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連合2020春季生活闘争中央討論集会

連合は11月6日、都内で「連合2020春季生活闘争中央討論集会」を開催した。
構成組織から約480人（情報労連からは21人）が参加。
連合の2020春季生活闘争基本方針を巡って意見を交わした。
連合は12月3日の中央委員会で「2020春季生活闘争方針」を決定する予定。

台風19号
被害

情報労連は台風19号について10月14
日、「台風19号中央災害対策本部」を
設置。組合員・社員・退職者・家族の
安否確認ならびに被災状況などの把握
に全力を挙げることを意思統一した。

その後、10 月28日の中央執行委員
会で台風 19 号の被害状況について確
認した。情報労連加盟組合における被
害状況は、社員本人の負傷が複数名報
告されているほか、家族の死亡（2人）
が報告されている。家屋については計
636件の被害が報告されている。

賃金実態の把握を

集会の冒頭あいさつした連合の神津
会長は、2019 春闘ではこれまで以上

これまで台風 19 号に関する緊急支
援物資として、自治体議員団からの要
請に基づき、南相馬市へ飲料水（2L：
1200 本）を送付した。また、10 月28
日の中央執行委員会では、東北ブロッ
ク支部と関東信越ブロック支部に対し、

「愛の基金」から各100万円を拠出する
ことを決めた。

今後の対応としては、11月に実施する
「情報労連　愛の基金カンパ」におい

て台風19号の支援を含め実施すること
を確認。また、連合本部が実施するボ

ランティアに参画することも確認した。
連合は10月23日の三役会で、福島県

内で連合救援ボランティアを実施する
ことを確認。11月30日まで5回にわたっ
てボランティアを派遣する予定で、第1
陣は10月30日から福島県伊達市と郡山
市で活動した。情報労連も11月10日か
らの第3陣に10人を派遣。11月17日か
らの第4陣にも8人を派遣することにし
ている。

また、各地方連合会では独自のボラ
ンティアが実施されており、地方連合

台風19号の被害で広範囲が浸水した宮城県丸森町（写真：国土地理院）

情報労連は甚大な被害をもたらした台風19号被害に関して
中央災害対策本部を設置。カンパやボランティアなどの活動を展開している。

カンパやボランティア
派遣などを展開

会からの要請に基づき、情報労連の各
県協がボランティアに参加している。

福島県内での連合のボランティア活動（連合の
Facebookページから）

情報労連は10月28日の中央執行
委員会で、2018年度「情報労連・
愛の基金」カンパによる助成先団体
を決定した。組合員が参加する市民
活動を支援するために行われるもの
で、今回は17団体に総額380万円を

「情報労連・愛の基金」から助成する。
助成団体は以下の通り。
2018年度「情報労連・愛の基金」
助成先
①NPO法人ほっとプラス ②新川地区
子ども会育成連絡協議会 ③NPO法
人仙台支え愛サポートセンター ④グ
ランぺ ⑤川口こども食堂 ⑥NPO法
人ワンネススクール ⑦NPO法人デ
フ・サポート足立 ⑧えずこ　ウィン

ドアンサンブル ⑨NPO法人とって
おきの音楽祭 ⑩ダイバーシティ経営
研究会 ⑪NPO法人鎌倉市手をつな
ぐ育成会 ⑫NPO法人子どもの村東
北 ⑬NPO法人ひとまき ⑭NPO法人
しんせい ⑮マタニティを応援する男
たち ⑯NPO法人ファミリーサポート
愛さん会⑰子育て支援ステーション　
ニッセ

愛の基金から17団体に助成組合員の
市民活動を応援

に水準を重視し「上げ幅」のみならず
「賃金水準」にこだわる取り組みを展開
してきたとして、「2020春闘はこれを引
き継ぎ、『分配構造の転換につながり得

分配構造の転換につながる
賃上げをめざす

「グランペ」の皆さん

る賃上げ』をめざす」と強調。ただし、
その実現に向けては賃金実態の十分な
把握が不可欠だとして、構成組織にお
ける賃金実態のさらなる把握を呼び掛
けた。

また、格差是正については、「中小や
パートなどで正社員を上回る成果を出
してきたが、賃上げのうねりはすべて
の雇用労働者には届いていない。なぜ
かという私たちの問い掛けを、世の中
全体のものにしていかなければならな
い」とした上で、「解決に向けた最大の
カギの一つに『不合理な取引環境』が
ある」と指摘。サプライチェーン全体
で生み出した付加価値の適正配分のチ
ェックが重要だと強調した。賃金の上
げ幅については、4％（賃金改善2％＋
定昇相当分2％）を堅持するとした。

新たな合意形成つくる

報告された春季生活闘争の基本構想
に対しては、①賃金改善に向けた情報
開示の要請 ②統一的要求について（統
一額提示の要請） ③賃金水準闘争の評
価軸の考え方――等について発言があ

った。
また具体的要求項目については、①

同一労働同一賃金の法施行に向けた対
応強化 ②高齢者雇用に関する連合の考
え方と対応 ③無期転換社員の労働条件
改善に向けた対応 ④ハラスメント対策
に関する対応 ⑤あいまいな雇用に位置
する労働者の処遇改善―などについ
て発言があった。最後に相原事務局長
が「多様な働き方に光をあて、新たな
合意形成を創り上げていくのが2020春
闘。一人ひとりの顔を見る運動へ、公
正な職場・社会、フェアワークをめざ
していく」と訴えた。

連 合 は 12 月 3 日 の 中 央 委 員 会 で
「2020春季生活闘争方針」を決定する

予定。

情報労連からは21人が参加した

あいさつする神津会長
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フォーラムの冒頭あいさつした情報
労連の後藤副委員長は、「情報通信と
情報サービスの融合が進んでいること
を踏まえ、情報サービスフォーラムと
して開催してきたものを、今年から新
たにICTSフォーラムとして開催する
ことにした。新たな技術の進展と活用
範囲の拡大が続いており、その変化は
5Gの出現によってさらに加速しようと
している。今回のフォーラムを踏まえ、
事業のあり方、スキル形成、働き方な
どの参考にしてほしい」と述べた。

5G時代の到来
続いて、情報通信総合研究所の岸田

重行上席主任研究員が「5G時代の到
来と、通信政策の今後」と題して講演
した。
岸田氏は4G時代までの通信政策

と5G時代の通信政策の違いを解説。
「4G時代までの通信業界は、消費者
を軸としたシステムが確立し、その中
で、設備・販売・料金競争が行われき

た。従って、通信政策の目的は主に通
信事業者の競争促進だった」と指摘。
その上で、「5G時代には通信とITの融
合が進むことによって、多様な設備投
資の主体が登場する」とし、通信業界
のシステム変化に伴って通信政策も変
わると指摘した。

DXの推進を
次に、経済産業省の商務情報政策局

ソフトウェア産業戦略企画官の和泉憲
明氏が「『2025年の崖』問題を克服
するためのDX推進政策の展開」と題
して講演した。
和泉氏は欧米などで進むデジタル・

トランスフォーメーション（DX）の
事例を紹介した上で、「DXはすでに
始まっている。これからの課題ではな
く、現在の課題」と強調。DXの拡大
に向けては、「高い技術力を持ってい
ても、社会がその価値に
気付かないと受け入れら
れない。テクノロジーで
勝っても、ビジネスで負
けては仕方ない」として、
「いいタイミングでサービ

スを提供することが戦略的なポイント
になる」と指摘した。
また、日本のIT関連費用の80％が

現行ビジネスの維持・運用に割り当て
られている現状を紹介し、ソフトウェ
アの新規開発に投資を振り向けるべき
と強調した。
フォーラムでは最後に、情報労連の

北野書記長が情報労連のICTS政策を
紹介。産業の健全な発展に向けて、事
業者団体などと連携していく考えを述
べた。

更新忘れ・新規加入・車検等
　ございましたらご連絡ください。

0120-309-048
自賠責共済専用ダイヤル

受付時間：ＡＭ9：00～ＰＭ5：30　（土・日・祝日・年末年始を除く）

Ｊ-1911①

専用のオペレーターがご案内いたします。
ステッカーの張り替え忘れ
　　もご注意ください。

自賠責共済（保険）未加入での
　　運行は法令違反です。

忘れてませんか？

自賠責のコト。

連合は結成30周年記念行事として
「ゆにふぁん」をスタートさせた。こ
れまで培ってきた「支え合い・助け
合い」の運動を「見える化」し、発
展させることがねらいだ。
「ゆにふぁん」のホームページには、

「ゆにふぁんマップ」を開設。全国各
地の構成組織や地方連合会、NPO・
NGOの活動を掲載し、活動を「見え
る化」する。さらに登録した団体は、
活動への参加や物資による支援を募
ることができるとともに、必要に応じ
てクラウドファンディングで資金を募
集することもできる。

10月1日の「ゆにふぁん」のオー
プニングイベントであいさつした連合
の神津会長は「この取り組みが労働
運動の可能性を開くことにつながる
と期待している。さまざまな人たちと
一緒になって、運動をつなぎ、創り出
していきたい」と強調した。

中央大学の宮本太郎教授は、「世直
し、社会の流れを変えるための画期
的な取り組み」と評価。新しい生活
困難問題を解決するためには、新し
いお金の流れが必要だとして、「ゆに
ふぁん」におけるクラウドファンディ
ング事業に期待を寄せた。

連合30周年記念行事
「ゆにふぁん」がスタート
� ゆにふぁんURL��https://www.jtuc-rengo.or.jp/unifan/

  連合の運動を広く発信!

情報労連は11月8日、都内で「5G時代のネットワークビジョンと
デジタル・トランスフォーメーションへの対応」をテーマに、
ICTSフォーラムを開催した。労組関係者や会社の担当者など約250人が参加。
情報通信と情報サービスの今後の展望について知見を共有した。

情報労連
2019	ICTS
フォーラム

5G時代の通信産業と
IT業界の未来を探る

岸田重行氏

和泉憲明氏

あいさつする後藤副委員長

「2019連合中央女性集会」が10月18日、都
内で開催された。集会には826人が参加した。

冒頭あいさつした連合の相原事務局長は、
「男女が性差にかかわりなく能力を存分に発揮
できるよう、この現実を転換していかなければ
ならない」と参加者に呼び掛けた。

続いて、日本女子大学・大沢真知子教授が、
「なぜ女性管理職は少ないのか」と題して基調
講演をした。大沢教授は、長時間労働をよしと
する根強い規範などが女性の管理職比率の低
さの背景にあるなどと説明。職場風土の改善
が重要と提起した。

パネルディスカッションでは、連合・相原事
務局長、岡本直美氏（連合顧問）、西田一美氏

（連合奈良会長）、菊池るみ氏（全自交労連）ら
が取り組みの決意などを表明した。

多様性を認め
支え合う社会へ

2019連合中央女性集会

情報労連から88人が参加

情報労連の活動も掲載中
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10月16 ～17日にかけて、韓国・ソ
ウルでUNI Apro東アジア労組フォーラ
ムが開催された。情報労連からは5人が
参加した。

今回は「労働の未来、決めるのは私
たち」をテーマに議論。講演したUNI 
Apro・クリストファー・ウン地域書記長
は「デジタル化の結果として仕事の配
置転換は避けられない。労働者の長期
的雇用可能性を高めるなど、先手を取
ったアプローチが不可欠」と述べた。

KDDI労組の登尾事務局長は、日本に
おける「プラットフォーム労働者および
IT部門の組織化」について報告。日本

のITエンジニアを含む多重下請け構造
等の課題を報告するとともに、プラット
フォーム労働者をはじめとする個人事業
主も含め、産業全体をもり立てていく
必要性を述べた。

UNI Apro 東アジア労組フォーラム

デジタル化への対応を議論
先手を取ることが重要

TOPICS

情報労連は10月24 ～ 26日にかけ
て「ブロック支部・県協役員研修」を実
施した。加盟組合と直接対応する情報
労連役員のスキルアップを図り、加盟
組合からの期待に応える産別運動につ
なげることを目的に今期から実施された
もの。ブロック支部・県協役員・オルグ
など約40人が参加した。

初日（24日）は、情報労連の取り組
みとして、加盟組合支援や仲間づくり、
政策関連の取り組みを共有。翌25日は、
働き方改革関連法のポイントを押さえ

るとともに、賃金制度や労働組合による
財務分析などを学んだ。最終日の26日
は、労働組合法と社会保障についてそ
れぞれ学習した。
■ベーシックコースも実施

労働組合役員としての基礎知識と基
本スキルを習得することを目的としたベ
ーシックコースは、11月9日に大阪で、
11月16日に東京で開催された。大阪で
は31人、東京26では人が参加し、グル
ープディスカッションも交え、基礎知識
を実践を学んだ。

人材育成のための研修を展開

組合役員向け研修を実施
加盟組合支援の強化につなげる

TOPICS

渡部　昭（わたなべ　あきら）
松山市議会議員

「まつイチ体操」で元気に
市民の健康増進に一役

クルーズ労働組合
結成：1991年11月
組合員数：4人
代表者：林みちよ
業種：印刷業

いつもにこにこ元気いっぱいの渡
部議員。70 歳目前でも活力が湧き
出ています。なぜか。介護予防や健
康寿命の延伸を目的に医学療法士が
考案し、松山市とともに推奨・啓発
する「松山週イチ体操（まつイチ体
操）」の実践によるものだそうです。
渡部議員に健康づくりの大切さにつ
いて話を伺いました。

「人生100年時代。いくつになって
も健康に過ごすためには、心地よい
運動で、筋肉の柔軟性を高め、動き
やすいからだを手に入れることです。
年齢を重ねることで固くなる筋肉、痛

みが出てくる関節、悪くなるバランス
に対し、『抗重力筋』を鍛える『まつ
イチ体操』がおすすめです。私も以
前、体のバランスを崩し長い間、ヒ
ザの痛みなどに悩まされていました
が、この体操を始めたおかげで、痛
みも消え、若さを取り戻した気持ちで
す。今ではこの体験を生かし、自身
が発行する『議会だより』なども通
じ、『まつイチ体操』を市民に広くお
伝えしていきます」

わたくしたち『クルーズ労組』は
1991年11月1日に結成し、同日付
けで情報労連に加盟しました。
各種印刷物・サイン・HP等の企
画、制作や出版物の企画、制作、販
売・アイヌ関連の書籍、文具、雑貨
の企画、制作、選挙ツールの企画、
制作等を行う会社の労働組合です。
組合員は4人で共済を軸とし福利厚
生の充実等に力を入れています。
春と秋の共済説明会では、外勤の
組合員と時間調整して、なるべく全
員参加できるようにしたり、組合員
以外の方へも声をかけたりしていま
す。社員数が少ないので、仲間の拡
大は、なかなか難しいですが、9月

に一人仲間が増えました。
共済説明会は、説明を聞き、自分

のライフステージと照らし合わせて
見直しや自分の入ってない商品のこ
となどを組合の仲間と話をしながら
共有でき、自分の将来設計を考える
「いい機会」だと思います。自分ひと
りでカタログをみながら考えるより、
相談できることが安心につながると
感じています。
仕事は、OA化が進み厳しい面も

ありますが、会社の業績も気にしつ
つ、組合員の安心のために活動して
いきます。

がんばってます！

地 議元 の 員

福利厚生の充実に注力
声掛けで安心につなげる

情報労連の
なかまたち

紹介！

北海道ブロック支部
クルーズ労働組合

「まつイチ体操」を
詳しく知りたい方は
QRコードからアクセス

連合は11月12日、都内で「連合結成
30周年記念シンポジウム」を開催した。

冒頭あいさつした連合の神津会長
は、「変えることのできるものについて
は、それを変えるだけの勇気を」という
言葉を紹介。「未来に向かって自分たち
の運動の姿をどう変えるべきかを語る
ことが欠かせない」と述べた上で、「連
合の政策を実現する力を高める必要が
ある」と強調した。

基調講演としては東京工業大学の西
田亮介准教授と立教大学の首藤若菜教
授が「これからの労働組合」について
講演。続いて、この2人を含め、経団連

の吉村隆産業技術本部長、台東区議会
の本目さよ議員、学生団体代表、連合
東京の杉浦賢次会長、連合の相原康伸
事務局長でパネルディスカッションが行
われた。

連合結成30周年記念シンポジウム

未来に向かって
変えるべきは変える

TOPICS

委員長を囲んで（中央が林委員長）

KDDI労組登尾事務局長の報告

パネルディスカッションの様子



これまで、祝日は就業規則で休日と
定められていたのですが、次年度から
それらの日には年次有給休暇を
取得するよう会社から提案されました。
年次有給休暇の取得促進という
ことなのですが、受け入れてしまって
よいのでしょうか。

労働基準法が改正され、2019
年4月からすべての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付
与される労働者（管理監督者を含
む）に対して、年次有給休暇の日
数のうち年5日については、使用
者が時季を指定して取得させるこ
とが義務付けられました。これに
違反すると事業者には罰則が科せ
られます。
この法改正に対して、就業規則
でもともと休日とされていた日を
就業規則を変更して出勤日扱いと
し、その日に年次有給休暇を取得
するように促したり、計画年休で
休ませたりという事例が散見され
ます。
しかし、こうした対応は、法改
正をきっかけとして労働条件の不
利益変更が生じていることに注意

が必要です。厚生労働省もパンフ
レットで「特別休暇について、今
回の改正を契機に廃止し、年次有
給休暇に振り替えることは、法改
正の趣旨に沿わないもの」と明言
しています。その上で、「振り替え
た後の要件・効果が労働者にとっ
て不利益と認められる場合は、就
業規則の不利益変更法理に照ら
して合理的なものである必要があ
る」としています。
就業規則の不利益変更を使用者

が勝手に行うことはできません。
就業規則の変更には、労働者の同
意が必要です（労働契約法9条）。
労働組合としては、会社側がこの
ような対応を取らないかチェック
する必要がありますし、労働者の
不利益になるような場合は受け入
れるべきではありません。

解決！
みお悩

職場の
共有！

厚生労働省は10月30日、台風19号
被害に伴う雇用調整助成金の特例措置
の追加実施を発表した。台風に伴う経
済上の理由により事業活動の縮小を余
儀なくされ、雇用調整を行わざるを得
ない事業主に対して10月21日に特例
措置を発表したが、さらなる特例措置
を講じるとした。

具体的には ①休業を実施した場合
の助成率の引き上げ（中小企業の場合
は3分の2から5分の4へ、大企業の

場合は2分の1から3分の2へ） ②支
給限度日数の引き上げ（「100日」か
ら「300日」へ） ③雇用保険被保険者
期間が6カ月未満の労働者も助成対象
に―などの措置が講じられる。

厚生労働省では、台風19号被害に
関する特別相談窓口（雇用・労働関
係）の開設し、相談を
受け付けている。詳し
くはQRコードのリン
ク先へ。

企業にパワーハラスメントの防止措
置義務を定めた改正労働施策総合推進
法の指針案について、労使の意見が分
かれている。

指針案は10月21日の厚生労働省の
雇用環境・均等分科会で示された。労
働側は、これまでの審議会の議論や法
律の附帯決議、国会答弁が素案に反映
されているか疑問と指摘。附帯決議に
は「労働者の主観にも配慮すること」
とあるが、指針案に反映されていない
ことや、指針案が示すパワハラの事例

が対象となる範囲を狭めているなどと
して、全体的に見直すべきと指摘した。

指針案に対しては、日本労働弁護団
が10月21日に「パワハラ助長の指針
案の抜本的修正を求める緊急声明」を
発表。パワハラの範囲を矮小化し、労
働者の救済を阻害するとして批判して
いる。

連合は11月18日に「全会一致の附帯
決議を活かした実効性あるハラスメン
ト対策の確立を！連合国会内アクショ
ン」を開催するなど、世論喚起を行う。

台風19号被害で追加の特例措置
雇用調整助成金の助成率など引き上げ

パワハラ防止措置の指針案
労働側が修正を要求
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