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2023 関西労使政策フォーラム

日　時 ：（1日目） 2023年1月17日（火）10：00～16：30
　　　　 （2日目） 2023年1月18日（水）　9：30～16：30
場　所 ： NCB会館「松の間」（中之島センタービル2階）

※定員先着順100名（会場）

公益社団法人 関西経済連合会
公益財団法人 関西生産性本部

主　催

世界中で猛威を振るった新型コロナウイルスの影響に加え、わが国では「ウクライナ情勢」や
「円安」による影響が、日本経済への大きな変化をもたらしている。2023年はコロナウイル
スの影響が落ち着き、それに伴う経済社会活動の制限解除により、実質GDP成長率は前年比
＋2.1％という見込みであるが、今の世界情勢に伴う日本への影響を考えると、労使も今後の
変化に対応した考え方や、働き方を見据えて、自分たちの今後の在り方を議論し実践を行う
必要がある。
本フォーラムでは、2023年を迎えるにあたり、政労使それぞれの代表から、労使関係のあり
方について、今後の日本経済の成長、新しい働き方、労使の役割についての課題を踏まえた
様々な視点を紹介頂くと共に、企業労使が、現場でどの様な取り組みを行うべきか、議論を通
じて方向性の確認を行う。

本フォーラムにご参加いただいた方は、２０２３年２月7日（火）に
開催する「２０２３年春季労使交渉セミナー」に無料で
ご参加頂けます。

オプション

本年度は会場とオンライン(リアルタイム配信)の併用にて開催します。



2023年 日本経済の行方と労使の役割
1日目《1月17日（火）》

昼食・休憩 12：00～13：00

経済講話

「2023年日本経済の行方」
10：10～12：00 （※途中休憩有り）

(株)日本総合研究所 調査部 副理事長

1. 2023年における世界経済の動向
2. 日本国内における景気動向
3. 岸田政権における政策の方向性（経済対策を中心に）

4. 個人消費・設備投資の動向
5. 雇用を巡る課題
6. 2023春闘の課題　など

山田  　 久  氏
講話内容

山田 久（やまだ ひさし）氏 略歴
1963年生まれ。87年京都大学経済学部卒業、2003年法政大学大学院
修士課程（経済学）修了。15年京都大学博士（経済学）。87年に（株）住友
銀行（現三井住友銀行）入行の後、91年(社)日本経済研究センター出向、
93年より（株）日本総合研究所調査部出向、98年 主任研究員、03年 経済
研究センター所長、05年 マクロ経済研究センター所長、07年 ビジネス戦略
研究センター所長、11年 調査部長/チーフエコノミストを経て、17年理事
に就任し、19年副理事長に就任。
著書に、『同一賃金同一労働の衝撃　「働き方改革」のカギを握る新
ルール』（2017年 日本経済新聞出版社）、『失業なき雇用流動化－成長へ
の新たな労働市場改革』（16年 慶應義塾大学出版会）、『市場主義3.0』
（12年 東洋経済新報社）、ほか多数。

学識講話

「新しい時代に向けての労使の課題とあり方」
14：15～15：15

東京大学 社会科学研究所 教授 水町 勇一郎 氏

水町 勇一郎（みずまち ゆういちろう） 氏 略歴
1967年佐賀県生まれ。1986年佐賀県立佐賀西高校卒業。1990年東京大学
法学部卒業。東北大学法学部助教授、パリ西大学客員教授、ニューヨーク大
学ロースクール客員研究員等を経て、現在、東京大学社会科学研究所教授。
働き方改革実現会議議員、東京都労働委員会公益委員（会長代理）、規制
改革推進会議委員などを歴任。
主な著書に、『詳解 労働法〔第2版〕』（2021年、東京大学出版会）、『労働法
〔第8版〕』（2020年、有斐閣）、『「同一労働同一賃金」のすべて〔新版〕』
（2019年、有斐閣）、『労働法入門〔新版〕』（2019年、岩波書店）、『労働法改
革』（編著、2010年、日本経済新聞出版社）、『集団の再生―アメリカ労働法制
の歴史と理論』（2005年、有斐閣）、『労働社会の変容と再生－フランス労働
法制の歴史と理論』（2001年、有斐閣）、『パートタイム労働の法律政策』
（1997年、有斐閣）など。

昨今の日本における労働環境や働き方に対する考え方の変化に伴い、2023年に労使が注目
すべき課題と労使関係のあり方などについて、学識者の立場からご講話をいただきます。

講話内容

労働政策講話

「日本の経済成長に向けた労働政策」
13：00～14：00

厚生労働審議官 小林 洋司 氏
講話内容
昨今の日本経済の変化への対応と今後の経済成長に向けた、2023年度 
労働政策の重点事項について、厚生労働審議官より、ご講話をいただきます。
令和5年度労働政策の重点事項から
・労働分野における新型コロナウイルス感染症への対応
・2023年度に対応した社会保障の構築
・雇用維持・失業予防・再就職等に向けた支援
・多様な人材の活躍促進　・誰もが働きやすい職場づくり
・今後に向けた労働環境の整備、生産性向上の推進　　など

小林 洋司(こばやし ようじ) 氏 略歴
一橋大学法学部卒業。1986年～1994年労働省での勤務を経て、1995年には福岡県
労働部職業安定課長 2010年には内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）に
就任。2016年9月には、内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）（命）内閣官房
働き方改革実現推進室次長に就任し、働き方改革などの推進役を担う。2017年4月 
（命）内閣官房一億総活躍推進室次長 同年7月 厚生労働省大臣官房審議官（職
業安定担当）を経て、2018年7月厚生労働省雇用環境・均等局長、2022年6月 厚生労
働省厚生労働審議官に就任、現在に至る。

2023 関西労使政策フォーラム

開会挨拶 10：00～10：10 ［岩谷産業（株）代表取締役会長 兼 CEO］
(公社)関西経済連合会 副会長 牧 野  明 次

［連合大阪 会長］
(公財)関西生産性本部 副会長 田 中  宏 和

山名 昌衛（やまな しょうえい） 氏 略歴
1954年、兵庫県生まれ。77年早稲田大学商学部卒業後、ミノルタカメラ
（当時）入社。96年経営企画部長を経て2002年執行役員となる。コニカ
との経営統合後は常務執行役、代表執行役社長などを経て、22年4月
より現職。

｢2023年における企業経営のあり方と
リーダーに求められるもの」

15：30～16：30

コニカミノルタ（株）　取締役 執行役会長 山名 昌衛 氏

経営講話

講話内容
コニカミノルタが進めている取り組みや経営に対する考え方、これからの時代における
リーダーとして求められるものについて、お話しいただきます。

※テーマ・内容・時間・運営形式 等については、変更する場合があります。ご了承ください。



昼食・休憩 12：30～13：30

2日目《1月18日（水）》
労働講話

「2023年連合の活動方針と春季生活闘争への取組み」
9：30～10：20

日本労働組合総連合会 総合政策推進局長

２０２3春季生活闘争方針
・「感染症対策と経済の自律的成長」の両立と「社会の持続性」の実現　・生産性三原則にもとづく「賃上げ」「働き方の見直し」　
・サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配　・誰もが安心・安全に働くことのできる環境整備
・社会全体での雇用の維持・創出(セーフティネット機能の強化) など

仁平 　章 氏
講話内容

2023春闘に臨む各産業別組織より、今春闘の争点と個別の活動方針について説明頂くと共に、日本
経済の成長戦略と働き方改革に関して、労働組合が取り組むべき課題と対応について議論します。

労働座談会

「2023年春闘と労使の新たな課題」
10：30～12：30

自動車総連 副事務局長
（パネリスト）

久本 憲夫（ひさもと のりお）氏 略歴

東矢 孝朗 氏
電機連合 書記長 中澤 清孝 氏
ＪＡＭ 書記長 中井 寛哉 氏

京都橘大学 経営学部 教授 
（コーディネータ）

久本 憲夫 氏
座談会のポイント

1955年生まれ。80年京都大学経済学部卒業。86年京都大学大学院経済
学研究科博士後期課程学修。その後、京都大学経済学部助教授を経て、
98年京都大学大学院経済学研究科教授。関連業績として、「日本の
労使交渉・労使協議の仕組みの形成・変遷、そして課題（『日本労働研究
雑誌』No.661、2015年8月）」、「政労使による賃上げ－労使関係論の
視点からどう評価するか－（『季刊労働法』245号、2014年6月）」、
「個別労働紛争における労働組合の役割（『日本労働研究雑誌』
No.613、2011年8月）など。主著に、『企業内労使関係と人材形成』（有斐閣, 
1998年)、『正社員ルネサンス－多様な雇用から多様な正社員へ』（中央
公論新社,2003年）、『日本的雇用システム』（共著,ナカニシヤ出版, 
2008年）、『日本の社会政策』（ナカニシヤ出版,2010年）など多数。ま
た公職として、厚生労働省京都地方最低賃金審議会会長、日本学術
会議連携会員、日本労使関係研究協会理事、京都府参与、京都府福祉
人材育成認証事業推進会議委員、公益財団法人関西生産性本部
評議員、公益社団法人国際労働経済研究所理事を務める。

経団連報告

「２０２３年春季労使交渉セミナー」

オプション

（2023年2月7日（火）開催）

※今回のフォーラムにご参加いただいた方は無料でご参加頂けるセミナーです。

※WEBでの講演となります。

・2023年経済動向を考える
・経団連「2023年版経営労働政策特別委員会報告」の解説
・経済・経営の課題と対応
・「2023年版春季労使交渉・労使協議の手引き」のポイント など
　 2023年春闘に関する経団連の基本的な考え方について報告いただきます。

講話のポイント

会場とオンライン(リアルタイム配信)の併用にて開催します。
※本オプションの詳細につきましては、後日あらためてお知らせいたします。

開催形式

2023年を迎えるにあたり、生産性を向上させる働き方の検討と推進、多様な人材の活躍促進、人材育成
の強化等の観点から、労使の役割や課題等について、パネル討論を通じて明らかにします。

労使座談会

「新しい時代にむけた労使の役割
　～生産性の向上を実現する働き方～」

13：30～16：30

（パネリスト）

八代 充史(やしろ あつし)氏 略歴

慶應義塾大学 商学部 教授
（コーディネータ）

八代 充史 氏

AIG損害保険（株） 執行役員 人事部長 福冨 一成 氏
ハウス食品グループ本社（株） 人材戦略部 人材戦略部長 鈴木 宏隆 氏
ワコール労働組合 中央執行委員長 綾部 貴紀 氏

座談会のポイント

慶應義塾中等部～慶應義塾高等学校を経て、1982年慶應義塾大学経
済学部卒業。
1987年慶應義塾大学院商学研究科博士課程単位取得し、1993年博士
号（商学）を取得。
1987年～1996年日本労働研究機構勤務を経て、1996年に慶應義塾大
学商学部助教授、2003年同教授。同年3月～2005年3月まで福澤諭吉記
念基金でオックスフォード、ケムブリッジに留学、2015年度は特別研究期
間で3月～9 月はオックスフォード大学に、10月は北京で在外研究に従事。
主な著書に、『大企業ホワイトカラーのキャリア』(日本労働研究機構 1995
年) 『管理職層の人的資源管理』(有斐閣 2002年)『ライブ講義 はじめて
の人事管理(第２版)』（共著 泉文堂 2015年）『日本的雇用制度はどこへ
向かうのか』(中央経済社 2017年) 『新しい人事労務管理(第６版)』(共
著 有斐閣アルマ 2019年) 『人的資源管理論：理論と制度(第３版)』(中央
経済社 2019年)など。



《労使ペア参加の場合》
2名 88,０００円

「2023年版経営労働政策特別委員会報告」
「2023年版春季労使交渉・労使協議の手引き」
「2023連合白書」

1名 60,５００円
1名 49,５００円

・お申込は「関西生産性本部ホームページ」よりお願い致します。
 https://www.kpcnet.or.jp（右上の検索欄に、関西労使政策フォーラムとご入力下さい。）
・お申込の締め切り日は１月１0日（火）です。以降のキャンセルは参加費を頂戴いたします。
 お申込受付後、参加費の請求書をお送りいたします。
・労使ペアで参加される場合、同時にお申し込み下さいますようお願い致します。
・オンラインにてご参加の方はあらかじめ視聴できる環境かどうかを確認の上、
 参加申込をお願いします。（Zoomミーティングテスト）https://zoom.us/test
・１つのメールアドレス（参加ID）に対して、１台のみ視聴することが可能です。複数名で申し込まれる際は、必ず
 別々のメールアドレスをご登録下さい。
・ご参加の手順や接続情報等につきましては、１月１3日（金）に送信予定です。情報が届かない場合は、
 必ず事務局までお問い合わせ下さい。
・その他、接続に関してのご不明な点は、出来る限り事前に事務局までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先　　　 
（公財） 関西生産性本部
 関西労使政策フォーラム担当（芝原・安丸）
 大阪市北区中之島6ー2ー27
 中之島センタービル28階
 TEL　 （06）6444ー6464
 FAX （06）6444ー6450
 e-mail shibahara@kpcnet.or.jp（芝原）

《労使単独参加》
会員企業・労働組合
一般企業・労働組合

配付資料：

※労使ペアを含む３名以上参加の場合、参加費は１名あたり 44，０００円です。
※資料費・昼食費・消費税を含みます。

開 催 要 領

お申込み方法

その他、登壇者資料につきましては、ダウンロード形式
（PDFファイル）にて提供します。

（1日目）2023年1月17日（火）10：00～16：30
（2日目）2023年1月18日（水）　9：30～16：30

と　き 参加費

企業の人事部門の管理職、役員
労働組合役員

対　象

NCB会館「松の間」（中之島センタービル2階）
※定員先着順100名（会場）

と　こ　ろ

会場とオンライン（Zoomウェビナー）
の併用にて開催 

開催形式

会場略図




