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労働者中心の社会って？ 

～クソな労働からいい働きへ～ 

 

 「労働者や労働組合が権利のために闘うのはいいが、彼らはどんな社会を創るのか？」あ

るいは「労働者中心の社会っていうが、それは今よりいい社会なんだろうか？ちゃんと回る

のか？」という質問がある。 

 「賃労働と資本」の学習の中途だが、“歴史的な変わり目”ともいわれる今、一旦、“労働

者中心の社会”について議論してみたい。「税金を払わない“金持ちと多国籍企業”のない

社会、原発のない社会って、どういう社会を創ることか」 

前回のプチ労では、2005 年の産業連関表という政府統計を使って、“一体、今、どのくら

いの搾取があるのか？”を推定したが、この同じ統計を用いて、マルクスが“賃労働と資本”

以外で言ったことやその他の人々が言ったことも参考にしながら、“労働者中心の社会”を

試算する。 

⇒後添：試算“労働者中心の社会って？” 

 

試算の前提など補足説明と論点は以下のとおり(内容は 3 ページ以降)。 

＜補足説明＞ 

１． 「資本」を廃絶して“社会的ファンド”へ 

２． “労働者が創る社会”の運営の基本として「搾取」から“社会への拠出”へ 

３． 企業の形態は、「会社」から“労働者評議会”へ 

４． 労働時間の短縮⇒“社会的必要労働時間”へ 

５． 社会の生産額≒あらたに産み出す価値 

６． 賃金⇒“社会的必要労働”に対応する“保証賃金”へ 

７． 働けない人への一律年金の給付⇒“生きていることが価値：みんなが労働者”（「みん

なが搾取されている」から“みんなが価値を生む”へ） 

８． 医療費、教育費無料。住宅費補助 

９． 今の政府予算の話と国債の返済 

 

＜論点：順不同＞ 

１． まだ不平等？ 自由じゃない？ 

２． 「社会は回るか」？ 今より「効率的」じゃない？ 

３． “働く意欲”を失うのか？ 

４． どうやってやるのか？ 

５． 「ブルジョア経済学」的には、「生産縮小＝物価上昇」を招き成り立たない？ 

６． 「国境」とか「移民」はどうなるのか？ 



＜補足説明＞ 

 

１．「資本」を廃絶して“社会的ファンド”へ 

・資本は、「増えることを自己目的にする財貨」 だから、今ある私的な財産の多寡は問題

にしない。例えば、100 坪・何億円の邸宅、年金収入を補うために保有する賃貸アパート。

土地の所有権は社会で認められた“使用権”にする。また、“相続権”は残るが、今より

多い数億円の控除をした後の残価値は、社会へ拠出する。 

・退職金の一部で持っている株・投資信託。これら“一般、大衆小口株式”は額面金額を返

済。 

・一方、移行時の労働者個人の借金（学生奨学ﾛｰﾝ含む）は、以下の“資本の社会ファンド

化”で“「資本」への金利・配当なし“となり、“金利棒引き、元金返済のみ”。 

◎「資本」は“社会ファンド”へ。機関投資家、役員の保有株式、それから社員を会社にし

ばりつける社員持株の相当額以上を“社会への拠出”へ。 

ここ専制的。革命。「過去の搾取」を“社会ファンド”へ！ 

・個人への株式返済もあり、「資本」≒“社会ファンド”の規模は 2/3 位に縮小。 

 

２．“労働者が創る社会”の運営の基本として「搾取」から“社会への拠出”へ 

・従来、労働者が創造した価値から「知らないうちに」資本に搾取されていたものを“労働

者が創造した価値のうち○○を社会に拠出する”ことが社会運営の基本。 

・社会的に決めた“保証賃金”以外を拠出する。これ以外に「税金」「社会保険料」なし。 

・“共同体”を取り戻す。 

 

３．企業の形態は、「会社」から“労働者評議会”へ 

・労働者の自主管理の形。“代表者は労働者の委任を受け、いつでもリコール可能。任期は

1 年程度で持ちまわり。“ 

・社会全体としても、「政府・議会」の代わりに“労働者評議会代表者会議”が運営。 

・1 人でも“企業”＝“労働者評議会”。芸術、農業も。 

・企業を評価する指標は、資本の利益≒利益率から“保証賃金支払いと社会への拠出”へ 

・現在ある企業は、運営可能なら「国有」も「民間」もなく、すべて“社会有”としてその

まま運営。必要に応じて「大企業」は、“労働者評議会”として運営可能な規模に分割。

それから、労働者は、公務員も民間労働者もなく、社会の“共務員”。 

・“保証賃金”を支払えない企業は、廃業、整理・統合される。一方、“週 30 時間”を超え

る部分では社会への拠出は求められないので、評議会の合意のもとに、各評議会の拡大や

ボーナスのための余剰を創る。 

 

４．労働時間の短縮⇒社会的必要労働時間へ 

・現状は、先進国トップの労働時間。 

・「労働者が社会を創る」⇒「社会的必要労働時間」をみんなで決める。例えば 3 カ月に一



回、社会の生産の必要額と賃金の水準を組み合わせた選択肢から、社会構成員全員（学校

教育を受ける“子ども”を含む）がインターネットで投票。“政治を日常へ” 

・「週 30 時間働けば、あとは“自由”」⇒個々人の選択に応じて、この“自由時間”に“企

業”して働く場合、また、既存企業で追加で働く場合には、“保証賃金の水準”に応じて、

個人の収入増加と社会的な生産額とが追加される。 

・仕事を得る手続きは、企業の面接やハローワークなど、現状と同じ。転職までの期間、育

児休業の期間は、下記の一律年金を受給する。なお、60 歳未満の大人はみんな働くので

「家事」は分担。 

・社会的な仕事の過不足は、定期的なインターネットの投票をベースにして、“代表者会議”

で調整。 

・なお、“公務”（“持ちまわり制”の地域見回り係≒従来の警察、労働者評議会の代表者や

代表者会議などの事務局の仕事を含む）も、もちろん、社会的必要生産であり、社会的必

要労働時間のうちであり、保証賃金が支払われる。 

 

５．社会の生産額≒あらたに産み出す価値 

・社会の生産額（生産性を同水準）は、労働時間短縮で 2/3 に減少、一方、実質失業 10 百

万人（政府公式失業者は 3 百万人だが）の就業による増加で、現在の約 8 割へ縮小。 

・縮小額は、現在の社会の「ムダ」に相当し得る。 

・“食”に関わる農業や漁業の生産は増加させる。 

・その上で、“自由時間”での新企業は、生産額の増加だけではなく、従来、「金にならなか

ったいい働き」を“金になる仕事”にすること。 

 

６．賃金⇒“社会的必要労働”に対応する“保証賃金”へ（水準は現在の平均時給と同水準） 

・現在の平均年収 386 万円は税金・社会保険料を差引き、住宅負担を勘案するとほぼ同額。 

・現在年収 800 万円の人は、主婦配偶者と子ども 2 人を抱えるとすると手取りはほぼ同額。 

・年収 1 千万円以上の層は 2 百万人。多くは「経営層」として「資本の維持・拡大のため

の 24 時間勤務」。週 30 時間以外で稼いでほしい。 

 

７．働けない人への一律年金の給付⇒“生きていることが価値：みんなが労働者”（「みんな

が搾取されている」から“みんなが価値を生む”へ） 

・大人は、保証賃金の 5 割。子どもは 0 歳から 15 歳まで 1 人月 3 万円。 

・現役時代年収 1 千万円以上の層などの年金は月 30 万円にもなるが、賃金同様、税金・保

険料・医療費負担、住宅負担を勘案すると手取りベースはほぼ同額？ 

・“働けない人”とは、“病気・障害”は今と同じ。60 歳以上の人は、年金を受給するか、

働くか、または部分的に働くかを選択できる。その他、資本主義社会におけるハンディを

負っている就労困難者。 

・「ベーシックインカム」構想とは異なり、社会構成員全員への年金ではない。 

 



８．医療費、教育費無料。住宅費補助。 

・現状は、賃金からの保険料により基本賄っていて、企業の負担は米をのぞく先進国で最低。 

・医療費給付総額は現在の窓口負担分約 8 兆円を含む。ちなみに、「高齢者の医療費は高い

ので高齢化で医療費がどんどん膨らむ」という政府宣伝はうそ（保険医連検証）。 

・教育費給付総額は、学校教育費（幼稚園から大学までの学費。塾等の費用は含まず）に保

育園費用を含む。 

・医療費・教育費無料で「売上」を気にしなくていい各医療労働者評議会、学校労働者評議

会は、医師・教師、看護士・介護士、専門職員、事務職員、栄養士、清掃労働者など、各

種労働者で構成し、①みんなが労働者、②労働者の命と働きを守る、③労働者が社会を創

る、などを基本に運営する。 

・住宅費補助は（現在は、公共住宅建設も 1980 年代からストップしていてほとんどゼロに

近い）、家計調査の世帯当たり平均家賃と住宅ローン返済額の総世帯（57 百万）分。 

 

９．今の政府予算の話と国債の返済 

・現在の政府予算規模（一般会計）は、90 兆円。うち 40 兆円（社会保障 28 兆円＋地方交

付税のうち 10 兆円）で社会保障必要額約 80 兆円（医療、教育、生活保護、介護、社会

福祉。年金は除く）の半分をまかなう。 

・残りの歳出は、国債費 21 兆円、公共事業 10 兆円など。歳入は、所得税 13 兆円、法人税

10 兆円、消費税 10 兆円、税金計 33 兆円。国債収入 44 兆円。 

・国債収入と返済で「自転車操業の会計」。過去の公共事業のつけ（道路、JR）である国債

発行高約 1 千兆円は GDP の倍近く。「ギリシャともちがい国民の金融資産 1400 兆円の範

囲内」といっても、段々限界に近付いているので、「自転車操業」から抜け出すために、

「払わない。ムリ言うと海外行くぞ」という法人税でなく、消費税を上げようとしている。 

・しかし、これは、所得税が伸びない（低賃金に加えて、「国民の金融資産」が、銀行預金

⇒低金利の国債に塩漬けなど、増えない）のと同様、より消費を抑えて、「自転車操業の

二乗」を作りだすだけ。社会の枠組み変更の問題。 

・ほとんどが、個人の預金、保険掛金を見合いに銀行、保険会社によって保有されている国

債については、新規発行と利払いを停止し、社会的な余剰から、現状と同額程度の基金を

つくって、順次返済していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜論点：順不同＞ 

 

１．まだ不平等？ 自由じゃない？ 

・まずは、「資本の自由な搾取」を廃止する。 

・土地の“使用権”や相続権が残るが、「蓄財」は人びとの評価の指標ではなくなっていく。 

・まずは、すべての人々の生存のために働き、その上で、もっと自分のために、いい働きと

いい価値を創る。あるいは「何もしない」か、自由。 

 

２．「社会は回るか」？ 今より「効率的」じゃない？ 

・翌年への残余価値は、「増えることを自己目的にする財貨 235 兆円」から「労働者の命と

働きを大事にする社会をどう創っていくかをみんなで決めるための財産 123 兆円」へ。 

・残余価値は概ね現在の半分。既に確保している機械減耗費 74 兆円で生産の現状維持は可

能。その上で、この 123 兆円が、社会で必要だとみんなで決める再生産や拡大に十分で

はないか？ 

・「効率的」とは何か？ 仕事を得るための“効率性”はある。労働時間の短縮は今言われ

ている「ワークシェアリング」に当たる。 

・一方、“労働者の評議”には時間もかかるが、“社会を創る”ためには時間をかける必要が

あるのではないか。「生産性」は下がる。でも、生産を上げるのは“希望”。 

 

３．“働く意欲”を失うのか？ 

・“社会的必要労働時間をみんなで決めるにしても、“決められた労働時間”に縛られるのは

とにかくいやだ“？ でも支配者が決めたんではなく、“自分で決めた労働時間”。 

・週 30 時間で、税金・社会保険料なし、医療費・教育費無料、住宅手当ありで “手取り

月収 21 万円”が実際どうか？ 同条件で“年金 10 万円、非労働”の方がいいか？ 

・“増える老人のために働くんじゃなくて自分のために働きたい”？ 「高齢化で自然に年

金をもらう人が増えて現役賃労働者の保険料負担が増える」という現政府の宣伝はうそ。

年金制度は、社会保険料じゃなくて社会の生産自体で維持される。その社会の価値を創る

老人の潜在的な力はすごい。また、子どもたちは今よりずっと生まれて育ちやすい。 

・その上で、“労働者が社会を創る”ために、企業を自主運営していく“意欲”はどうか？

「資本の利益を追求して、自分の所得も増えないとやる気は出ない」？ “クソな労働か

らいい働きへ” 

・そうはいっても、“あいつよりも私はよほど一生懸命、いい仕事をしているのに給料が同

じなのは我慢できない”？ 労働者評議会でのみんなの検討で、“いい仕事”の評価とそ

の時の役回りに応じて、各労働者評議会で創りだす余剰から“ボーナス”を決める。 

・生産拡大のための資金・店舗の調達など、運営上のやりやすさはどうか？ 大銀行、大不

動産会社が適正なサイズに分割されるだけで、調達の環境はそのまま。 

 

４．どうやってやるのか？ 



・非正規の「正規までの改善」ではなく、非正規・正規を問わず労働者の闘いを通じた「搾

取」の廃絶。 

・“資本と対決する縦の軸”と“共同して本来の楽しい有用労働（例えば”労働を遊びへ“）

をするコミュニティをつくる横の軸”両方の運動を同時にやっていくこと 

・既にある「１％：99％」、「官邸前 20 万人を 100 万人へ」の動きから「税金を払わない金

持ちと多国籍企業のない社会、原発のない社会はどういう社会を創ることか」へ。 

・その基盤が壊れてきている「中流の人びと」とともに闘うこと 

 

５．「ブルジョア経済学」的には、この試算は「生産縮小＝物価上昇」を招き成り立たない？ 

・しようもない一律の「合理的人間の行動」を前提にした「需要と供給の論理」 

・「石油ショックや震災⇒トイレットペーパーがなくなるぞ買い占めろ」のパニック行動は

あり得るが、各々欲しい“自動車や化粧品を注文してしばらく待つ”ことがあった場合、

それはどんな問題か？  

・今でも「需要」は資本に誘導されている。“自分の本当の需要は何か”に基づき“社会を

自分で創る”ことが重要なんじゃないか。 

 

６．「国境」とか「移民」はどうなるのか？ 

・“社会”は、“主に言語を同じくする人が集住する地域”のイメージだが、土地は“社会が

認めた使用権”があるだけで、“地域”と“地域”が接する土地や海については、“共有地

域”。その意味で「国境」はなく、「移民」もない。 

・“社会を創る”運動は、世界で連動するように日米韓などが国際連帯を図るが、先に成立

した“保証賃金の社会”へ他の地域から移り住みたい人は制限なく受け入れる。労働時間

の短縮が、この受け入れ余地を創る。 
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おまけ： 

なお、本試算は、 

・マルクスの言う「共産主義の第一段階」 

・“労働者評議会”についてはパネクックによるものが多い。 

・“党”は、国際連帯した形で、これを創っていく過程に存在する。 

・あと、自己目的になる意味での「権力」ができるだけ生じないように、レーニンとトロツ

キー、ローザルクセンブルグとの間の「目的意識性なのか、自然発生性あるいは自発性な

のか」という論争についても、あまり二項対立的に捉えない。 

・「労働者を信頼する」っていうのは、資本の搾取が広がって、農民・漁民、主婦、学生、

老人、子ども、自営業者、中小企業主もほとんど、みんなが労働者って言えるなかでは、

経済闘争だけじゃなくて政治闘争も労働者の運動でやっていくということ。 


