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連合第81回中央委員会

連合は12月3日、第81回中央委員会を開催し、2020春季生活闘争方針を
決定した。「賃金水準の追求」の運動の展開に向けて、
「2020春季生活闘争における賃金要求指標パッケージ」を提示した。

情報労連は、台風19号災害連合救援
ボランティアの第3・4陣にそれぞれ10
人、8名計18人を派遣した。
第3陣は、11月10日から16日に福島

県郡山市で、第4陣は11月17日から23
日の間、同県いわき市で被災者の復旧
支援活動を行った。
浸水した家屋の床下の泥出し、屋外

への家財の搬出、高圧洗浄機等による
屋内清掃、台風被害による廃棄物集積
場での分別など参加者それぞれが安全
に留意し作業に汗を流した。

神津会長あいさつ

中央委員会の冒頭あいさつした神津
会長は、「連合が6年間積み上げてきた
賃上げの流れを決して止めてはならな
い。賃上げのうねりを社会全体のもの
としていくことが重要。労働組合の有
無にかかわらず、一人ひとりの働きの
価値が重視され、その価値に見合った

現地では、ボランティア要請もでき
ない手つかずの被災状況など、甚大な
被害を目の当たりにした。本格的な生
活再建には中長期的な対応が必要な状
況であり、情報労連は被災地に寄り添
い、ブロック支部・県協、地方連合会
とも連携し、支援活動を展開していく。
台風19号に関するボランティア派
遣は各地方連合会でも実施されており、
地方連合会の要請に応じて、情報労連
の各県協のメンバーがボランティアに
参加している。

福島県内で
ボランティア活動
床下の泥出しなど
復旧活動に参加

処遇が担保されなければならない」と
訴えた。
また「賃上げも働き方改革も、不合
理な取引慣行の是正がカギとなる。こ
れまで以上に『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』に
一体的に取り組むことで、社会全体の
生産性向上を促し、成果の適正な分配
につなげていくことが重要」と強調した。

賃上げの流れを止めない
めざすべき賃金水準の実現へ

基本的な考え方

連合の2020春季生活闘争は、基本的
考え方として、「働く者の将来不安を払
しょくし、『経済の自律的成長』『社会の
持続性』を実現するためには『人への
投資』が不可欠であり、分配構造の転
換につながり得る賃上げが必要」と強
調。「底上げ」「底支え」「格差是正」の
観点から、「月例賃金にこだわった賃上
げの流れを継続・定着させる」とした。
これに加えて、中小企業や有期契約
等労働者の賃金の格差是正のために、
名目賃金の最低到達水準の確保と目標
水準への到達に取り組むとし、「賃金水
準の追求」の運動を展開するとした。

目標水準を提示

その上で、具体的要求項目として、
「2020春季生活闘争における賃金要求
指標パッケージ」を提示した。
賃上げについては、底上げの観点

から、賃上げ率2%程度、定期昇給分
（定昇維持相当分）を含め4%程度を示
した。
また、格差是正分の目標水準として、
35歳28万7000円、30歳25万6000円を
示すとともに、最低到達水準として35

歳25万8000円、30歳23万5000円、企
業内最低賃金協定1100円以上という数
字を示した。
賃金実態が把握できない場合などは
賃金カーブ維持分4500円を加え、総額
1万500円以上を目安に賃金の引き上げ
を求める。また、男女間賃金格差の是
正に向けて、男女別・年齢ごとの賃金
分布の把握などを促進する。
加えて、働き方も含めた「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」が重要として、大企業等に
よる長時間労働是正をはじめとした取
り組みが、下請け等中小企業への「し
わ寄せ」とならないように取り組みを
進めるとも強調した。
情報労連は1月30日に中央委員会を

開催し、2020春季生活闘争方針を決定
する。

2020春季生活闘争方針を決める

台風19号
連合災害救援
ボランティア

2020春季生活闘争方針を決めた連合の第81回中央委員会

賃上げの継続を強調した連合の神津会長

浸水した床下の泥出し

結団式で決意表明する情報労連の二瓶中央執行委員

土のうをトラックに積み込む作業
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情報労連は「すべての加盟組合の春
闘組織化」に向けて、加盟組合におけ
る賃金実態の把握の支援や、ブロック
や県協が行う学習会などへの本部役員
派遣、要求・労使交渉に資するツール
の展開などに取り組んできた。
また、活動が難しい加盟組合に対し
ても、要求や交渉にこだわらない「組
合員の職場環境や処遇の改善・向上」
を目的とした取り組みを支援してきた。
2020春闘に向けては、すべての加
盟組合が春闘を組織化したり、職場環
境を改善したりするために、加盟組合
の状況に応じた環境整備を展開する。
継続的に春闘を組織化し、賃金改善
要求ができている組織に対しては、賃

金分析や経営分析の実施を支援し、賃
金改善要求につなげる。検討にあたっ
ては、地方連合会が提供する地域ミニ
マムの賃金実態等も活用する。
賃金改善要求にまで至らない組織に

対しては、組合員との対話会、会社と
の折衝などを通じた職場環境整備を支
援。春闘組織化に至っていない組織に
対しては、執行部への支援や就業規則
のチェック、労使関係構築に向けた会
社対応などを行う。
月例賃金改善要求の具体化に向けて

は、企業の経営状況、組合員の賃金実
態把握が不可欠であることから、財務
状況などの資料入手に努める。賃金実
態の把握に向けては、情報労連賃金実

態調査のツールを活用するように周知
する。
ブロック支部は、県協の体制等を踏

まえ、訪問・指導などのサポートを行

う。あわせて、「ブロック支部加盟組
合対策会議」を開催し、加盟組合の組
織強化を図る。

連合は11月18日、衆議院会館で「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」を開催した。

集会は、厚生労働省の審議会で議論
されているパワハラ防止措置法の指針
に、国会の附帯決議を確実に反映させ
ることなどを目的に開催された。

あいさつした連合の神津会長は、「指
針の素案は、パワーハラスメントの定義
や例示が非常に狭く、マスコミ報道や
ネットなどで『使用者の弁解カタログ』
と批判される始末。附帯決議の内容も
十分に反映されていない。予防を含め
て幅広く事業主が講ずべき措置を明確

にすべき」などと訴えた。
労働組合のほか、日本労働弁護団や

女性団体などからも批判が寄せられた
ことなどもあり、厚生労働省は11月20
日の会議で修正した指針案を提示。12
月20日までの期間でパブリックコメン
トを募っている。

実効あるハラスメント防止指針を

情報労連は11月27日、中央執行委員会を開催し、
2020春季生活等闘争方針案を議論。加えて、2020春闘に向けた
ブロック支部加盟組合の環境構築のための取り組みについて確認した。
春闘に向けた取り組みを報告する。

春闘要求に向けて加盟組合を支援
すべての加盟組合が要求を

2020春季生活闘争　職場点検チェックリスト
連合は12月4日、ホームページ上に「2020春季生活闘争」職場点検チェックリストを掲
載した。チェックリストは、法令などで定められている項目やワークルールに関する基本を
掲載。職場環境改善の入り口としての活用をねらいとしている。ぜひチェックを。
労働条件 ① 就業規則はいつでも自由に閲覧でき、労働条件通知書が全員に

渡されている。
労働時間 ② 残業（超過勤務）は、36協定を締結した上で、上司の指示に

もとづいて行われている。 
③ すべての労働者（管理監督者含む）が、年次有給休暇を5日以

上取得している。
④ すべての労働者（管理監督者含む）の労働時間が、客観的な方

法（ICカードやパソコンの使用時間記録など）により把握され
ている。

WLB ⑤ すべての労働者が仕事と育児・介護を両立できる就業環境が整
備されている。

安全衛生 ⑥ ストレスチェックや残業の多い労働者への医師による面接指導
など、メンタルヘルス対策が行われている。

有期・短時間
などで働く人の
ワークルール

⑦ 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、本人の申込
みにより、無期労働契約に転換できる「無期転換ルール」が、
職場で周知されている。 

⑧ 有期労働契約を反復更新されている労働者が、一方的に雇止め
されることはない。

⑨ 正社員と有期・短時間・派遣等で働く者の間で、賃金・一時金、
各種手当や休暇制度について不合理な差がない。

ハラスメント ⑩ 第三者（顧客や就活生等）も含めた、あらゆるハラスメントの
防止措置が実効的かつ一元的に取り組まれている（方針等の周
知・啓発や相談対応など）。 

男女平等など ⑪ 人事・賃金制度および運用に男女間で偏りがないか、また、そ
の結果として賃金格差がないかの把握・分析が行われ、改善・
是正に向けて取り組まれている。

⑫ 妊娠・出産、および育児・介護休業等の制度利用による不利益
取り扱い（解雇や人事考課のマイナス評価など）の禁止が徹底
されている。

連合が院内集会

連合は11月29日、「2020年公的
年金制度改革に向けたシンポジウム」
を開催した。構成組織・地方連合会
など、約150人が参加した。

あいさつした連合の逢見会長代行
は、「企業の規模や形態、働き方で社
会保険の適用の有無が異なることは
納得できない。すべての働く者が原
則適用されるよう、さらなる適用拡
大を早急に行うべき。基礎年金の底
上げを中心として、だれもが安心し
てくらし続けられる公的年金制度の
実現が急務」などと述べた。

続いて、慶応大学の駒村康平教授

が基調講演。駒村教授は将来世代の
年金給付の水準低下などを指摘した
上で、最低保障機能の強化の必要性
などを訴えた。

次に、パネルディスカッションが行
われた。労働組合からは社会保険逃
れの実態が報告されたほか、社会保
険の適用拡大などを訴えた。

公的年金のさらなる適用拡大を

ブロック支部加盟組合の
春闘環境構築

連合公的年金
シンポ

2019春闘の決起集会

あいさつする神津会長
労働組合からの報告
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11月20~22日、国際産業別労働組合
UNIのアジア太平洋地域（Apro）の地
域大会がネパール・カトマンズで開催
された。情報労連からは8人が参加した。

大会のテーマは「グローバル経済に
おけるデジタル化された労働の世界で
働く労働者のための公正な移行」。双方
向セッションとして、①デジタル化され
た労働の世界で働く労働者のための公
正な移行 ②包摂的な成長のための地域
経済統合 ③デジタル化およびグローバ
ル化経済における課題に対応するため
の使用者および政府とのパートナーシッ
プ―が報告された。③では、情報労
連・喜井副委員長（NTT労組・中央執

行委員長）が労使信頼関係を重視した
パートナーシップとその成果を報告した。

大会では、地域書記長を長年務めて
きたクリストファー・ウン氏が退任。ラ
ジェンドラ・アチャリャ氏が新書記長に
就いた。

UNI Apro 地域大会

デジタル化・グローバル化時代の
労働の公正な移行を探る

TOPICS

情報労連は12月8~10日かけて、ブ
ロック支部・県協役員研修（後期）を開
催した。

カリキュラムは以下の通り。（敬称略）
■1日目。「企業再編と労働組合の対応」

（徳住堅治・日本労働弁護団会長）／
「情報労連加盟組織の事例共有」対会社、
対労組役員内部双方からの事例（中野
匡・De-self労組委員長）
■2日目。「組織をアクティブにする」相

手をまきこみDoさせる組織にするスキ
ルの習得（菅俊治・日本労働弁護団）／

「倒産前・後の労働組合の対応」（狩谷
道生・JAMオルガナイザー）
■3日目。「組織課題解消に向けて」”呪
いの言葉の解き方”先入観からものの
見方・考え方を変える（上西充子・法
政大学教授）／「ハラスメントへの対
策」　ハラスメント相談に対する実務対
応（公益財団法人 21世紀職業財団）

ブロック支部・県協役員研修

企業組織再編など
実践形式で学ぶ

TOPICS

あべきみこ
墨田区議会議員

津軽モータースクール労働組合
結成：1998年7月
組合員数：4人
代表者：三浦聡
業種：自動車教習

昨今、地球温暖化の影響もあり近
年でも死者・行方不明者が6000人を
超えた1995年の阪神・淡路大震災、2
万人の死者・行方不明者が出た2011
年の東日本大震災をはじめ、豪雨や
地震、火山噴火などによる大規模災
害は頻発しています。
とりわけ墨田区は東京都の地震危
険度ランキングで建物倒壊危険度・
火災危険度・災害時活動困難度・総
合危険度（災害リスク）が高い地域
です。また海抜0メートル地域という
こともあり、荒川が決壊した場合区
内全域がほぼ浸水想定区域内で、最
大で浸水深約5メートルと被害想定

が発表されています。
私は日頃より地域の中で消防団員

として活動しています。緊急水防体
制が発令されると河川の警戒や発災
時には出動し、消火活動や住民の避
難誘導にあたります。今年に入り防
災士、応急救命普及員の資格も取得
し、町会の防災訓練では消防署と連
携し、HUG（避難所運営ゲーム）や
応急救命の指導を行っています。年
末も消防団の歳末警戒で地域の町会
を巡回する予定です。
今後も地域での活動を通して墨田

区の防災対策の推進を議会で取り組
んでまいります。

津軽モータースクールは、1962（昭
和37）年、津軽中央自動車学校とし
て始まり、1998（平成10）年に社
名を変更し、今年で通算57年目を
迎えています。
多くの卒業生が無事故・無違反で
過ごせるようにと願いながら、職員
一丸となり教習を進めています。た
だ、少子高齢化の波が教習所業界に
も直撃し、当社でも年々教習生数が
減る一方で、高齢者講習は受講まで
に数カ月待ちという現状です。
このような中で、津軽モータース

クール労働組合は、教習所としての
大切な役割である、時代に合わせた

新規免許取得者教育や高齢ドライ
バー講習をうまくかみ合わせ業務を
進めています。一方で、この間、春
闘時には、組合員の労働条件向上の
ため会社側に対し要求書を提出して
います。なかなか希望通りとはなり
ませんが、会社側もこれまでの労使
信頼関係の中で、要求に応え改善が
図られてきています。今後も会社の
発展と組合員の労働条件向上に向け
て頑張っていきたいと思います。

がんばってます！

地 議元 の 員

無事故・無違反へ職員一丸
高齢者講習が人気

情報労連の
なかまたち

紹介！

東北ブロック支部
津軽モータースクール労働組合

左からUNIAproの野田会長、ウン前書記長、
ラジェンドラ新書記長

12月2 ～ 5日にかけて、情報労連と
UNI Apro共催の青年ワークショップが、
マレーシア・クアラルンプールで開催さ
れた。アジア太平洋地域9カ国から47
人（情報労連からは13人）の若手労働
組合役員が参加。若手リーダーに求め
られる役割やリーダーシップ、プレゼン
テーションスキルなどを学んだ。

ワークショップでは各国の青年活動の
事例が報告されたほか、デジタル化に
よる仕事の世界への影響を議論。デジ
タル化に対応するための労働組合活動
の改革のあり方や、組合における情報
発信のためのIT活用や効果的なプレゼ

ン手法についても学んだ。
また、課外活動として街頭インタビュ

ー調査も実施。グループが写真や動画、
グラフ等を駆使したプレゼンを行った後、
事務局からの講評を得るなど、効果的
なプレゼン手法についても学んだ。

情報労連・UNIApro青年ワークショップ

アジアの青年たちが交流
プレゼンスキルなどを学ぶ

TOPICS

プレゼンテーションの手法も学習

防災対策に注力
安心安全のまちづくりを



職場で固定残業代を導入しようという
話が出ています。その際、これまで基
本給として支払われていた額の中か
ら、固定残業分が支払われるという話
になっています。労働条件の不利益変
更に当たるのではないでしょうか。

固定残業代とは、時間外労働の
有無や長さにかかわらず、一定の
金額を残業代として支払う仕組み
です。
これまででは、歩合給のタク
シー運転手が起した裁判の判例が
有名です。この裁判では会社側が
「歩合給の中に残業代が含まれて
いる」と主張したのに対し、最高
裁は「通常の労働時間の賃金に当
たる部分と時間外および深夜の割
増賃金に当たる部分」が判別でき
ない場合には、歩合給の支払いに
よって割増賃金が支払われたこと
にならないとする判決を下しまし
た（高知県観光事件）。残業代が
賃金の中でどの部分が割増賃金な
のかを明確にしなければならない、
ということです。
固定残業代の問題点は、実際の
労働時間が固定残業代分の労働時
間を上回っても、その分が支払わ
れず、不払い残業になりやすいこ

と。また、労働条件の不利益変更
につながる恐れがあることです。
例えば、基本給30万円だった会
社が、このうち20万円を基本給
とし、10万円を固定残業代にし
たとしましょう。支払われる総額
には変化がないように見えますが、
実は大きく違います。基本給30
万円のままであれば、それを算定
基礎に時間外割増賃金が追加で支
払われますが、10万円が固定残
業代になってしまえばその分は残
業をしても残業代は支払われませ
ん。時間外割増率の算定基礎額も
低くなってしまいます。そのため
冒頭のご質問は労働条件の不利益
変更に当たると言えます。
固定残業代は「求人詐欺」の温
床にもなっています。不払い残業
や労働条件の不利益変更を生じさ
せないために、固定残業代の導入
にはその必要性や運用方法など慎
重に対応する必要があります。

解決！
みお悩

職場の
共有！

連合は12月11日、労基法上の消滅
時効改正に向けた12.11緊急集会を開
催した。民法改正に伴う労働債権の消
滅時効期間などを巡る問題で、労働者
側の主張をアピールした。
2017年に改正された民法（債権
法）では、債権の消滅時効期間が5年
もしくは10年に統一された。賃金な
どにかかわる労働債権は現在、労働基
準法115条で2年と定められており、
民法の規定に合わせるかどうかが、厚
生労働省の労働条件分科会で議論され
ている。
分科会では労使の意見が対立し、平
行線をたどっている。労働者側は、民
法の規定に合わせて消滅時効期間を5
年もしくは10年にすべきと訴えてい
るのに対し、使用者側は現状維持（2
年間）を訴えている。
また、改正民法の適用対象を巡って
も労使の意見が対立。労働者側は、改
正法施行後の賃金支払い日を基準点と
すべきと訴えているのに対し、使用者
側は最初の労働契約を基準点とすべき
と訴えている。最初の労働契約を基準
点とすると、法施行日前に労働契約を
締結した人は、転職するなどしない限
り、時効期間が法改正前のままとなり、

改正法が適用される人とされない人が
職場の中に混在することになる。労働
者側は、労働者を分断し、職場が大混
乱に陥るとして、すべての労働者が改
正法の適用対象となるよう、法施行日
以降の賃金支払い日を基準点とするよ
うに訴えている。
集会であいさつした連合の石田昭浩

副事務局長は「来年4月の改正民法施
行は目前に迫っているが、見通しが立
っていないのが現状だ。社会に大きな
うねりを起こしていくための集会にし
たい」と呼び掛けた。
また、集会の最後にまとめのあいさ
つをした仁平局長は、「適用対象の問
題はマスメディアもまだ注目していな
い。労働組合から世論喚起を行ってい
こう」と訴えた。

労働債権の時効期間を５年にすべき
適用対象を巡っても世論喚起を “

”
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緊急集会には約100人が参加した


