり続けるかはわからない。長い目で見て，経営状態が悪

いのに，国内に居て苦労するよりは，見極めをつけ，解雇された

人はずっと広い能力をつけて，もっとよい賃金がもらえるところ

にもっていく。それだけ機能してきたのは，フレキシキュリティ

は，先の言ったように支える足が４本あって成り立っていること

が重要である。それがなければつぶれる。  
Ｑ 協約内容に反しているはっきりした証拠を持ってこないと解

雇審判所では争わないのか？  
Ａ こちらでしっかり調査をする。  
Ｑ はっきりした証拠はないが，組合員が解雇されると困るので交

渉してほしい，と頼んだら，交渉はしてもらえるのか？  
Ａ 必ずするとは限らない。組合が協約を所有している。調べるた

めにお金を使うかどうかは組合が決める。  
Ｑ 企業の存続に関わる問題のときはあまり抵抗できないようだ

が，ある人間を特に理由がなく解雇されて不満だということであ

れば，その個人の解雇の合理性については争ってもらえるのか？  
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Ａ まずは調べ上げる。協約内容に違反が行われているとわかれば

動く。会員のお金でこの機関が動いている。一人のために膨大な

資金を使えない。逆に，非常にわずかでも，希望があれば動く。 
 

（個人的理由による解雇の場合の｢合理的な理由｣と解雇手続き） 

Ｑ 経済的な理由だと合理的な理由があるということのようだが，

個人の場合，狙い打ちされたような場合に，どのように判断する

のか。  
Ａ 好き嫌いの話しで，ドライバーの話に戻ってくる。絶対に勝て

ると思ったので，やる。  
Ｑ 解雇の手続について，解雇予告期間以外に，例えば他の就業先

に移るためのお金を払うということまで，協約に書いてあること

はあるのか？  
Ａ 解雇に関する標準になっている。予告期間が必要である。手続

的には書面で渡される。それに加えて賠償金の支払いがある。こ

れは手当に相当するものと思うが，２００７年から次の職を探す

ために必要な２週間を有給にする。  
Ｑ 解雇のケースで組合が支援するケースは年間どれくらいある

のか。  
Ａ 解雇についてここで扱う件数が多いというわけではない。一番

多いのは，給料が少ない，という案件である。解雇は３Ｆ全体で

合計しても２００件くらいではないか。ローカルで解決して，本

部まで見えていないケースがたくさんあるはずであり，交渉で引

っ込めているケースはある。  
Ｑ 解雇予告期間はどれくらいか。それをお金に代えることはでき

るのか。  
Ａ こちらで扱っている職種だと２～３か月が通常である。その間

に給料払うけど出てくるなと言えばいい。  
Ｑ こちらで扱って解雇審判所までいった件数はどれくらいある

のか。  
Ａ これだけの構成員をかかえていることを考えれば少ない。それ

ぞれのレベルで，それぞれの人が協約内容を理解して，そのなか

で暴れている。どこまでが限度かわかっている。２００件くらい

だと思う。  
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Ｑ 審判所では労働者が勝つことが多いのか？  
Ａ かなりの割合で勝てる。  
Ｑ 会社の経営上の理由で解雇されたケースで勝ったことは？  
Ａ 工場を閉鎖するとかでは解雇審判所に出したことはない。  
Ｑ 解雇が出た後，再就職への援助を労働組合としては何をしてい

るのか？  
Ａ 解雇の動きが出た場合に職場代表が相談に乗っている。具体的

な職業訓練などは，公共機関にゆだねており，解雇になった場合

にはジョブセンターに行くようにと助言するくらいである。  
Ｑ 協約内に経済的な理由での解雇を規制するような動きはある

のか。つくる動きはないのか。  
Ａ 職場の１０％以上，２０名以上の解雇が大量解雇にあたる。企

業が守らなければいけないこととして，ジョブセンターへの通告

義務などがある。社会的には教育機関があって，支援していく。

（補足：ＥＵ指令では行政への通告だけ）  
Ｑ デンマークでストライキをやるのはどのようなケースなのか。 
Ａ システム自体が，ストをせず，交渉を積み重ねるものになって

いる。ストをするのは，本当に協約違反のとき。ストは高くつく。

１日，２日で終わってしまう。  
Ｑ 解雇審判所で会社の一方的な理由とされた例はあるのか。  
Ａ 最初に紹介した２０年間勤務のドライバーの解雇の場合がそ

れに当たる。  
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訪問録８ 職業学校 コペンハーゲンウエスト（ＣＰＨ ＷＥＳＴ）  
 
【訪問日時】 ２０１０年９月２日（木）午前８時３０分～午前１０時

３０分  
【場  所】 ＣＰＨ ＷＥＳＴ校舎内  
【対  応  者】 Eva Hofman-Bang（エヴァ・ホフマン・バング）氏（校

長・女性）  
Peter Christensen（ピーター・クリステンセン）氏（副
校長・男性）  
Gitte Kjems-Nielsen（ギッテ・ケムス・ニルセン）氏（ア
ドバイザー・女性）  

【概  要】 ＣＰＨ ＷＥＳＴは，首都コペンハーゲンの西部にある

高等教育機関であり，高校，職業学校など４つの教育部門

が併設されている。生徒数は約 3600 人であり比較的規模
の大きい教育機関である。  

       組合，使用者団体，自治体，学生及びスタッフの代表が

参加する役員会が予算を作成する。3 年間赤字が続くと公
共部門からの委託がストップする。この場合，教員は，義

務教育レベルとは異なって解雇という扱いになる。  
       デンマークでは教育指針の決定に労働組合と使用者連盟

の意見が反映されるシステムになっているが，各学校の職

業教育プランは，学校周辺の職種代表の意見が反映される。 
       教育費は教科書代なども含めすべて無料であり，18 歳に

なれば国から返還義務のない奨学金を受けることができる。

職業学校の学生は実習先企業から学校での学習期間も含め

給与の支払いを受け，給与の額は月 8000 から 1 万クロー
ネ程度が多い。実習先は各学生が探す。国は，実習受入企

業を確保するため，2010 年から受入企業に補助金を支払う
ことになった。  
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１ 高校  
  校内では，男子生徒が引率するグループと女子生徒が引率するグル

ープに分かれて，案内してもらった（以下，女子生徒グループの案内

の報告）。  
(1) 3 人の女子生徒の案内による校内見学  

3 人の女子生徒は，8 月 11 日から通学     
している今年の新入生であり，15 歳から
17 歳で，17 歳の子は 1 年間アメリカに
行っていたとのこと。  
① ４つのレベル（フロア）  

学校全体が４つのレベル（フロア）に分かれており，それぞれ，

扉などの色が青，赤，黄，緑の 4 色で色分けされており，レベル
によって学ぶ内容が異なる。  

② 休憩スペース  
カラフルなクッションが置かれ，学生たちが座って歓談してい

る。休憩

し，リラ

ックスし

て先生と

相談する

ようなと

きにこの場所を利用する。  
③ カフェテリア  

お昼は，お弁当を持ってきてもいい  

し校内で買ってもよい。学年に関係に

なく談話室として利用してよいこと

になっている。  
④ ブルーの椅子が並んだ講堂  

ちょうど今，それぞれのクラスの集

合写真と各個人の写真撮影をしてい

るところである。新入生へのガイダン

スや学生の研究発表などの際に使わ

れる場所である。  
⑤ 中庭にあるテントのような場所  
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スモーキングエリアである。建物の

中は禁煙になっている。飲酒は 16 歳
から，喫煙は 18 歳から認められてい
るが，違反に対する厳しいペナルティ

などはない。  
⑥ ＩＴ教室  

1 週間に 1 時間は各クラスがここに
来て学ぶが，希望すれば，それ以上の時間学ぶことも可能であり，

この場所でコンピュータの使い方，ＩＴ技術などを学ぶ。  
⑦ Ａ～Ｄの区画  

学校は，各フロアともに，廊下の両側に教室があり，廊下は中

庭を囲む形に四角形を成しており，四角形の各辺がＡ，Ｂ，Ｃ，

Ｄの表示で区分けされている。  
⑧ 物理準備室  
⑨ 生物教室  
⑩ 実習室  
⑪ オフィス（事務室）  
⑫ 図書室  
⑬ その他  

他の国では先生が教室に入って

くるとシーンと静まりかえるとい

う感じがあるかもしれないが，こち

らではそういった雰囲気はまった

くなく，先生は仲間でもあり尊敬の

対象でもある。  
明日金曜日，新入生歓迎の大パーティが予定されている。そこ

で出されるアルコール類である。15 歳でも新入生歓迎会でお酒は
飲む。「でもあんまりたくさんじゃないから。」と女生徒が言う。

スポーツに特に関心のある学生もいて，地下にトレーニングジム

がある。  
(2) ４つの教育部門の併設  

コペンハーゲンウエストでは，高校，職業学校など，義務教育を

終えた後の高等学校レベルの教育が１か所にまとまっており，私は，

その全体の校長である。  
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国自体は非常に小さいので，その中では，比較的規模の大きい学

校である。  
こちらでカバーしているのは，①職業教育，②今見学をした将来

大学教育への進学を目指す高校，③補充的な実習，④生涯教育の理

念に基づく短期の資格取得コースである。  
(3) 組織・運営  

ここは，独立の民間組織である。年２回，生徒数を国に報告する

と，国から補助金が出る。  
商業関係，技術関係，一般高等学校などのラインが併設されてお

り，これがデンマークの最近の趨勢になってきている。  
コペンハーゲンウエストには 6 人のマネジメント・ディレクター

（理事）がいる。理事役員会があり，組合，使用者団体，自治体，

学生及びスタッフの各代表が参加し，ここで合意できないと予算が

成立しない。企業や自治体と緊密に連携することによって，どのよ

うな職場があるかを把握することができる。  
(4) 教育の充実に向けた工夫  

分野横断的な教育を重視している。例えば，私は，こちらの校長

であると同時に，国際経済，英語などを教えているが，他の英語，

商業，歴史の先生などと協力しながら，学生にデンマークでバック

を作ってアメリカに輸出するとしたらどうだろうといったプロジェ

クトを与え回答を出させる。それぞれの科目別に教えるということ

もなされているが，プロジェクトを組織し，各分野の教師が集まっ

て教えるという方法もとる。  
学習スタイルも重要であり，例えば，生徒によっては，音楽を聴

きながらの方が覚えられる，あるいは，歩きながらの方が覚えられ

るというタイプがあるが，どれが自分に一番あった学習方法かを探

し出していく。  
社会的な働きかけも重要である。この地域は移民が多く教育程度

はかなり低い。そのような家庭では，義務教育以上の教育を受ける

のは，この子が家族の中で初めてだというケースがかなりあるので，

学習環境を整えて継続的に教育を受けられるということを望んでい

る。  
一日中学校にいるわけだが，厳しい学習スケジュールにそって学

んでもらうことと，抱きしめることなど愛情を持って接することも
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重視している。  
(5) 予算の作成と公共部門によるチェック  

校長，他の教師，役員会のメンバーらが，次のようなことを共有

している必要がある。学校の理念，将来のビジョン，戦略，成功を

収めるための計画，教育の質を高めること，戦略を踏まえた予算を

立てるということ。  
従来の学校のあり方は，運営資金が与えられ，そこで科目を教え

るということだったが，ここでとられている方法はデンマークの中

でも非常に新しいものである。私は，現在，来年の予算を立てなけ

ればならず，ＩＴの強化を一つの目標としており，そのためには購

入しなければならないものもあれば，先生方に講習に出てもらうと

いうことも必要になる。  
いずれにせよ，予算を作り，その資金を調達し，その中で運営す

るわけだが，赤字が出る可能性もあり，３年間続けて赤字が出ると，

公共部門が委託を止めて運営を引き継いでしまう。そうなれば，教

師は解雇ということになる。義務教育レベルの教師と異なり，ここ

の教師は普通の企業に雇用される労働者と同じく解雇される可能性

がある。義務教育レベルでも，学校の中の好ましくない教師は何と

か解雇できないかということが現在議論されている。  
(6) 教育の質の向上－評価とベンチマーキング  

教育の質については，「自分の子どもだとしたらこれでいいと思う

のか。」「自分が教師だとしたら，これでいいと思うのか。」といった

ように，様々な視点から検討するように，次期に向けて検討してい

る。  
評価には，私たちがやらなければならない義務的なものと，私た

ちの希望による選択的なものとがある。  
学生は，全体的なこと，環境がどうか，図書やコンピュータがそ

ろっているかなど様々な点について，常に，学校に点数をつけ評価

している。クラスメイトや教師といい関係を築ける環境があるかな

どについても同様である。  
学生は，各コースの教師に対しても，教え方がいいかどうか，き

ちんと授業の準備をしてきているかどうか，学生側が準備をして授

業に望むことができるように配慮されているかなど様々な点から評

価している。  
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各コースの教師も，同じように生徒を評価し，テストを行ったり，

父兄との面接をしたりする。  
教師も，例えば，校長の仕事ぶり，教科，教室，施設，社会的な

環境など，学校を評価する。  
ベンチマーキング（他の優良事例を分析し，それを指標に自社の

活動を測定・評価し，業務改善へとつなげる手法）は以前から共有

されてきたものではない。この学校は，移民が多いという地域的な

背景もあり，10 年前には下位レベルの学校であったが，努力を重ね
てきた結果，今では上位３校の中に入っている。  
デンマーク人はコントロールされることを非常に嫌う。その点で

は教師も同じである。しかし，評価すること，ベンチマーキングす

ることが良い結果につながることがわかっていれば，それを歓迎す

る。先生同士，学生同士，学校全体としてどのような空気があるの

か，また教師の環境にも非常に気を使っている。  
このように，ベンチマーキングの結果だけでなく，学校内部の空

気，先生方の環境にも配慮しつつ，提供される教育内容の程度が高

くなるように努めている。  
(7) 最後に  

この学校が掲げている理念を常に念頭に置きつつ追求することが

必要である。学生や教師が互いに協力，協調しつつ教え学ぶこと，

お互いに笑顔で「おはよう。」とあいさつすることがごく自然になっ

ているような幸せな学校の空気，ある生徒が一つの結果を出し何か

いい前進があったらそれをキャッチして祝ってあげるということ，

こういったことが非常に大切なことだと考えている。  
(8) 質疑応答  
ア カリキュラムについて  

どういう教科書を使って細かく何を教えるというところまで踏

み込んだカリキュラムがあるわけではなく，教育省が，およその

枠を作って目標設定をし，そこに到達するように授業を行うとい

う指針を出している。目標への到達を確認するためのテストが毎

年行われる。試験は，外部講師を招いて行われる。  
それぞれの先生は，今日は何を教えるかを全部インターネット

に書き込まねばならず，それを見れば，学校の内部で，どこで誰

が何を今教えているか確認できるシステムになっている。親も，
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インターネットを見ることにより，自分の子が宿題をやったのか

どうかをチェックでき，レポートの提出期限が迫っていることも

わかることになる。先生同士も，それぞれの教育内容，教育方法

を知ることができ，お互いに学ぶことができるということになる。 
イ 高校（ギムナジウム）と職業教育  
  高校では，大学レベルへの進学が目標で教育が行われる。職業

学校は，どこかの職場に就職することが目的で教育が行われる。  
２００６年，２００８年と改革が何回か行われた。以前は，高

校教育の方に職業関係のコースも入っていたが，現在では，高校

は大学進学を目指し，職業学校は就職を目指すという方向に固ま

ってきている。  
先ほど案内してくれた子は，全員，2 週間前に入学したばかり

であるが，高校でビジネスを学ぶ子は，職業実習をするわけでは

なく，将来，商科大学や普通の大学に進学して，法律，経済など

の専門分野に進むために勉強をしている。特に，この学校では，

国際的なビジネス教育を強調しているので，ここに３年間いるこ

とになると思うが，その間に，世界各地を訪問することになる。 
職業教育は２年後とか３年後に就職することが目的である。  

ウ 奨学金  
高校の教育費は，教科書代なども含めすべて無料である。１８

歳になれば，全員，から奨学金を受けることができる。かなりの

額になるし，奨学金のほか，ローンを利用することもできる。こ

この高校に通っている子の多くは，親と同居しアルバイトをして

いる。  
職業学校では，学生は賃金をもらい，18 歳になる前に賃金を得

ることができる。高校の方では１８歳になるまで奨学金は得られ

ない。しかし，進学していくので，将来的には高い給与をもらえ

る可能性があるということになる。今回の経済危機以前は，早く

給料を得られる方がいいということで実習のある職業学校を希

望する人が多かったが，最近では，高校に入学して進学を目指す

方が増えている。  
２ 職業学校  

(1) 校内見学  
   職業学校内のワークショップをいくつか見てもらう。  



 108

① 裁縫（仕立屋）のライン  
デンマークには，現在，衣料関係の

工場が増えてきている。以前は，国内

で全部縫っていたが，今では，こちら

でデザインして中国などの国外で裁

縫するというのが通常である。デザイ

ナーとして活躍している人はこのよ

うな学校で仕立てのラインを卒業し

ている人が多い。  
入学して最初の半年間，この場所で基礎的なことを学び，その

後，企業または学校内の実習の場に移る。今，行っているのは，

スカート・プロジェクトであり，スカートの型紙を作ることから

始め，スカートを仕立てていく。このプロジェクトの中に，基本

的な技術，図面の作成，ＩＴの利用などが含まれている。  
② 金属のライン  

デンマークには大型の重工業はな  

くなったが，それでも，金属工業の中

小企業は残っている。20 年前までは，
学校全体がこのような工業関係で埋

まっていて，重工業を目指している学

生が多かったのだが，今では，一部を

占めるだけになった。最初はここで基

礎的なことを覚え，後は職場で実習していく。  
(2) ＣＰＨ ＷＥＳＴの概要  

私は職業学校の理事をしている。  
ギテさんはアドバイザーであり，社会 

的規則，法律などを中心にアドバイスし

ている。  
職業教育は複雑なシステムになって

おり，私なりの観点から説明したい。他

の国と比べてデンマークの特色は企業

との関係が非常に密であることであり，似たようなシステムが，ド

イツ，オーストリア，オランダ，スイスにみられる。  
コペンハーゲンウエストという組織は，４種類の異なる種類の高等
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学校レベルの教育を提供している。コペンハーゲン内にアドレスを

５つもっている。キャンパスは４回の合併を経てここまできた。そ

のうち３回は私が直接経験した。スタッフは約４９９人おり，敷地

面積は６万２０００平方メートルになる。２００９年度の売上高は，

３億２９００万クローネであり，そのほとんどが国から払われてい

る。  
このコペンハーゲンウエストという組織全体を考えていくと，教

育を求めている若い人だけでなく，企業，その他の組織，周辺の社

会にも寄与することを目的としており，境界を超えて知識の向上，

発達を求める教育機関であるといえる。  
提供される教育内容は，高等学校の基本的なレベルと，さらにそ

れより進んだレベルの教育を行う。その他のサービスは周辺の企業

との協力のもとに行っている。  
学生数は，職業教育を受けている人（ＥＵＤ）が 1488 人，高校

が 1843 人で最も多く，非常に限られた分野なのだが鉄道の機関士
の職業教育を受けている人が 44 人，長期失業者など成人を対象と
する資格取得コースを受けている人が 194 人，合計約 3600 人であ
る。学校に学生が 40 週間在籍した場合に 1 人としてカウントして
いる。  

(3) 組織図  
校長が 1 人で，現在はエヴァ，女性である。  
副校長が 2 人おり，1 人は現在ステフェンという者が担当し教育

と関係のない業務をすべて担当している。教育内容に責任を持つの

は，高校の担当が校長のエバであり，職業教育担当が私である。  
職業関係の教室はコペンハーゲンの周辺に３か所あり，すべてコ

ペンハーゲンの西にある。先ほど見てもらった金属工などの他，化

粧品，ヘアドレッサーなど小さい単位だがコペンハーゲンに教室が

ある。流行にも関係するので物事が起こっている中心であるコペン

ハーゲンに教室を置いている。  
(4) 教育内容の決定手続について  

まず，デンマーク国会が法律を制定する。国会は１７９の議席が

ある。法律が成立すると，次に，それを具体化する説明書などを教

育省が作成する。  
実際の教育の内容の決定には，労働市場のパートナーの意見が反
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映され，その過程で学校の意見も聞かれる。最終的には，各学校で

教育のプランが作成され，そこでは周辺の職種の代表が参加する委

員会の意見が反映される。ここの学校では６つの委員会が関与して

おり，これらの委員会との調整が，私の担当する非常に大きな仕事

である。  
(5) 入学するにはどうするか。  

法律に規定されている入学資格は「９年間の義務教育を終えた者

またはそれに準ずる者」である。  
子どもたちは非常に幅広い様々な目標を持っている。例えば，先

ほどの金属工のワークショップで実習している子の中には，普通高

校の卒業資格を持っている子もいれば，他方，読み書きなどが十分

にできない子もいる。いずれはエンジニアになりたいと思っている

子もいれば，自分の会社を作りたいと思っている子もいる。学校の

先生になりたいという子もいれば，卒業したらすぐに実社会に入っ

て給料をもらいたいという子もいる。  
スタートするときに，それぞれの学生がどのような前提を持って

きているのかを踏まえ，導入コースのどこに入ってもらうかを決め

ていく。非常に能力が高く学歴があり野心があるという子もいれば，

また，逆に，本当に基礎的な教育の必要がある子もいる。  
デンマークで今目標としているのは，各年齢の９５％が高等教育

に進学することであるが，実際は約８１％にとどまっており，ここ

の地域では，言いたくないが６１％程度である。ご覧になってわか

ると思うが，中近東からきている子がかなりおり，課題が大きい。 
子どもたちは自分の希望，能力，野心，何が可能かというところ

から，科目を選んでいく。最初に導入のコースの中から個々に選択

するが，ここでは次の４つのコースを提供している。  
① 必修コースであり，高等学校レベルの学習ができる準備ができ

ている人たちが対象になる。  
② どのコースを選択したらいいかわからない子どもたちは，この

○○さんのところでアドバイスを受けて，いくつかワークショッ

プを体験し，その中から，自分に合ったものを選んでいく。  
③ 特定の科目の能力が不十分である場合，例えば，数学ができな

い，国語が書けないとか，はっきりとした必要性をもった子には

各科目の先生を付けて高等学校教育をスタートさせるのに必要
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なレベルまで持ち上げる。特に，読解力のない子に読解力を付け

るということが非常に成功を収めている。  
④ 例えばエンジニアになるためにこれから進んでいきたいとい

った非常に野心があり，すでにかなりの能力があるという子を対

象とする導入コースである。ほとんどが義務教育を出て自主的に

ここに来るが，ジョブセンターを通じて来る人もいる。  
(6) 実習について  

こちらの教育課程は，企業で実習を積み，理論を学校で学ぶ。４

年間の過程の中で 60 週間学校にいる。実習をしなければならない
ので，実習の場所はそれぞれ自分で探すか，そうでなければ学校内

のワークショップで実習をする。その間の子どもたちが必要な資金

は，高校に通う子と同じように奨学金を受けるか，さもなくば実習

生として賃金をもらうかである。給与の額は１か月 8000 クローネ
から１万クローネの間が多いが，職種によってかなり開きがある。

いずれにしても，実習をできる企業を各学生が探さなければならな

い。そのため，学校もコンサルタントを 1 名指名し，周辺の企業と
連携し，学生が実習の場を探せるように支援している。現在では，

次第に実習の場を見付けることが難しくなってきているため，2010
年から，国は，実習生を受け入れる企業に５万クローネを支払うよ

うになった。学校に戻ってくる期間中も企業が給与を支払い続けな

ければならないことになっているが，その間は，国は，週 2500 ク
ローネを企業に支払う。  

(7) アドバイザーからの説明  
私は，アドバイザーの仕事と教室も持って生徒に教えることと，

両方やっている。科目を教えながら，それぞれの子どもたちと関わ

っているので，アドバイザーとしてのアドバイスもしやすい。  
私の担当部門は，長期失業の人や成人の人が多い。失業している

人というのは，長い間企業で働き力が尽きてしまった人，十分な教

育を受けていない人，そのために自信のない人が多い。こういった

人の隠れている能力を引き出すということに集中していく。  
例えば２年なら２年の教育を受ける間に到達すべきなのは，また

自信をもって社会に出て行くことができる人を作ることである。教

育内容というより，自信をつけることに大きな意味がある。成人で

こういった学校に来る人はトーソーという町の支部に集めている。
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そうした理由は，成人と若い子とは状況がかなり違うので，成人は

成人で集めることにした。  
そこでの目標は能力を上昇させることである。  
通ってくる期間の間，いい時間をもってもらいたいと考えており，

そのために，様々な工夫をしており，個人的にアドバイスをしてく

れるメンターを個々の学生に付ける。先生であることもあるし，企

業の方から適任者が見付かることもある。教育内容に関するアドバ

イスは私の担当であり，心理学者もおり子どもたちの状況に応じて

支援している。社会的に大きなハンディキャップを持っている人に

は周辺の社会から人を付けていく。  
実際に仕事をするとはどういうことかをわかってもらうために，

１週間，１０日といった短い実習期間から始めている。周辺の企業

と連携し，協力しながら教育内容を決めていく。こちらで教育して

いる子は，卒業したら，職に就ける状態を作るように努めている。 
いくつか例を挙げる。コペンハーゲン周辺で看護師が不足してお

り，将来 50％も足りなくなることが危惧されているということが判
ったので，そのためのコースを設定した。２年半のコースであり，

その間，企業が給与を支払う。その他にも，企業との連携のもとに

新しいラインができてきた例として，クリニックで電話を出るなど

の保険関係のサービス秘書の仕事があり，１年７か月のコースであ

る。他の勉強でうまくいかずに疲れてしまった人が，このコースで

はうまくいったなど，非常にポピュラーなラインになった。また，

サービスアシスタントというが清掃を中心とする仕事があり，清掃

の仕事は，過労や体を痛めるということが多いが，そういった状況

に陥らずに清掃の仕事を続けられるよう配慮した教育内容になっ

ている。  
 

【提供を受けた資料】  
１ 「Welcome to CPH WEST」日弁連調査用に作成された英語版パワ
ーポイント・学校全体の理念や経営に関するもの  

２ 職業学校日弁連調査用に作成されたデンマーク語版パワーポイン

ト・職業学校を中心に説明するもの  
以 上  
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訪問録９ 援助金支給窓口（Ydelsesservice） 
 

【訪問日時】 ２０１０年９月２日（水）午前１１時００分～午後１２時

３０分 

【場  所】 援助金支給窓口を見学，その後別棟の会議室にて聴取 

【対  応  者】 Niels Bauer（ニルス・バウアー）氏 
【概  要】 

   訪問したのはコペンハーゲン市の「援助金支給窓口」である（この窓
口については，公式な英語名称は存在しないらしい）。失業保険の対象

外の人達が支払を受けるための窓口である。 

失業給付の場合，従前の賃金の９０％ないし金額で１か月に１万４０

００クローネが給付額の上限となる。これに対し，援助金給付の場合，

１万３０００クローネが上限となる。 

求職の努力，アクティベーションの努力をしていない者については，

ジョブセンターから情報が入り，支給額の減額や支給廃止がなされる。

サンクションを受ける人の比率は，１０～１５％程度である。  
 
１ 窓口の様子  

デンマークでは，全国民に行政への支払いや行政からの給付を受け

るための銀行口座を保有することが義務づけられるため，この窓口で

現金自体が支払われるわけではない。窓口では，給付のための申請等

の手続が行われるのみで，実際の支給は銀行口座に振り込まれる形で

行われる。もっとも，何らかの事情で銀行口座を保有していない者な

どのために，ごくまれに窓口での小切手による給付となる場合もある。

窓口に警備員が配置されている。神経質になっている人達を刺激しな

いように，窓口自体の見学は簡単に終えて，別棟の会議室に移動して

説明を受けた。以下は説明の内容である。 

２ 援助金支給窓口の位置づけ 

デンマークは５つの地方（リージョン）に分かれる。地方の所管は，

保健，衛生関係がほとんどである。地方の下にある地方自治体（市な

ど）の所管としては，幼稚園などの福祉施設，高齢者施設などで，そ

のなかに雇用関係も入っている。 

コペンハーゲン市が所管する行政内容が７つあり，その１つがＢＩ

Ｆ（Beskæftigelse og Integrationsforvaltning，雇用及びインテグ
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レーションに関する行政）である。 

ＢＩＦの中にさらに３つのパートがあり，ジョブセンター，援助金

支給窓口，アクティベーションセンターに分かれる。失業した者は，

保険の有無にかかわらず，ますジョブセンターに行くことになる。ジ

ョブセンターでは，失業者はまず自己の情報をこのジョブネットに正

確に登録することが義務付けられている。ジョブセンターに登録する

ことによって，その失業者は求職中の者とされることになる。援助金

支給窓口では，求職中の者であり，かつ失業保険の対象外となってい

る者が，一定の要件を満たした場合に援助金の支給が受けられるよう

になる。アクティベーションセンターは，失業者を再教育するなどし

て次の雇用につなげることを手助けするパートである。 

３ 援助金支給窓口の組織態様 

コペンハーゲン市の援助金支給窓口の職員は２５０人くらいで，３

カ所に分かれている。毎年総額１０億ドルくらいの給付を行っている。

人によっては２週間で給付を終えて新しい職に就く者もいるが，他方，

２０年間この給付に頼る人もいる。 

ケースワーカーになるには，大学教育を受けている必要はない。高

等学校卒業以上の学歴をもって，どこかの職場で数年仕事を積みなが

ら講習等を受け，資格をとる。 

窓口では，個室に座って面接するのではなく，システムとして動い

ている。窓口では，コンピュータの画面を見ながら，ケースワーカー

に電話をかけたりして相互に報告する。ケースワーカーは主にジョブ

センターにいて，窓口に来た人をどうするか検討する。窓口は，ジョ

ブセンターから支給可能額などの報告を受け，支給を決定する。  
なお，援助金支給窓口の役割は雇用関係における給付のみであり，

福祉の窓口とは役割が異なる。 

４ 援助金の給付を受けるための要件 

重要なのは，求職者であることである。その上で，健康であるか否

か，保険に加入しているか否かで条件が変わる。 

失業保険からの給付を受けるためには，保険への加入と，５２週間

働いた実績（あるいはそれに満たなくても大学を卒業してから継続的

に働いているか）が必要となる。保険料は月３００クローネ程度で，

国家からの資金が沢山入っているため，個人の負担は軽い。 

健康でなく，すぐには働くことができない者についても，まず保険
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に加入しているか否かが問題となる。保険がきくと，一時金で毎日手

当が出る。それが生涯のものであれば，障害者ということで年金での

受給となる。年金の受給は，過去は困難なものであった。年金の制度

はこの５年間くらいで組み立てられたものである。行政の方針は，病

気の人も何とか労働市場に戻そうとするものであり，障害が残ってい

ても，なにか能力が残っていないか，どこかで活用できないかを常に

検討している。 

援助金は，上記のような条件で支給される保険の対象者ではなく，

かつ求職中の者が対象となる。これらの２条件は絶対的な要件である。

さらに，世帯の所得，配偶者の所得，財産を有しているなどにより，

支給の条件が変わってくる。世帯所得が２万６５００クローネ以上あ

ると給付を受けられない。 

５ 給付の内容 

失業給付の場合，従前の賃金の９０％ないし金額で１か月に１万４

０００クローネが給付額の上限となる。実際のところ，１万４０００

クローネでは生活はかなり苦しい。 

援助金給付の場合，１万３０００クローネが上限となる。１８歳以

下の子がいたり，住宅費がかかる場合，支給額が多くなる。２５歳以

上のシングルの者で９９００クローネ，２５歳未満で独立して住居が

あると６４００クローネ，親元に居住していれば３２００クローネ。

デンマークの居住期間が７年未満の移住者は６４００クローネが支

給される。居住期間が７年以上になると通常通りの支給が受けられる。 

支給金額はナショナル・ミニマムとして国によって定められている

ものであり，地方自治体間で差はない。 

なお，ジョブセンターや援助金支給窓口に援助を求めてくる者の３

分の１くらいが移住者である。特にコペンハーゲン市は移住者の率が

高い。 

６ 働きながらも給付を受ける場合 

デンマークでは，フルタイム勤務の仕事に就職できれば，基本的に

ワーキングプア状態になることはない。しかし，就職できても１週間

に３時間しか仕事がない場合など，さまざまな理由から，就職してい

ても生活ができる収入を得られない場合がある。そのような場合は，

補足の金銭給付を行う。毎週どの程度働いたかによって給付額が決ま

る複雑な計算式がある。そのような形で給付を受ける人が全体の１
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０％ほどいる。 

補足の給付を受けなくてもいいように，ジョブセンターがダブルワ

ーク，トリプルワークを勧める場合もある。そのような人がダブルワ

ークの片方につき失業して生活できなくなったなどの場合も，補足の

給付の対象になる。 

なお，失業保険加入者であれば，ダブルワークの片方につき失業し

た場合は「一部失業」として失業給付を受けることになる。 

７ 財源 

支給主体はコペンハーゲン市である。支給の３分の１は市の税金を

財源に支払われる。 

また，失業者のアクティベ―ションに成功すると，経費の６５％が

国から支払われる。この制度が，市にとってアクティベーションへの

働きかけのインセンティブとなる。 

最後に，これだけの人口でこれだけのことをしているというデータ

にしたがって，国からコペンハーゲン市にお金が出る。これらが援助

金の財源となる。 

８ ペナルティ 

求職の努力，アクティベーションの努力をしていない者については，

ジョブセンターから情報が入る。その場合，支給額の減額や支給廃止

がなされる。 

ペナルティとして減額や廃止はがなされるような事例には，多くの

類型がある。具体的には，ジョブセンターから紹介された，雇用され

るかもしれない先の企業からアポがあったのに面接に行かなかった

場合や，講習に出席すべき日に出席しなかった場合，面接先において

とても雇用できないような非常識な態度をとった場合などである。問

題は，その問題点をどのように見分けるかである。「私はその日病気

だった」との言い訳が多く，見分けが難しい。 

減額・廃止に対する不服申立はできる。基本は同一窓口での対応で

ある。窓口にて，不服に全面的に同意できるか，あるいは部分的に同

意できるかを個別判断する。それでも解決できないときは地方の雇用

審議会に，さらにそれでも不服がある場合は国レベルの雇用審議会に

不服を申し立てることになる。それでも解決しない場合は，訴訟とな

る。地方の雇用審議会より先に進むこと非常にレア・ケースである。

また，不服申立には４週間の申立期間があり，それを過ぎると申し立
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てできなくなる。 

実際にお金が入るかは入らないかの問題なので，不服・苦情の数は

非常に多い。もっとも，数値によるデータはないが，行政の処置が妥

当とみられることが多い。不服申立手続でも行政が正当と認められる

ことが多い。 

サンクションを受ける人の比率は，１０～１５％程度である。かな

り高い率といえる。 
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訪問録１０ ジョブセンターコペンハーゲン（Jobcetner Musvaagevej） 
 
【訪問日時】 ２０１０年９月２日（水）午後２時００分～午後４時０

０分  
【場  所】 ジョブセンター内見学および同施設内の会議室で聴取  
【対  応  者】 Niels Gansted（ニルス・ガンステッド）氏  
【概  要】  

訪問したのはコペンハーゲン市内に３つあるジョブセンターの１

つであり，コペンハーゲン市内では規模が最も大きく，全国でももっ

とも規模の大きなジョブセンターである。  
日本におけるハローワーク施設と同じような施設との印象を受け

た。  
１階フロアに多数設置されている端末画面からは，求職者情報と求

人情報を全国的に網羅するジョブネットの情報が検索できる。また，

失業者は手続きを開始するにあたって，自己の情報をこのジョブネッ

トに正確に登録することが義務付けられている。  
求職者に対する就労援助活動は個々人の経歴などが十分に把握さ

れたうえで，きめ細かくなされていることが窺えた。もっとも，求職

者の意に反した就労強制が失業給付の停止などをてことしてなされ

ているのではないかとの懸念も持った。また，現実におこなわれる就

労のための教育訓練の多数が民間企業への委託という形でおこなわ

れているとのことであったが，実際にジョブセンターを通じておこな

われている教育訓練の実体や成果を具体的に確認することができな

かった。  
 
１ ジョブセンターの位置づけ  

ジョブセンターは，コペンハーゲン市内には３つある。ここはそ

の３つのなかで一番規模が大きい。全国でももっとも規模が大きい

施設である。現在の体制となったのは２００６年からであり，それ

までは自治体系統の施設と国の系統施設にわかれていた。一元化さ

れ，すべて自治体で運営することとなった。  
コペンハーゲン市ではジョブセンターに５２０名ほどの職員を

雇用している。そのうち２００名がここのセンターで働いている。   
組織系統としては，トップは雇用省の大臣であり，その下に労働
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市場局エージェンシーがある。その下にリージョンの機関が存在し，

その管轄下にジョブセンターがある。したがって，ここのジョブセ

ンターへの指示はリージョンの機関からなされるのであり，国の機

関から直接指示されることはない。運営資金は国から出されるので

国としては実際には運営を操作できる。上からの指令に従わない場

合には，資金がおりてこないことになる。そうなるとコペンハーゲ

ン市が運営費をすべて負担しなければならなくなるので，結局国の

指導に従うことになる。コペンハーゲン市においては３つのジョブ

センターのほかに，失業保険に加入しているが病気療養中の者に対

する対応窓口があり，法律によって別扱いとされている。ここでは，

病気回復後の職場復帰のために企業と連絡を取って援助をしてい

く。  
コペンハーゲン市内にある３箇所のジョブセンターはそれぞれ

特徴を持っている。この地域は移住民が多く，言語面でも苦労する。

スカンディク地区にあるジョブセンターはこれから教育を必要と

している年齢の人が多い。ミューロ地区は比較的高度の教育を受け

た人が対象となっている。  
２ ジョブセンターの役割  

フレキシキュリティというのは雇用確保も早いし，解雇も早い。

解雇がフレキシブルで早いのを労働者側に受け入れてもらうには，

解雇されている期間の保障が魅力的でなければならない。デンマー

クでは他国よりその保障金額が大きい。使用者側，労働者側とも納

得している制度であり，そのための資金は国から出ている。  
早く仕事に復帰する，アクティベーションなどによって復帰する

ことにジョブセンターの役割がある。早く職を探す。求職中の人が

怠け者にならないようにする。フレキシビリティで解雇が容易であ

るため，臨時雇用や短期の雇用の必要性が小さい。だからと言って，

臨時雇用を斡旋する民間企業がないわけではない。特別な技能のあ

る人，特別な訓練を受けた人，たとえば看護師などである。ふつう

の仕事を臨時で斡旋してもらうことは少ない。  
コペンハーゲン市内の失業率は７．７％。全国平均はコペンハー

ゲン市より低い。大都市と比べて全国平均の方が低い。この傾向は

１０年以上続いている。  
３ 失業給付  
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失業者に対する，失業給付の方法に２種類ある。１つは失業保険

未加入者への援助金の支給である。もう１つは失業保険加入者への

保険金の支払である。保険金は金庫から支給される。保険に加入す

る時点では，雇用されていないと加入できない。すでに保険に加入

している人は就職していた実績があり，就労の能力が一定ある。次

の職をさがすのはそんなに大変ではない。そうでない人は，就労を

確保することが難しい。失業率も，保険加入者については４．８％。

保険未加入者については５．８％と差がある。５月頃には失業率が

上がり，秋には上がる傾向がある。  
金融危機の影響で失業率が上がったが，あまりひどくならずに済

んだのは，民間団体・企業とも連絡を取り合い，トレーニングセン

ターなどでアクティベイトされたことも大きい。調子がよかったこ

ろは，労働力が足りずに困った。  
これまでは失業してジョブセンターにくると，企業と連絡して問

題解決ができていた。それがだんだんと難しくなってきた。失業し

ている期間に以前あった労働能力を失わないようにすることが，ジ

ョブセンターの大きな役割である。コペンハーゲン市にはそのため

の教育機関があつまっている。  
４ 求職活動と職業訓練  

失業給付を受けるためには，求職者はアクティブに仕事をさがし

ていることが求められる。ジョブセンターでは失業保険加入者に対

する給付は担当しないのであるが，失業保険加入者未加入者双方に

対して求職活動を支援する。こちらのスタッフとの面接で，どんな

ところで働きたいのかを調査する。十分に努力していると思われな

いときは，マッチできそうな企業をこちらが探して，「次の面談まで

に自分で連絡をとって求職してきなさい」と指導する。それでどこ

かに就職できれば，ここにはもう現れない。できないときには評価

をし，努力が足りないのか否かを判断する。失業保険加入者が努力

しても実際に就職できないときには，援助金窓口に連絡を取って給

付を受ける資格があることを伝える。  
コペンハーゲン市に在住しながら近郊の都市で働いていたり，近

郊都市からコペンハーゲン市に働きに来ている者も多く，そうした

人たちが失業したときには新たな地域で働く能力を確保してもらう

必要があり，その援助のために職員の仕事も複雑になっている。  
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求職者は履歴書がインターネット（全国統一のジョブネット）上

に正しく公開されていることが必要である。求人側はアップしてい

るものをみて，必要な人が見つける。ここで調査するときは，求職

者の履歴書の内容を一緒にみて，書いてあることが正しく書いてあ

るのか，確認したりする。求職している側も，１週間に１度はサイ

トにアクセスし，更新すべきことを忘れていないかをチェックする。

求職者は聴取日にジョブセンターに来なくてはいけない。重ねて来

ないと，次の機関に報告することになる。次の機関とは，保険でカ

バーされている場合は失業金庫であり，保険でカバーされていない

場合は自治体の援助金支給窓口である。もちろん，面談して，履歴

書をアップデートする以外に，求人情報が寄せられ企業が雇おうと

しているということであれば，面談に行かなければいけない。必要

な教育訓練を奨励されたら，それにも行かなくてはいけない。これ

らの義務を怠ると不利益を受けることになるが，罰則を科すことは

滅多にない。失業してきた人は，ここが支払って教育を受けさせる。

費用はジョブセンターが支払う。教育機関は民間だけではなく自治

体がつくるものもないわけではない。  
失業保険を受けている人についても，ジョブセンターを経由して

訓練する。アクティベーションセンターも活用する。アクティベー

ションセンターは，種々の訓練プログラムを提供しており，プログ

ラム内容はインターネットで公開している。ジョブセンターの職員

はそれらの内容を確認しながら，求職対象者に適当な訓練プログラ

ムをあっせんしている。例えば，この近くのホテルにおけるデンマ

ーク語の研修プログラムがあるが，ふさわしい対象者にはその研修

を提供している。木工技術や機械技術の研修プログラムもある。民

間企業に委託することもある。企業としては求職者をトレーニング

し，費用はこちらが支払うシステムである。企業から「こういう人

を必要とする」「こういう訓練が必要」となれば，その間の賃金はこ

ちらが払う。  
AMU は労働市場における教育職業訓練としておこなわれてきた

ものであり，1 つの資格として認められているが，現在は職業学校
に統合されている。  
本人がすぐに入れる職場があるときに，それでも別の職場がいい

と言って就職を拒否すれば，カウンセリングで話しをすることにな
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る。それでも嫌だと言えば，失業給付がでてこないことになる。  
ジョブセンターにおいて，求職者が努力してないという評価をし

た場合やマッチングのグループ分けにあたり，求職者と意見が対立

することがある。たいていは話し合いで解決するが，解決できない

場合は，求職者は外部の苦情申立の制度を利用することになる。グ

ループ分けについての苦情はあまりないが，努力していないとの評

価や訓練先についての苦情はよくある。  
５ 求職者の分類  

求職する態勢ができているかどうかについて判断する。システム

を変更し，いまは求職者を３種類のマッチンググループに分類して

いる。  
グループ１は，就職先があれば，いつでも就職することができる

状態で待機している人々。こちらは方向付けをしてあげる。  
グループ２は，職場に戻る気はあるが，失業期間が長期となって

いるため，復帰のために多少のトレーニングを要する人々。訓練の

内容は幅広い。例えば，新しい機械が使えるように，１週間のトレ

ーニングですむ人もいるし，健康の問題で以前出来たことができな

くなってしまったため新たな技能を身につける人もいる。こちらが

提供するサービスは，数週間のこともあれば，何年間に及ぶことも

ある。  
グループ３は，いますぐ講習や訓練を提供できない人々。例えば，

健康状態が悪い。こうした人々は保健関係へ回す。治ったら，グル

ープ２に行ってもらったりする。どこの医療機関に行って，そこで

きちんと通院を続けているかといったことを把握する。  
ここのジョブセンターは，マッチグループ３の人が比較的多い。 

６ 失業認定手続き  
失業した場合には，まずジョブセンターにおいて登録することが

必要である。コールセンターあるいは受付でデータを登録する。失

業時において失業保険に加入している者は，失業したことを，電話

で伝えるだけでよい。保険に加入していない者はジョブセンターに

出頭しないといけない。保険加入者は失業保険給付が切れた場合に

は，ジョブセンターに出頭することになる。また，登録後３ヶ月内

に職に就けなければジョブセンターで面接することになり，その後

も職に就くまで３ヶ月ごとにジョブセンターで面接することにな
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る。  
出頭者がきちんとした履歴書をもっていない場合，その場で自分

で作ってもらう。履歴書を自分で作成できない場合，職員が話し合

いをしながら最終的なものをつくる。あとはどのマッチグループが

相当かを判断する。マッチグループ１の場合は企業と連絡をとる。

１週間とか短期間のうちに，どこで何をするのか，合意する。２～

３週間内に成功すればよいが，ダメだとここ（ジョブセンター）に

戻ってくる。新たな聴取を通じてマッチグループが妥当であるか検

討，または具体的に企業・雇用者を指定して，そこへ求職活動を行

わせる。マッチグループ２の場合はすぐには労働市場に出られない

ので，職場復帰に向けてのプランをつくっていく。企業に補助金を

交付して職場確保が可能となるかも検討する。マッチグループ３の

場合は，適当な次の連絡する機関を探す。保健関係などである。  
７ 活動資金と援助の方法  

最初に資金は国からでるといったが，特別のプロジェクトの場合

には自治体から出ることもある。  
フレックスジョブの援助。職をもっている人が怪我をした場合に

は，以前通り仕事できない。雇用し続けるために，必要な金額を助

けることもある。求職者が企業内において就労訓練が必要な場合，

補充人員のための援助を企業に支出することもある。  
地域的な問題もある。コペンハーゲン市においては，団地内に事

務所を設置し，各関係機関と提携して世帯全体を対象とする援助を

している地域もある。こちらの職員が現場に出かけ，就労継続でき

るように指導援助している。  
ジョブネットのウェブサイトには，求職情報と求人情報の双方が

掲載されている。どんな人がどんな仕事をさがしているかわかる。

求人はどんな職があるかわかる。  
完全にマッチすることは現実にはおこらない。完全にするために

どうすればよいか。何を探して何が出てこなかったのか，一緒に考

えて，訂正したりする。ウェブサイトは双方が書き込めるだけでは

なく，その他，どんなところにジョブセンターがあって，どんなと

ころを使えるかなども掲載している。ウエッブサイト作成の目的は，

職を求める側も，職を提供する側も，ここで探せるようにする。ジ

ョブセンターに来なくてもある程度探せるようにするためである。 
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８ 失業給付期間  
どれだけ長い間給付を受けているか。２～３年が８．９％。失業

期間は個人幅が大きい。ジョブセンターで仕事を探したあとの統計

によれば３０％の人は１か月以上の仕事に就いている。失業保険加

入者の場合，失業後３か月で３分の２くらいが職をみつけている。

保険未加入者は５～６か月かかって３分の２くらいが就職してい

る。２年くらい前と比べると，失業から就職までの期間が長くなっ

てきている。  
９ ジョブセンターの職員  

ジョブセンターの職員の資格はとくに定義されていない。いろん

な人が入ってくる。ソーシャルアドバイザーが典型である。大学卒

でないといけないということはない。ケースワーカーは１６０人く

らい。１職員当たりの担当求職者人数は，グループ２とか３だと８

０～１００人くらいか。  
ジョブセンターの職員について，企業のなかにおける訓練が必要

と思われる場合には，外の企業に研修に出すこともある。  
ジョブセンターの職員は，マッチグループの１の人に対しては，

ほとんど顔をみることもない。担当となることもない。グループ２

や３だと担当が必要になる。１でも，３か月ごとの面談を始めない

といけなくなるときは，最初に記録をとった人が担当者となる。グ

ループ２と３は，最初から担当職員を決めている。  
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訪問録１１ デンマーク労働総同盟（ＬＯ）  
 
【訪問日時】 ２０１０年９月３日（金）午前９時００分～午前１１時

１５分  
【場  所】 ＬＯ本部  
【対  応  者】 Ane Kristine Lorentzen（アネクリスチーネ・ロレンツ

ェン）氏  
Michael Jacobsen（ミカエル・ヤコブセン）氏  

【概  要】 ＬＯは，デンマーク最大のナショナルセンターであり，

組合員は約１２０万人。2010 年現在，デンマーク労働者の
５９％を組織している。他にＦＴＦ，ＡＣ，ＬＨといった

ナショナルセンターがあるが，ＬＯの特徴は，比較的教育

水準の低い労働者を組織している点にある。ＬＯの傘下に

は，産業別労働組合や一般労働組合が加入している。傘下

の労働組合は，統合・合併によって規模が大きくなる傾向

がある。労働協約は，ＬＯと使用者団体のＤＡとが中央労

働協約にて手続や平和義務等大枠について締結し，具体的

な賃金その他の労働条件については，傘下の一般労働組合

や，産業別労働組合レベルで締結し，さらに細目について

は職場レベルで労使交渉が行われる。  
       各職場で選出される職場代表が事実上，非常に重要な役

割を担っている。解雇手続についても，一定規模以上のも

のについては，職場代表に通告され調査・協議がなされる

仕組みである。  
 
１ デンマークの労働組合の歴史的背景について 

(1) 組織化への道  
デンマークの労働者の組織化は 1800 年代から始まっているが，

もとは社会民主党から起源が発している。政党から独立した組合

の設立は 1800 年代後半からになる。  
当初は，手に特殊な技術ある男性労働者（靴屋など）が労働組

合を結成し始めた。その後，特別な教育のない人たちの労働組合

ができるようになった。建設関係が中心であり，煉瓦職人などは，

このような技術のない人の組合に入ることになった。  
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(2) 9 月合意（1899 年）  
デンマークの労使は，1890 年代後半に大規模な争議に突入し

た。労働者側は，100 日以上にわたるストライキを打った（一方，
使用者側は 4 万人規模のロックアウトで対抗した：国立博物館の
資料より）。  
この結果，有名な「9 月合意」が成立し，労使が一定の妥協を

した。このとき，労働組合の規則ができはじめた。現在の労働組

合は，宗教，人種とは関係なく結成されている。  
２ デンマークのナショナルセンターについて 

(1) デンマークには，４つのナショナルセンターが存在する。  
特徴は，教育水準の違いによって組織される傾向があるという

点である。  
   

デンマークのナショナルセンターの概要  
 

名称  組合員数  特徴  
ＬＯ  １２０万１００

０人  
デンマーク最大。教育水準の低い労

働者層を組織。熟練・未熟練労働者

や給与生活者，教育水準の低い公務

員等を組織する。  
ＦＴＦ  ３５万８０００

人  
ホワイトカラー層，公務員中心の労

働組合  
ＡＣ  １３万７０００

人  
大卒レベルの教育水準の高い労働者

を組織  
ＬＨ  ８万２０００人  主に指導者層，管理職層を組織する。

 
(2) 高い組織率  

高い組織率を誇っているが，近年やや低減傾向にある。特にＬ

Ｏの組織率の低下が顕著である。  
デンマーク全体では，以下のとおり，2010 年で７４％であっ

た。なお，デンマークの組織率には，失業者が含まれている点に

は注意を要する。  
① 1996 年に８１％で最大を記録  
② 2000 年 ７９％  
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③ 2010 年 ７４％  
 
３ ＬＯの現状について 

(1) 組織率と役割  
ＬＯの組織率は，2010 年で５９％である（2005 年の６５％，

2000 年の６８％と比較すると，この１０年間でかなり組織率が
低下した）。デンマークの労働者の労働条件は，ほとんどが労働

協約で決定される。  
政府と労働組合と使用者団体の三者がプレイヤーである。さま

ざま政策について，労働組合が諮問されることは多いし，使用者

も活発にロビー活動をする。労使は，賃金，労働条件にとどまら

ず，政治的なテーマで話をすることもある。例えば，教育訓練，

病気休暇等の措置，アクティベーションのあり方などである。労

働組合が政治献金をすることはない。  
(2) 組織率低下の原因と影響  

ＬＯの労働組合員が他のナショナルセンターに移っている。あ

るいは，労働組合を脱退して，失業保険基金で掛け金の安いとこ

ろに移る傾向がある。デンマークの教育レベルが向上するにつれ

て，ＬＯからＡＣなどの他のナショナルセンターへと移る傾向が

あり，ＬＯは必然的に組織率が低下してしまうという悩みを抱え

ている。  
他の競合する組合としては，西方の「職種の家」やキリスト教

系の組合がある。職種の家などは，サービスの範囲が限定されて

いるので組合費が安いという点で組合員を集めている。キリスト

教系組合などもあるが，紛争を解決するという団体ではない。  
(3) 傘下の労働組合  

ＬＯの傘下には，現在１８の労働組合がある。各労働組合の平

均組合員数は６万６７３７人と増加しているが，これは多くの組

合が規模の利益を求めて合併や吸収をさかんに行っているから

である。特に職種組合の数は減少している。  
例えば，金属労組（メタル）が 2002 年通信労組を吸収したり，

一般労組である３Ｆが女性の労働組合を最近吸収し，2011 年には
木材関係の労働組合であるＴＩＢも吸収予定である。３Ｆは，傘

下の労働組合では最大である。  
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但し，合併によって，組合員数が増えるわけではない。また，

実際には合併していってもそれぞれの組合の固有の性格は残る

ため，結局は，合併後にサブグループを作っている組織もある。

例えば，煉瓦職人の組合である。  
このようなサブグループの存在や活動がメディアを通じて報

道されると，あたかも分裂しているかのような印象を与えること

にもなっているが，一方では，ローカルレベルでの企業の枠を超

えたコミュニケーションが円滑になるなどのメリットもある。  
合併の背景には，個々の組合員に対する個人的サービスのニー

ズが拡大しているという事情がある。つまり，個々の組合員に対

するサービスの提供に組合の（物的・人的な）資源が必要となっ

ており，規模の利益を追求せざるを得ない事情がある。また，同

時に労働協約が徐々にローカル化されて，傘下の労働組合や職場

の組合が力を持つようになってきていることも合併の背景にあ

る。  
かつて，労働協約はＬＯとＤＡレベルのものが１つあっただけ

だったが，いまでは，末端の企業別の協約も多数できており，労

働協約にまつわる事務量も増大しているため，事務の効率化の観

点からも規模の利益が追及されることになる。  
(4) ＬＯの性格  

傘下の労働組合には，一般組合と職種別組合とがある。一般組

合は，特定の職種にとらわれない組合であり，熟練・未熟練を問

わない。３ＦとＨＫ（事務系）がその代表例である。  
職種別組合には，伝統的な金属労組や電気労組などがある。ま

た，公共事務に従事している公務労働者のための組合として，Ｆ

ＯＡがあり，公共部門の教育水準の高い労働者のための組合とし

て，ＳＬがある。  
４ 労働法と労働協約 

(1) 概説  
デンマークの労働条件は概ね，労働協約によって決定される。

最低賃金も職種ごとの労働協約で決定されるため，最低賃金法は

ない。  
ただし，ＥＵ指令が出ると，デンマークはＥＵ加盟国として，

国内法化の義務を負うため，デンマークの制度と抵触する場合に
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は，デンマークの従来の制度を覆すことがある。近年，デンマー

クの法規で変化があるのは，ほとんどがＥＵ指令によるものであ

る。  
ＥＵ指令が出ると，デンマークでは直ちに国内法化するという

よりも，労働協約にその内容を組み込んでいこうとする。最近，

臨時雇用指令が出た。デンマークの雇用省は，ＬＯとＤＡが協約

に組み込むまで法制化を待つという姿勢をとっている。協約に含

まれれば，法律にするという方針である。  
(2) ＬＯとＤＡ⇒全国組織⇒ローカルレベルへの流れ  

ナショナルセンターのＬＯと全国の使用者団体であるＤＡと

が，一般的な枠となるゲームのルールをつくる（中央労働協約）。

ここで，団結する権利をお互いに認め，協約が締結されると，協

約の有効期間中は相互に平和義務を負い，ストライキやロックア

ウトはできない（THE GENERAL AGREEMENT）。  
次に，ナショナルレベルでは，労使の全国規模の組織が協約を

結び，賃金，労働条件について取り決める（このレベルが事実上

の労働協約といえる）。  
ローカルレベル（職場レベル）では，各企業・職場での細目が

詰められる。ここでは，従業員代表（Ｓhop Steward）と使用
者が協議を行う。具体的な賃金の額，労働時間等の労働条件は，

こ の ロ ー カ ル レ ベ ル で 決 ま る こ と が 多 い （ The  Local 
Agreemet）。  
ただし，ローカルレベルでは，上位の協約に反する協約締結は

できない。  
(3) 協約期間  

最近では，４年間から２年間に協約期間が短縮化される傾向が

ある。この間は，平和条項があるので紛争は起こさない。つまり，

労働者側は，ストライキを打てない。意見の相違があれば，あく

まで交渉で解決を模索することになる。協約期間中に紛争を起こ

すと，迅速に罰金が課せられるという大変効率的な仕組みとなっ

ている。例えば，木曜日に違法なストがあったとすると，金曜日

に労働調停が申し立てられ，月曜日には事案が取り扱われる。こ

うなると，労働者は月曜日には仕事に戻っていなければならない。 
１週間で罰金額がきまる。これを払わないでストを続けていく
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と，罰金の額が増えていく。最近２０年で違法スト頻度は減って

きている。労使双方とも，交渉への出席義務がある。  
(4) 調停・仲裁  

協約の締結過程において労使紛争を解決するうえで重要な役

割を果たしているのが，労使仲裁裁判所である。  
独立した機関であり，法律に基づいて設置される。労働協約の

更改において，その場での仲裁をする仕組みであり，広い範囲を

カバーする。  
2010 年民間分野の協約改正をしたが，このときも調停によっ

て強力に解決された。民間企業の協約が４年間の期限を迎えた。

そうすると，ＬＯは協約の期限が切れたため，平和義務を負わな

くなり，ストをする可能性があると通告・宣言をする。  
これを機に，多数の協約改正の努力が行われ，解決に至らない

場合は，調停が行われる。ＬＯとＤＡが調停で妥協案を作り，こ

れを労使双方に提案し，それぞれが投票で可否を決める仕組みを

とっている。投票結果合計で決める。もちろん，労働組合側が受

け入れても，使用者がノーという可能性もある。今年は双方が受

け入れて妥結した。１９９８年は否決されてストライキに突入し

た。このときは，２週間ストライキが打たれ，政府が介入した。 
労働協約は常時その内容がアップデートされている。  
なお，解雇については解雇審判所という LO と DA が設置した

機関が存在し，そこで，最高裁判所の裁判官を交えて審理される。 
(5) 労働協約の執行  

賃金・労働条件の決定については，職場代表が大きな力を持っ

ている。職場代表は，組合員全員から選ばれた人であり，解雇さ

れない特権を持っている。労使には交渉義務があり，職場代表と

企業の代表が交渉することで多くの場合，労使の意見対立は解決

できている。合意に至らない場合には，ＬＯ・ＤＡのそれぞれの

産別レベルにあげる。それでも協議が整わない場合は，稀にＬＯ

とＤＡ本部に上がってくる。労使紛争の内容が，労働協約に反し

ているという主張がある場合は，労働裁判所に提訴することにな

る。  
労働協約の解釈をめぐる紛争については，労使仲裁（ Industrial 

Arbitration）を利用する。労働裁判所への提訴件数は，年間約１
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０００件でそのうち８００件はＬＯから提訴するもの。正確には，

2009 年の統計で，７６９件がＬＯの提訴であり，12 件がＤＡの
提訴であった。  
以前は逆にＤＡが組合の違法ストを理由に提訴する件数の方

が上回っていた。組織化されていない使用者が多いので組合が協

約違反を問題として提訴する件数が増えている。裁判の結果，組

合が勝つと賃金差額が支払われ，罰金を命じられることもある。 
(6) 協約の適用範囲  

企業内では，組合員・非組合員を問わず適用される。組合員よ

りも安い賃金で非組合員を雇用することを防止できる。  
労働協約の適用率は，民間が７１％，公共１００％である。こ

のように高い労働協約の適用率によって，賃金ダンピングが防止

される。また，安い賃金で雇用することに対しては，労働調停に

かけて差別待遇をやめさせることもある。  
５ デンマークの非正規雇用の実態 

(1) 利用の実情  
プロジェクト雇用や時間的期限のある場合に有期契約が利用

されることがある。正確なところが分からないが，全体の約５分

の１が非典型雇用になっている。非典型雇用は，経済危機が起き

る前は多かった。臨時雇用が多かったが，現在では減っている。

臨時雇用の活用という点では，外国人が問題になっている。臨時

雇いをあっせんする外国の人材派遣会社が労働者を送ってくる。

対処が難しい。短期間の者が多いので，問題を指摘しようとして

も，すぐに帰国していなくなってしまうからである。  
非典型雇用については，雇用省がその比率や実態について 2000

年に調査をしている。現在，新たな調査中である。非典型雇用の

労働者は，未組織率が高い。そのため，労働条件が劣悪で弱い立

場にあり，社会的にも孤立している。  
また，近年問題となっているのが，個人請負型の就労で，労働

者性について，グレーゾーンの者が増加している。雇用されてい

るのか，独立した自営業者なのかの判別が難しい。  
かつては，２０％を超えていた時期もあった。派遣労働も多か

った。当初は，事務職員に派遣が入ってきたが，これが工業や建

設現場へと拡大していった。また，プロジェクト雇用として有期
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で雇用される人は，かなり教育を受けている人が多かったが，教

育水準の低い人たちに拡大されてきたため，ＬＯが組織すべき労

働者の範囲に入ってきている。このため，ＬＯでも非典型雇用問

題は放置できない問題として，注目するようになっている。  
(2) 労働条件  

非正規労働者の労働条件は，一般的には低い。プロジェクト単

位の有期契約の場合は，もともと協約外であり，就労継続期間が

短いと，協約上の特典がそもそも発生しないことになる。また，

その場合は，協約の対象外となるため，最低賃金法もないデンマ

ークにおいては，時給 50 クローネでポーランドから派遣された
労働者が働いていても適法である（デンマーク人なら 150 クロー
ネ）。  

(3) 均等待遇についてのＥＣの指令  
デンマークでは，EU の均等待遇指令は国内法化されていない。

仮にこれが国内法化された場合には，派遣・有期と通常雇用の賃

金等は同じにならなければならない。パートタイム指令は，国内

法化されている。  
６ 解雇について 

大量解雇の場合は，ＥＵ指令によって，配置転換，教育訓練，労

使交渉しなければならない。人選の合理性については，通常，使用

者に選択の自由がある。妊娠，その他の宗教上の理由などによる解

雇は認められない。  
７ デンマークモデルについて 

北欧モデルは，労働組合の高い組織率に支えられた政治的発言力

を背景としている。  
フレキシキュリティ・モデルは，労働協約が基礎にあるモデルで

ある。使用者は，容易に解雇・採用ができる半面，手厚い失業手当

を認め，生涯教育を通じて技能や技術をアップデートしていく仕組

みに同意している。非典型雇用の問題点は，こうした生涯教育課程

にうまく乗らない点にもある。  
この点では，フレキシキュリティは，お金のかかる高価なモデル

といえる。デンマークが労働市場政策に使う費用は圧倒的に大きい。

ＧＮＰ比で４．５％を使っている。この効果によって，低失業率を

保っている。すなわち，解雇が容易であるために，短期的には失業
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が増えるが，使用者は景気が回復するとみれば，躊躇なく人を雇う

ことができるのである。  
解雇予告期間は，ブルーカラーの場合，勤続６か月で１日，最高

でも４か月である。ホワイトカラーは，勤続１２年で半年となって

いる。  
北欧モデルは，失業保障が手厚いが，一方で働くことを強く求め

られるアクティブな政策といえる。この点では，他の国に応用する

ことは困難である。フランスで試してみたが，失敗した。解雇事由

という使用者の利益に傾斜すると，うまくいかない。バランスが難

しい。失業時の保証を切り下げたり，積極的労働市場政策の予算を

抑えたりすると，今後は，雇用保障を充実させるべきだという議論

が出てくる。北欧モデルにおいては，どのような産業が伸びていく

のかについて敏感でなければならない。  
８ 質疑応答  
Ｑ 組合員になるメリットは何か。  
Ａ 職種別組合であり，失業保険制度を持っている。メリットがあ

るかというよりも，失業保険にも入り，組合にも入ることがごく

自然なことだと受け止められている。  
組合員であれば，賃金その他の労働条件について労働協約が締

結され，協約の内容を向上させるべく，活動することになる。団

結をすれば還元される。そのことが理解されている。また，解雇

その他の労働条件について問題が生じた時は，組合員であれば，

組合でその問題を取り上げてもらえる。解雇の苦情であれば，解

雇審判所で対処してもらえる。非組合員は裁判所しかない。また，

組合にはコンサルタントがいて，相談に乗ってもらえるし，法的

紛争となれば，組合がいわば弁護士の役割を果たす。疾病・負傷

の際のケアも組合が行っている。  
Ｑ 失業保険の給付期間が４年から２年に短縮されたと聞いたが，

ＬＯはどのように対応したのか。  
Ａ ＬＯは，この動きに反対してきた。改正の根拠は国家財政難で

あった。国家財政の問題を労働者に転嫁しないよう働きかけてい

る。  
Ｑ 手厚い失業保障がフレキシキュリティの要素ときいた。それが

弱まって，影響はないのか。  
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Ａ 影響あると思う。実際に失業保険給付の短縮の影響が出てくる

のは，２０１２年７月１日から。規則が施行されたのが今年の７

月１日からなので，このとき以降に失業保険を受けることになっ

た失業者が２０１０年７月１日に２年で給付が切れることにな

る。ここで，どうなるか，影響を見極めたい。  
Ｑ 解雇予告期間について，ブルーカラーとホワイトカラーとで期

間が異なるのはなぜか。  
Ａ ブルーカラーは，労働協約で解雇予告期間を決めている。ホワ

イトカラーは，法律がある。ブルーカラーは，仕事が景気に左右

される傾向があるため，ホワイトカラーよりも短い期間となって

いる。使用者に対する配慮である。予告期間は労働協約上は，安

定しており，あまり変わっていない。  
Ｑ デンマーク人は転職に抵抗がないと聞いたが，事実か。  
Ａ 毎年転職することをいいことだと思う人の割合は，ＥＵの中で

もデンマークが非常に高い。労働者が転職を積極的に受け止めて

いる。使用者を変える回数はデンマークが一番多く，平均して，

一生に６回近く転職する。一方，オーストリア，スロベニアは３

回以内である。特に，非典型労働に限らず，普通の正規の労働者

が転職を繰り返している。そして，それをいいことだと思ってい

る。しかし，これは，失業時の保障があるからである。  
Ｑ 労働組合の組織率が低下しているのはなぜか。また，その対策

はどうしているか。  
Ａ 若い人の間で，個人主義化が進んでいるのが一因である。経済

危機前は，若い人は，色々考えなくても自分でやっていけると考

えていた。しかし，労働市場が悪くなると，組合に参加する人が

若干増える。ＬＯについて言えば，教育水準の向上によって，低

学歴層の組織率が低下しているということはいえる。構造が変化

しているということだ。  
Ｑ 解雇は自由なのか。  
Ａ 解雇がしやすいことは事実だが，正当な理由のない解雇は労働

協約上できないことになっている。ただし，不当解雇の保護を受

けるには，勤続年数がある程度ないといけない。また，ＥＵの指

令によって，性別・年齢・人種による差別的解雇は許されない。 
Ｑ 職場代表は具体的にどのような機能を果たしているのか。  
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Ａ 職場代表は職場全員を代表して使用者とやりあう一番重要な

役割を担っている。労働協約のローカル化の進展に伴い，職場代

表の役割は重要性を増している。賃金でも，職場代表が使用者と

やりあう。最低賃金だけ上位の協約で定め，後は，職場代表がや

りあう方式が定着している。大量解雇の場合など，職場代表が予

告を受けて，協議に入る。  
  ただし，職場代表になりたがる人が少ないのが悩みである。職

場にＬＯ以外の組合員がいる場合の職場代表の選出手続につい

ては，特別な規則はなく，それぞれの組合から出すこともある。 
 
【提供を受けた資料】  
１ 日弁連調査用に作成された英語版パワーポイントの印刷物  
２ パワーポイントデータ  
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訪問録１２ 雇用省 

 

【訪問日時】２０１０年９月３日（金）午後１時００分～午後３時３０分 

【場  所】雇用省 

【対 応 者】  Leif Christian Hansen（ライフ・クリスチャン・ハンセン）氏

(労働市場局) 

      Thomas Molsted Jorgensen（トマス・モルステッド・ヨーウェ

ンセン氏(年金局) 

【概  要】 

雇用省は，デンマークにおける労働市場政策に係る政策立案を担当す

る国家機関である。雇用省には，労働局，労働市場局，年金局などの局

が設置され，労働局は失業保険基金を，労働市場局は４つの雇用行政区

(リージョン)をそれぞれ下部機関とし，労働市場局がリージョンを通じ

て各自治体が管轄するジョブセンターを監督する等してデンマークの

労働市場に関与している。 

失業者の求職活動や就労までの計画作成，支援等の具体的業務を担当

するのは自治体が管轄するジョブセンターであるが，雇用省も，法律に

よる業務内容の規定，毎年雇用省大臣による目標設定，リージョンを通

じての業務内容の把握，予算措置等を通じての指導等により，ジョブセ

ンターの指導監督を行っている。 

同時に，積極的求職者には国からの支給額を増やすなどの政策によ

り，自治体にアクティベーションプログラムを促し，積極的就労を実現

させたり，労働力活用のための年金支給のあり方について政策研究を行

うなど，積極的労働市場政策を維持するための各種政策を検討，策定し，

実行している。 
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１ 雇用省の組織概要 

Organisational chart for the Ministry of Employment 
(www.bm.dk, www.ams.dk) - (The Ministry of 
Education: www.uvm.dk)

 

 

雇用省の組織は，上図の組織図の通りであり，雇用局の直轄機関と

して労働局，労働市場局や年金局などがあり，年金局，労働局，労働

市場局が失業保険基金の管轄局となっている。 

２  デンマークのフレキシキュリティ・トライアングル (flexicurity 

triangle)の構造 

デンマークのフレキシキュリティ・トライアングルは，下図の通り，

雇用も解雇も容易であり雇用への保護が低いことや職業の流動性が

高く，新規就職者と失業者等の構成上の変化が速いなどの特徴を有す

る「柔軟な労働市場」，失業者に対する手厚い収入保障等を特徴とす

る「失業者の利益保障」，雇用を確保するための「積極的な労働市場

政策」という三者の相互関係を特徴とする。 

この三者構造の中で，雇用省は，積極的な労働市場政策を策定する

ことを主な役割としている。  
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The Danish flexicurity triangle

Flexible 
labour 
market

Unem-
ployment 
benefits

Active 
LMP

Low employment protection:
Easy to hire and fire

High job mobility (23% turnover)
Rapid structural change:
800.000 job openings (pt 500.000)
250.000 jobs disappear, >270.000 new jobs
420.000 unemployment spells

Income security Unemployment benefits, until now 4 
years (in the future 2 years) duration incl. activation, high 
compensation for low-wage groups (90%), average 
replacement rate app. 60-65%
(Un-insured Social security benefits)

Employment security Active 
labour market policy, Activation,

Right and duty, Individual Job Plan

 

３ デンマークの労働市場の構造 

２００９年８月に現在のデンマークの労働市場の構造が出来上が

った。現在は，求職者は失業保険基金の加入者か否かにかかわらず，

９１ヶ所のジョブセンターを窓口として求職活動等を行う。ジョブセ

ンターは，４つの雇用行政区(リージョン)を上部機関として，各自治

体が管轄している。４つのリージョンを労働市場局が管轄している。 

２００９年８月以前は，国が「ＡＦ」という職業斡旋窓口を５６ヶ

所設け，失業保険基金の加入者は，ＡＦを通して求職活動等を行った。

失業保険基金の未加入者は，２７５ヶ所あった自治体のジョブセンタ

ーを利用するという構造だった。ＡＦも自治体のジョブセンターも両

者に共通するのは，積極的に求職活動をしなければなければならず，

それを実行しない者には，アクティベーションプログラムが開始する

というシステムであった。 

しかし，このような従来のシステムは，国と自治体がそれぞれ管轄

する二つの機関が併存するため，使用者側は，国のジョブセンター，

自治体のジョブセンター双方に対応しなければならない不便や，利用

者側からの，失業保険基金加入の有無の違いで，異なる窓口に行かな

ければいけないことへの不満の声が指摘されるようになり，現在のよ

うに窓口を一本化して，統合することとなった。 

統合の過程で，自治体が責任機関となったが，国も雇用に関する４
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つの行政区(リージョン)を通じて，各自治体のジョブセンターの様子

を把握し監督している。また，毎年，雇用省大臣からジョブセンター

の目標が呈示されており，国も自治体任せにしているわけではない。 

雇用省，４つのリージョン，各自治体レベル，それぞれにおいて，

公労使からなる雇用審議会が設置され，それぞれの立場からの意見が

反映されるシステムも設置されている。 

その他の労働市場の構造としては，労働局の管轄下に２９の失業保

険基金がある。失業保険基金未加入者については，社会福祉事務所が，

現金扶助窓口となり公的扶助である生活費を支給している。 

その他に，外部機関として，民間でジョブセンター同様の業務を請

負っている機関がある。ジョブセンターを通じて仕事が見つからない

場合に，このような民間機関に送られ求職活動等をする場合もある。

このような民間機関で新たな研修を受け，ジョブセンターが発見でき

なかった技能が発見されることもある。こうした外部の民間機関を大

いに活用すべきか否かについては，保守系議員は民間を活用すべきと

の意見傾向が強いなど政治的背景もある。 

上記の現在の労働市場の構造は，下図のとおりである。 

The Danish labour market

Minister for Employment

National Labour
Market Authority

Regional
Employment 

Councils

91 Integrated job centres 
for all job-seekers (insured 
and uninsured)

Local
Employment 

Councils

National
Employment

Council

98 
municipalities

New structure August 2009

4 Employment regions

Full responsibility of the 
municipality,
State subsidies

External service
providers

29 unemployment
Insurance funds

98 Social
Welfare offices
- Cash benefits

National Directorate
of Labour

 

４ 労働市場政策における法則について 

下図のとおり，デンマークでは，公的扶助を受ける者も失業者も，

積極的に求職活動をし，就労のための教育の受講を求めるなど積極的
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な姿勢を示す者に比し，単に金銭的給付を受けるだけの受動的な姿勢

しかない者は，国から支払われる金額は低率の金額しかもらえない。

例えば，公的扶助は，積極的な者は支払われる金額のうち国から６

５％が支給されるが，受動的な者は３５％しか支給されない。その分

自治体の支出率が高くなる。 

そのため，自治体にとっては，積極的な動きをした方が費用を節約

できるため，積極的なアクティベーションプログラムを策定し，実施

するインセンティブとなる。 

Active Passive Active Passive Active Passive

Unemployed Social assistance Sick leave Anticipatory
social

pension

Management principle 2:
Economic incentives are vital

The state

The municipality

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

 

５ デンマークにおける年金システムについて 

デンマークの年金システムとしては，第１に，６５歳を超えれば全

国民が受給できる国民年金がある。第２に，市場で広がっているのが，

各自が年金を積み立てる年金基金である。 

第３に，労働市場からの早期退職を促し労働市場を創出するという

政策的目的で作られた制度として，自主的に労働市場を去る６０歳以

上の人に拠出される年金がある。 

第４，障害を有するなど６５歳以前でも就労能力が不足している人

のための年金がある。この年金の受給者には，若年者や精神障害者が

増加しており，現在年金局として関心を寄せている。 

この他に現在，年金受給年齢である６５歳を超えても仕事を継続し

たい人たちの存在に関心を寄せている。このような人たちは，年金受
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給年齢を上げることも可能であるし，仕事をしながら一定額の年金を

受給することも可能である。 

将来的には，平均寿命も上がるので，それにしたがって年金受給年

齢を上げていくことを決意している。 

当面は，ＯＥＣＤのラインに沿った政策を考えており，年金受給年

齢を上げ，就労不能になる人の数を抑える施策をとる予定である。 

６ 質疑応答 

Ｑ 失業保険給付期間の短縮した理由は何か。 

Ａ 従前の失業保険期間である４年は国際的にみて長い。多くの失業

者がかなり早く再就職先を見つけている現状もある。経験をとおし

て分かっていることは，期間を区切った方が失業者も積極的に求職

活動等に動くということである。それと同時に積極的な労働市場を

もっているので，色々な方面から失業者の再就職に向けた支援する

ことができる。勿論原因として今回の金融危機の影響があり，従前

から短縮の意見は出ていながら実現しなかったものが実現したと

いう要素はある。 

  また，現在はまだ失業率が高いが，将来は労働力が不足すること

が目に見えて分かっている。その対策として年金，就労能力不足し

ている人についても長い目で見た対策が必要であると考えている。 

Ｑ 失業給付の短縮でゴールデントライアングルと言われるフレキ

シキュリティのバランスは崩れないのか。 

Ａ そのような懸念は承知しているが，フレキシキュリティを保つた

めには国内で新しい雇用環境を作る勇気が必要である。雇うのも解

雇するのも勇気がいるが，それらがある程度容易でないと雇用創出

は難しいのではないか。次期政権が野党に移り，給付期間が２年半

から３年くらいで落ち着く可能性があると分析している。 

  例えば，９００人の従業員を抱える金属関係の企業が，そのうち

の３００人を経営上の理由で解雇し，間もなくして，新しい受注が

あり，結果９０名雇用しなければならなくなったという事態が生じ

た場合，解雇した３００人に連絡をとって，雇用期間の保障はない

が，９０名を雇用しないといけないことを通知して再度雇用するこ

とができる。これが可能になるのはフレキシビリティのシステムが

あるからである。これができないと，この企業は残った６００人に

残業をさせる事態になってしまう。このように労働環境を維持する
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上でもフレキシビリティを保持していくことが大切である。 

Ｑ 積極的労働市場政策の中で最も力を入れているものは何か。 

Ａ 積極的労働市場政策は，就職斡旋システムの能率化，雇用市場を

どのように保障するか等幅広く存在する。とりわけ，企業に対して，

労働力を確保するための政策を用意しなければならない。そのため

に，就職斡旋があり，教育訓練があり，失業者のアクティベーショ

ンもそのような観点から用意された政策である。 

  積極的政策の中で，最終的な目標は，労働力は増やしていくこと

である。ジョブセンターにおいても，失業手当や公的扶助を受給す

るより，雇用に移行するようにしなければならない。そのためには，

失業者がなるべく早期に仕事に戻れるようにしないといけない。実

際に教育訓練を提供することについては，失業者を学校に行かせる

ことはかなり高価だが実際にどこまで効果があるのか疑問視する

声もある。しかし，少なくとも若年の失業者に対しては効果がある

だろう。失業者は，毎週１回ジョブセンターに連絡をしなければな

らない。仕事は自分で見つけるものであり，受動的姿勢だけではい

けない。勿論人の個性は多様で，積極的姿勢をとれない人もいるの

で，そのような人に腰を上げられるよう助力しないといけない。 

  労働市場と全く関係がないより，数時間や短期間しかできなくて

も，仕事をした方がよい。大切なのは，企業が労働力を必要とした

らいつでもある状況に持っていくことである。 

  積極的対策がジョブセンターで解決できるのであれば，それが一

番いい方向であろう。 

Ｑ 労働者，失業者に教育訓練を施して，生産効率を高める，産業構

造を変えるという考えがデンマークにあるのか。 

Ａ 勿論ある。失業者に対してどこまでお金を使うかということを全

体とのバランスで考えている。 

  介護士などは教育訓練をして需要に見合う成果を出しているが，

数字的に見ると，教育と就職率の相関関係は見られない。そこで，

組合は，長い目でみた時には必ず結果が出るはずだと言っている。 

  こちらとしても訓練をすることに反対ではなく，資金の半分程度

を費やしている。 

 教育や訓練で価値があると思われるのは，実際に教育に就いている

人に上級の資格をとれるよう教育することの方にあると考えてい
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る。これらの職業教育は，雇用省の管轄ではなく，教育省の管轄で

ある。 

  職業教育は，教育機関の中で，既に労働市場に出ている成人等を

対象に行われている。その間は給料を出す企業もあるし，給料が不

十分又は出ない場合には，国から所得補償がある。こうしたプログ

ラムに１年間に約６０万人が参加している。１２０の学校がそのよ

うなプログラムを提供している。２００６年の数字では，延べ６１

万人の参加者となっているが，実際の頭数は約３１万人しかいなか

った。そのうち６分の１が失業者であった。 

Ｑ 職業訓練をすれば別の就職の需要があるのか。解雇されながら失

業率が高くならないのはなぜなのか。 

Ａ さまざまな理由がある。ブルーカラーについては解雇について法

律規制はなく協約のルールがある。デンマークの労働市場はいつも

変動があり，活気がある。中小の会社も沢山あり，雇用の可能性が

数として大きい。 

  その他の要因として，人口構成，戦後のベビーブーム後年金受給

者が急増したことによる労働力の減少，外国からの労働力の流入，

若い人，失業者へのアクティベーション政策の実施がある。 

Ｑ 産業構造の転換が十分にできていない段階で，グローバリゼーシ

ョンがある以上，デンマーク国内だけで労働力が増えることになら

ないのではないか。 

Ａ 例えば，９０年代から２０００年代に入るころ，以前国内であっ

た繊維産業の分野で企業が外にでていったが，あっという間に新し

い労働市場ができた。それがフレキシブルな労働市場であり，そう

した反応や転換が早い。 

  デンマークの産業構造として多いのは，例えば「レゴ」，音響の

ＢＭＯのような利益率の良い隙間産業，そして医薬品の分野があ

る。その他，繊維産業が国外にでた後はデザイン産業，ライフスタ

イルの疾病(生活水準が上がることでの疾病，糖尿病など)に対する

サービス産業，食品加工等。面白い例として，豚の耳を製品にし，

豚を交配していくと耳が大きくなることを発見した例もある。 

Ｑ デンマークでは，雇用審議会を通じて公労使が政策立案に関わっ

ているようだが，政策合意はされているのか。雇用審議会のプロセ

ス，政策，法律への反映の状況を教えてほしい。 
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Ａ 雇用審議会は，国，地方(リージョン)，自治体レベルの３段階に

設置され，組合，使用者，行政の３パートナーで構成され，それぞ

れの代表者が出る。 

  雇用審議会は，勧告するだけの機能であり，政策合意を含め何か

を決定する機関ではない。内部で合意することが大事ではなく，そ

れぞれが意見を表明することが重要である。 

  デンマークは，労働者側，使用者側の組織率が高いので，それぞ

れの意見を述べることで十分民意が反映される。それぞれが意見を

表明することで社会的責任が自覚できるので，紛争につながること

も少ない。 

  このような三者による機関は，教育等多様な分野で設置され，十

分な意見交換が行われている。 

Ｑ 国レベルでの社会扶助の数はどのくらいか。受給率はどのくらい

か。 

Ａ 就業年齢を３００万人いるとみると，８０万人が社会給付を受け

ているが，デンマークでは育児休暇や病欠の場合もかなりの金額が

でるし，就労不能になった場合の年金も出す等外国と比べても色々

な面で手厚く手当を出しているので，社会扶助の数や受給率は目安

として意味は薄い。また，就業率が低いということでもない。 

  実際の就労年齢層にあって何も仕事をしないで援助を受けてい

る人はせいぜい５万人である。家庭の主婦はほとんど存在しない。 

Ｑ 年金の財源は税だと思うが，年金受給年齢を上げるのは財源の問

題か。定年も引き上げるという話もセットなのか。 

Ａ 財源の問題と言うより労働力不足が目に見えているからという

問題である。また高齢でも健康なので，お金を出す必要がないとい

うこと。要するに年金を出さなければ定年が上がっていくし，先程

の６０歳からの年金も不要になるのではないか。能力のある人が失

業しているのはもっとお金がかかる。 

Ｑ 最低賃金を法制化する議論はないのか。 

Ａ 最低賃金の法規制の要望が議論として出てくるとすると，外国人

労働者の問題においては，雇用する側も労働者側も最低賃金の規定

を要望する声がある。 

  立法化の予定は現時点ではない。 

Ｑ ジョブセンターの業務内容について共通の事項を国が決めてい
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るのか。 

Ａ ジョブセンターの業務内容について，大枠は国の法律で決められ

ている。 

  失業者は，ジョブセンターで登録をして，ジョブパークを通じて

履歴書を提出し，毎週ジョブセンターは失業者と連絡をとり，３カ

月に１回は，求職活動の状況等についてインタビューをしなければ

ならず，それでも一定期間失業状態が継続していたらジョブセンタ

ーと相談して就労までのプランを策定するなどの内容が決められ

ている。 

Ｑ 上記の規定を守っていないジョブセンターに国が指導するのか。 

Ａ 例えば，３カ月に１回のインタビューをしていないことが分かる

と，国からジョブセンターへの支給額を減額する。 

  ジョブセンターを管轄する行政区（リージョン）がジョブセンタ

ーにアシスタントを派遣してジョブセンターの業務を手伝い，ジョ

ブセンターがやるべきことをやっているか把握している。やるべき

ことをしていないことが分かれば，リージョンが雇用省に持ち上げ

て，指導が入り，それでも改善されなければ，当該自治体のジョブ

センターの権限が取り上げられる。しかし，今までそうした事例は

ない。 

Ｑ 民間機関(external service providers)の役割は。 

Ａ ジョブセンターと類似のサービスを外部の民間機関が行う。 

  また，あるグループ対象のサービスを実施する機関を入札で決め

たりする。例えば，５０歳以上の技術のない女性に技術を与える教

育をすることを担当する機関や人を求めるなど。 
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