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⑥ 新労働法討議され、制定される 

本年、7 月 20 日から、全国の 350 万人の国家公務員、私企業労働者を対象に、新労働

法草案の討議が行われました。現行の労働法は、1985 年に制定され、その後 14 章のう

ち、7 章が修正されていますが。しかしその後社会・経済情勢が変わったうえ、かつては

民間部門労働者は 80 万人余で、労働総人口 500 万人余の 15％程度でしたが、2008 年度

より民間部門の労働者が 125 万人余、25%以上に急増し、さらに現在でも増え続けてい

ることから、民間部門労働者をも考慮した新たな法律が必要となったからです。 

草案は、全体で 15 章、182 条からなり、労働の原則と権利、労働組合組織、労働契約

の締結方法と種類、試用期間、労働者の能力向上、労働契約の変更と停止・解約、配転待

機公務員、休業労働者、妊婦労働者保護、若年労働者保護、民間部門の雇用者・被雇用者

の関係、労働の組織化と生産目標、労働時間と休憩、休日・祭日、年次有給休暇、賃金規

定、賃金支払の保障、残業労働、労働安全・衛生、労働規律違反、退職、労働紛争などが

詳細に規定されています。 

討議は、10 月 15 日まで 74,656 の会議が開催され、2,802,459 人が参加(出席率 94％)、
62 万人余が発言し、187,843 件の修正提案が行われました。  

これらの会議では次の点が主に討議されました。書面による労働契約を結ぶ重要性、

計画と予算の作成への労働者の参加、新規労働者に対する見習実習。累積有給休暇の延長

の権利、厚生、労働者の安全条件を雇用者が保障する責任などです。 

また、企業の政策決定が、労働組合と相談せずに行われていることに多くの批判が寄

せられました。管理職、技術者、専門職、教員、

教授、会計監査官、会計士などの個人職務ファイ

ルの作成が十分行われていないこと、これらの職

員の賃金の改定も必要であると指摘されました。 

民間部門の労働者については、これらの労働者

の個人職務ファイルの作成が義務付けられていな

いので、労働者の退職時の就業期間の計算が心配

である、また、社会保障費を支払っていないとの意見が出されました。 

さらに、最低賃金は、閣僚評議会の決定だけでなく、国の社会経済的条件を検討して

から、またナショナル・センターであるキューバ労働者センター（CTC）の意見も考慮

して決めなければならないこと、組合総会は、計画化され、就業時間内に労働会議として

http://www.trabajadores.cu/wp-content/uploads/2013/12/Documento-Base-Central-14-de-Julio-Cienfuegos6.jpg


行わなければならないことも主張されました。しかし、最も議論されたのは、賃金が日常

生活の必要額を満たさないという批判で、集中的に出されました。 

 12 月の国会では、法案にさまざまな批判が出され、珍しく満場一致でなく、多数決で

採択されました。 

⑦ 多様な生産形態をめざして 

2008 年から進められている経済改革は、キューバでは、正式には「キューバ経済・社

会モデルの刷新」と呼ばれています。改革

は 5 年目に入りましたが、今年度の最大の

成果は、「キューバの経済社会モデルの概

念規定で大きな前進があったこと、2030
年までの長期経済社会発展計画の基礎につ

いて最初の提案が作られたことである」

と、「路線の導入と発展のための政府常設委員会」の責任者であるムリージョ閣僚評議会

副議長が述べています。 

 改革の概念規定においては、社会主義建設の過渡期にあるキューバで、多様な生産形態

が共存する社会をめざそうとしていることです。中央指令型経済制度の中で、国営企業の

効率は低く、経済改革の中で、市場要素を強めて経済の効率化を図ろうというものです。

自営業、請負業、協同組合は、いずれも市場制度の中で経営されています。 

力が入れられているのは、自営業者の増大です。2008 年には 14 万人余であった、自

営業が、2010 年には自営業種が 178 種に拡大され、さらに本年 9 月には 201 業種に拡大

された結果、10 月末現在で自営業者数は、440,603 人となりました。年初から 44,763 人
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増えたことになります。内訳は、飲食業が 13%、運輸が 10%、住居が 6%です。その内、

労働者と雇用契約を結んでいる自営業者は 19%に達しています。 

 ハバナ市、マアンサス県、ビジャ・クララ県、カマグエイ県、オルギン県、サンティア

ゴ・デ・クーバ県では、民間部門の労働者数が全労働者の 65％に達しています。 

 もう一つは、請負制度の拡大です。請負制度は、2009 年度より試験的に進められてき

ましたが、昨年末にはさらに従業員が 5 人までの国営のコーヒーショップ、レストランな

どの飲食業店、タクシー、バスなどの交通、個人サービス業の国営約 200 企業が、アル

テミサ、ビジャ・クララ、シエゴ・デ・アビラ県で、試験的に請負制度に移されました。

この制度では、労働用具、器具は労働者に販売され、施設・設備は貸与されます。ガソリ

ン、電気などの使用燃料は、補助金なしで請負業者に販売されます。サービス価格は、タ

バコ、葉巻、アルコール飲料を除き、自由価格とし、新たな経営者が決めます。使用材料

の購買店は決められ、政府が供給を保障します。 

本年度は、1,180 店舗、企業が請負に移される予定でしたが、12 月末には、請負業は、

約 50 種類の業種、2,800 店になりました。

2,097 が修理、美容院、理髪店などの個人サー

ビスで、702 が飲食業です。これらの請負業者

は、自営業か、協同組合に組織されています。

施設・設備の貸与期間は、10 年契約ですが、

更新も可能とされています。  

 さらに、農業以外の部門で、自営業者、請負業者の協同組合への組織化が進んでいま

す。昨年 11 月政府広報第 53 号にて、非農業部門の協同組合についての政令第 305 号公

布され、革命勝利後、農業、漁業と個人運転手協会を除いて、初めて協同組合の創設が認

められました。これまでは、農業分野で 5,497 の各種の協同組合が存在していました。こ

の新しい措置は、2011 年第６回党大会で採択され、国会で承認された「党と革命の経済

社会政策路線」の 25 条～29 条に沿って実施されているものです。この「政策路線」で

は、協同組合は、「社会主義的集団所有の形態であり、さまざまな部門で結成される」と

記載されています。ちなみにマルクスは、協同組合を「協同組合工場は、資本主義的生産

様式から結合的生産様式への過渡形態とみなされるべきである」と述べています（『資本

論』第 10 巻（新日本出版社、1983）763 ページ）。 

 本年 4 月には、非農業部門の 124 の協同組合の結成が承認され、9 月にはさらに 73 の

協同組合の設立が承認されました。本年末までに 270 の非農業協同組合が設立され、す

でに 250 組合が活動中で、228 組合の結成が審査中です。最も多いのは、農産物自由市

場、乗客輸送サービス、建設業、商業、飲食業です。 



 こうした多様な生産形態を発展させ、GDP の 45％程度を民間部門で担うようにする予

定です。 

 

⑧ より効率ある経済をめざして経済改革進む 

 2008 年から経済改革が進められる中で、二重通貨の問題は、最終段階で行われるもの

と言われてきました。キューバ国内で賃金あるいは企業間取引で使われる通貨は、キュー

バ・ペソ（CUP）で、外貨販売店、市民の間での取引は、交換ペソ（CUC）です。この

二種類の通貨が使用され、流通しています。この CUP と CUC の市民への交換レートは、 

 

外貨交換所(CADECA)や市中銀行では現在 1CUC=25CUP です。しかし、この交換レー

トを適用すると、本年度の公務員の平均月額賃金 474 ペソ(CUP)は、わずか 20 米ドル

（2,000 円）程度です。それだと、一日 70 セント程度の収入となり、世界銀行が基準と

している一日 1.25 ドルの絶対的貧困基準にも及ばず、キューバ市民の大半が絶対的貧困

という現実とは違った結論になります。 

しかし、むろんキューバの町中で見受けられる市民の姿は、やや太り気味で、小ざっ

ぱりとした衣服を着て、スポーツシューズや革靴を履いており、高等教育も受け、無料の

医療サービスを受けており、とても絶対的貧困には見えません。この交換レートが間違っ

ていることがすぐわかります。それをそのまま適用しても経済の実態は正確には把握でき

ません。 
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さらに問題を複雑にしているのは、貿易面で使用され、企業の帳簿に適用される公式

上の交換レート、1USD=1CUP です。つまりキューバ・ペソが過大評価されているので

す。これでは、国内企業の原価計算も真のコストを反映しないものになってしまいます。 

 そこで、ラウル議長は、7 月の国会の閉会演説で二重通貨の問題の解消が、今後の経

済改革には焦眉の急であるとして、初めて改革の順番が逆であると認め、まず二重通貨の

解消に取り組むと述べました。それを受けて、10 月キューバ政府は、二重通貨問題の解

消に着手すると発表しました。そして、二重通貨の解消の日程表が作られました。初めの

第一段階では、経済効率をあげ、経済活動を正確に計測し、輸出部門、輸入代替部門を推

進するために、法人、政府機関、協同組合に適用

されます。第二段階で個人に適用されます。現在

そのための法的枠組み、経理規定、会計基準の修

正を検討しているところです。 

 二重通貨の統一の発表は、市民の中に不安を呼         キューバ・ペソ(CUP)紙幣 

び起こしましたが、政府は、「現在の銀行の外貨、ペソ預金勘定、市中の現金には影響し

ない。これは、問題の根本的な解決ではない

が、経済の機能の改善と繁栄した持続可能な社

会主義の建設に決定的に貢献するもの」と説明

しています。 

政府は、手始めに技術的なことから改革し、

外貨ショップでの CUP キャッシュカードでの支     交換ペソ (CUC)紙幣 

払いを許可し、いくつかの外貨ショップで、25CUP/1CUC のレートで現金の CUP で支

払うことも許可しました。また一連の企業も 1CUC=10CUP など、各種の異なった交換

レートで取引をする実験も行われています。しかし、キューバのエコノミストたちは、こ

の問題の解消には、2～3 年かかると考えています。 

企業改革も、本格的に進められようとしています。2012 年末キューバには、2,250 の

国営企業がありましたが、ほとんどが非効率であると指摘されています。また、50 以上

の企業が 2 年以上続けて赤字を記録しているといわれています。これまでこれらの国営企

業は、それぞれが所属する省庁により直接指導・管理されています。 

しかし、国と企業の役割を分離して、企業が自主的な経営をできるように、企業にい

ろいろな決定権を与えることが検討されています。また、これらの企業群の連携を取り、

管理するために、企業管理上級機関（OSDE）が形成されつつあります。すでに 2011 年

11 月には、砂糖産業省が解体され、企業管理上級機関としてアスクーバ・グループ

（Azcuba）が設立されています。アスクーバは、13 の企業、3 つの調査・訓練所などを

管轄しています。今年の 7 月には貿易省傘下の 12 の貿易企業を貿易省の管轄から切り離



し、企業管理上級機関として貿易企業グループ (GECOMEX)が創設されました。現在、

航空、電力、石油、ニッケル、塩生産、化学・軽工業・金属工業産業、食料生産、製糖業、

医薬品工業の 12 の企業管理上級機関が設立されています。将来は、20～30 の企業管理

上級機関が 2000 余の国営企業を管理することになる予定です。 

 企業管理上級機関は、重要な投資、15％に減額された労働力使用税の用途、企業収益

の 50%、労働者の賃金の歩合部分の決定などを企業に認める権限が認められています。 

 11 月には、試験的に 12 の国営企業が、国との生産契約を履行した後の余剰生産物を、

他の企業に自由に市場価格で販売することを許可しました。その取引通貨は、CUP でも

CUC でもよいとされています。それらの企業は、住宅用アルミサッシ、金属工業、自動

車用バッテリー、バス修理、有刺鉄線、化粧品、皮革、農業用袋、セメント、塩などの生

産企業です。この経験を総括して、2014 年には、すべての国営企業に適用されることに

なっています。 

 一層の企業改革には、割り当てられた外貨で、国内の輸入代替製品生産企業に支払うこ

と、固定資産売却の権限、未利用在庫の販売権、設備減価償却費引き当ての権利とそれら

の投資の権利、労働者への配分も含めて企業収益の使用の自由、赤字予算の禁止などを企

業に認めることが必要と考えられています。 

 11 月には、最初の農産物の卸売市場がハバナ市で開設されました。建物は協同組合が

ハバナ市から借りたもので、そこに 292 の店子が

入っています。店子としては、国営農場、協同組

合、自営農、新たに承認された卸売販売業者が契

約します。商品は、国との販売契約を履行した生

産者が持ち込んできます。購買者は、法人、個人、  

開設された農産物の卸売市場    自営業者、病院、学校、企業の食堂で、果物、野菜、

根菜類、穀類を買うことができます。価格は市場価格です。 

 公務員の月額平均賃金は、今年、474 ペソ（1.7％増加）ですが、ハバナ市では一般に

は生活費として月額 2,000 ペソ程度が必要といわれています。そこで「党と革命の経済社

会政策路線」の 170~171 条などにおいて、労働者の生産意欲を向上させるため、生産性

が上昇するに伴い、賃金の上昇が漸進的に行われると規定されています。しかし、自営

業者や自営農の中には、月収 2,000 ペソ以上を稼ぐものが多く出ており、タクシー運転手

や美容院、飲食業などの請負業者も月収 2,000 ペソ以上の収入があるように設計されてい

ます。実質的な賃金改革が進んでいるのです。 

 経済の発展のためにもう一つ必要なことは、外国投資です。資金不足からキューバの

インフラは時代遅れとなっているものが少なくありません。かつて 2000 年ころには 400
あった合弁企業も、投資企業へのキューバ政府の債務支払い不履行もあり 190 企業に減



少しています。そのため、「経済社会政策路線」の 103 条で輸出の振興、輸入代替工業

の促進、新しい科学技術の導入、雇用の創出のために開発特区を建設することが定められ

ています。 

この決定に従って、2015 年のパナマ運河拡張工事の竣工を考慮しながら、ハバナ県の

西 45 ㎞のマリエル港に面積 465 ㎢のカリブ海最大の国

際ハブ港を建設する計画、マリエル開発特区計画があり

ます。ブラジル企業との間に合弁企業が設立され、総工

費 9 億ドルの大プロジェクトで、すでに 7.5 億ドルをブ

ラジルの銀行が融資しています。加工貿易地区として、

投資企業の使用権は 50 年で、同期間の延長が可能です。

税制面では、優遇措置として、労働力使用税、法人所得税（10 年間）、加工用の資材の

輸入、売上税、サービス税（1 年間）、地方税が免税措置となっています。 

9 月にはマリエル開発特区政令が承認されました。特区の管理は、シンガポールの会社

が行い、2014 年 1 月にはコンテナー・ターミナルなど一部が開業します。加工特区とな

り、海外の企業の投資が期待されています。来年の 3 月には、新外国投資法の制定のため

の特別国会の開催が予定されています。 

 

⑨ 農業の構造調整進展 

キューバは、660 万㌶の農地がありながら(一人当たり 0.6 ㌶、フランスは一人当たり

約 0.4 ㌶)、信じられないことに毎年 20 億ドル近く（輸入総額の 15%程度）を食料の輸

入に充てています。食料自給率（カロリー計算）は、キューバは 45%、フランスは 121%
です。 

政府は、食料自給率の向上をめざして、また国営企業の余剰労働力の配転先として、

自営農を増やすため、2008 年から国有地の未利用地の使用権を貸与しています。昨年 12
月末までに、1,529,000 ㌶の未利用地が、174,316 人に貸与されました。そうした結果、

本年度の農業生産は、3~4%の増産が見込まれています。砂糖生産は、151 万トンで、

8％伸びましたが、目標の 168 万トンには達しませんでした。米、根菜類、トウモロコシ、

野菜、柑橘類、果物は、1 昨年の水準を回復しましたが、豆類や牧畜は目標を下回りまし

た。しかし、この程度の増産では、高止まりになっている自由市場の農産物の価格を下げ

るまでには至っていません。そうしたことから、本年度も食料の輸入は、20 億ドル程度

となりそうです。輸入されているのは、米（自給率約 50%）、大豆、鶏肉、粉ミルクな

どです。 

 



経営形態別農地所有比率の変化 

年度  
農地面積合

計% 国営  非国営  UBPC CPA 
CCS および

自営農  

2007 100 35.8 64.2 36.9 8.8 18.5 

2014 100 17.0 83.0 23.0 9.0 51.0 

 

政府は、農産物の増産には、集荷及び流通システムの改善と生産者の生産意欲を刺激

することが重要と考えて、9 月に自営農が、これまでのように信用・サービス協同組合を

通すことなく、ホテルなどの観光省の機関に農産物を直接販売することを許可しました。

これは、「経済社会政策路線」の 183 条（農産物の集荷と販売制度を改善する）に基づ

くものです。観光省の機関か銀行が、購買の際に 5%の売上税を留保します。11 月には初

めて農産物の卸売市場が開設され、あらゆる生産者が、直接消費者に販売できるように

なりました。流通改革につながるものと期待されています。 

 2014 年は、砂糖は 17.5%増産、一般農業は 7%増産する計画です。政府は農業の重要

性を考慮して、税金の優遇策として、「2014 年には土地資産税（5％）を適用しない。

ただし未利用地には適用する。農業生産従事の労働力使用税（当初 25%）を免除する。

ハバナ県、アルテミサ県、マヤベケ県では農畜産物への小売りの売上税（10%）は適用

しない」ことを発表しています。農業の一層の発展、特に食料の飛躍的増産には、一定の

栽培品目の自由、販売先の自由、価格設定の自由などの改革が必要です。 
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⑩ スポーツ選手の海外でのプロ活動の自由を認める 

2013 年になると、経済以外の面でも、改革が行われるようになってきました。これま

でミュージシャンなどは、文化活動の分野で海外で演奏活動を行い、それなりの高い収入

を享受してきましたが、スポーツの分野では現役の選手は、プロ活動が認められていませ

んでした。 

しかし、6 月、キューバ政府は、53 年ぶりにプロ野球のカリブ・

シリーズに復帰することを決定しました。カリブ・シリーズは、

1949 年に創設され、キューバは 1960 年に脱退するまで 7 回優勝し

ていました。このシリーズには、プエルト・リコ、ドミニカ共和

国、ベネズエラ、メキシコが参加しています。来年 2 月初めにはベ

ネズエラのマルガリータ島でカリブ・ベースボール・シリーズが開

幕し、キューバは、メキシコと対戦することになっています。さら

に、8 月には、一歩進んで、キューバ政府は、野球、ボクシング、

バレーボールの選手やコーチが、キューバ国内の重要な試合には帰

国したり、国際試合ではキューバ代表としてプレーするという条件で、セスベデス外野手 

米国を除きプロ契約をできることにしました。 

 野球選手では、ジョエニス・セスペデス外野手（アスレチックス）、アロルディス・チ

ャップマン投手（レッズ）、ヤスマニ・グアンダル捕手（パドレス）など、20 人近くが

一流プレーヤーとして活躍しています。 

ボクシングでは、すでに米国で IBF ジュニア・ヘビー級のジョアン・パブロ・エルナ

ンデス、WBA スーパー・ウエルター級のエリスランデ

ィ・ララ、WBA ライト級のリチャール・アブリル、

WBA ジュニア・フェザー級のギジェルモ・リコンドーの

4 人の世界チャンピョンが生まれています。 

収入は、全額、選手、コーチ、トレーナー個人のもの 

エルナンデス選手     となります。この措置は、近年少なからずの有力な野球選

手、ボクシング選手、バレーボール選手が、米国に「亡命して」収入の高いプロ野球、プ

ロボクシングに流れていることに対応したものです。 

 

キューバの農業事情の詳細は、千葉県 AALA 編集『見た、聞いた！キューバ改革最前線』

(2013 年、電話/FAX047-489-5401)、73-95 ページをご参照ください。 

（2014 年 1 月 2 日 新藤通弘） 


