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【 第２号議案 】

令和3年度活動方針（案）

ソフトバンク労働組合
2021年7月10日(土)
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総 括

この1年は新型コロナウイルスの勢いが衰えず、在宅勤務
を中心とした勤務体系への変化が当たり前となり、通常行っ
ている組合活動にも制限がかかる中で、組合としても、慎重
な判断をしながら活動した1年でありました。

まず、組合員の貴重な意見を伺う「意見交換会」において
も、昨年までは顔をつきあわせながら行っておりましたが、
今年はすべてオンラインで実施させて頂きました。ただ、オ
ンラインでもグループディスカッションを行う等、開催方法
においてはなるべく皆さまの貴重な意見が聞けるように工夫
を重ねて実行できたことは大きな成果と感じております。

仲間作りにおいても、新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より例年開催している地区レクリエーションは昨年度に引き
続き中止となってしまいましたが、地区レクリエーションに
代わる施策として、ディズニーや映画のチケット配布を行い
、組合員の方が制限がかかる生活様式の中でも、楽しめる企
画ができないか、執行委員の中で協議を重ね、対応いたしま
した。
また、組合員向けの福利厚生の一環として、情報労連の運

営している年金共済「ひろがり」についても、オンラインで
の説明会を開催し、１００名を超える組合員の方に参加頂き
ました。

労使交渉においては、コロナ禍でスタンダートになった
在宅手当に関する待遇改善等、組合員からコロナ禍で多く
寄せられた声についても、リアルタイムで会社に伝えるこ
とができました。

36協定では、一か月の時間外勤務時間を80時間に引き下
げることはできませんでしたが、必達すべき上限時間は80
時間であることを労使で共通認識とし、社内目標は70時間
を目指しながら、継続的にウォッチしていくことについて
会社と合意いたしました。

政府からの携帯電話料金値下げ要請等、コロナ禍以外でも
社会や会社の情勢が大きく変化する中、組合員の生活と労
働環境の維持・改善を行っていく為には、組合員一人ひと
りの積極的な協力が必要不可欠となります。

私たちのスローガン「笑顔を結び 創ろう未来」を合言
葉に次年度もたくさんの仲間をつくり、組合員とその家族
が毎日笑顔で働ける職場環境を創りだす為、全組合員が立
ち上がって強くそして骨太の組織を目指していきます。
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2019年11月に中国武漢市にて新型コロナウイル
スの最初の症例が確認されて以降、感染拡大の勢い
は衰えず、2021年６月時点でも都心部ではまん延防
止等重点措置が実施されており予断を許さない状況
である。

ソフトバンクでは、新型コロナウイルスの感染拡大
から1年以上経過する中、在宅勤務やテレワークが
スタンダートとなっており、竹芝本社等は出社率は
常に50%以下に抑えられている状況である。

一方で、ネットワークの監視業務や店頭での販売
業務等、クリティカルな業務に従事しており、在宅
勤務に切り替えられない社員もいる。

働き方はますます多様化している中で、組合として
も組合員の一人ひとりの声を拾い上げながら活動し
ていくことの重要性を痛感する1年であった。

当社の2020年度の業績は営業利益は前年比6%増の
9,708億円で好調ではあったものの、来期からは携
帯電話料金値下げの影響等で、今まで好調だったコ
ンシューマ事業の伸び悩みも懸念される。また、5G
の普及も加速していくため、来期は通信事業を取り
巻く競争は益々激化していくことだろう。

今年の初めには、当社の元社員が機密情報を競合他
社に流出した事件が発生した。競争激化する中での
コンプライアンスも重視されている。

来期もコロナ禍での働き方の変化や競争激化により
働く環境は益々変化していくことが予想される。
スローガン「笑顔を結び 創ろう未来」を合言葉に
、次年度もたくさんの仲間をつくり、組合員とその
家族が毎日笑顔で働ける職場環境を創りだす為、相
互扶助の精神に則った組合活動を行っていきます。

1.社会情勢とそれを取り巻く会社の環境
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2.令和2年度春闘

（１）賃上げ要求
組合は会社に対し、組合員一律6,000円のベアと

1.64%以上の昇給原資の積み上を要求しました。
その後数回にわたる交渉の末、同年5月17日、会社から

の最終回答は以下のとおりでした。

グレード認定を含む 2020 年度の昇給原資は、一人平均で基準内給与の
1.63%（4,843 円／月）とし、全組合員一律の賃上げ、テーブル引き上
げおよびいわゆるベースアップはおこなわない。

賞与比率の見直しにより 2020 年 4 月から固定給与の割合を引き上げ、
基本給を増額したことですでに実質的なベースアップ以上の賃上げを実現
できているものと考えており、さらに今回、2020 年度業績を踏まえた 2 
年連続過去最高水準の特別加算を実施することで、賞与を含めた年収ベー
スで従来以上充分に社員への還元ができているほか、2021 年 3 月に支給
した特別臨時一時金 20 万円（PayPay ポイントを含む）を加えると大幅
な還元が実現できていると考えている。

なお、2018 年 3 月に全社員対象に付与した無償ストックオプションが
2020 年 4 月に予定どおり権利行使可能時期を迎え、これを行使すること
で社員の実利益につながっていること、2021 年 1月に改めて全社員対象
に無償ストックオプションを付与し、将来の業績次第でさらなる社員の実
利益につながる対応も先行して行っていることも併せて申し添えておく。

（２）生活改善要求
昨年11月に開催した拡大意見交換会での組合員からの意見

をもとに、令和3年3月19日、組合は会社に対し、生活改善
要求を実施し致しました。

※の会社回答の詳細内容につきましては以下メールをご確認下さい。
メール件名：組合ニュースNo.32-21「組合活動の月次報告（2021年4月分）
／第4回執行委員会開催の報告」

（３）36協定の締結
令和3年4月以降の時間外・休日労働に関する協定届（36

協定）において、特別条項部分について年6回につき80時間
まで、但し、極めて重大な場合に限りうち年2回のみ100時
間までとしました。
会社として必達したい上限は80時間/月であることを労使

で共通認識としています。

※締結の詳細内容につきましては以下メールをご確認下さい。
組合ニュースNo.32-19「第3回執行委員会開催の報告」
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3.仲間づくり

（１）1年間の組合員の推移
令和3年6月現在 4,384 人

（２）意見交換会
労働組合では組合員からの意見を募り、一人ひとりを大

切にする労働環境を実現する目的で全国規模による意見交
換会を実施しています。
本年度は4回（首都圏2回、東日本/西日本 各1回）実施

致しました。

開催地区 開催場所

首都圏地区

リモート開催(ZOOM)東日本

西日本
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3.仲間づくり

（３）組合ニュース
機関紙である組合ニュースについて年間にわたり定期・不定期に通算24部（6月末時点）発行しました

（４）労働相談
組合！HotLineに寄せられた労働相談（合計29件）の内訳について報告します。

１．人事制度 9件
２．パワハラ 7件
３．労組活動 5件
４．人事手当 3件
５．降格評価 3件
6．過重労働 2件

（５）慶弔金
相互扶助の精神に則り福利厚生の一環である慶弔金申請(合計 259件)について報告します。

１．結婚給付 64件
２．出生給付 91件
３．死亡給付 69件
４．傷病給付 15件
５．退職給付 16件
6．災害給付 2件
7．相談給付 2件
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3.仲間づくり

（６）地区レクリエーション
組合員とその家族とのコミュニケーションの深度化を図る目的で、組合では毎年各地区にてレクリエーションを

開催しておりましたが、本年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべて開催中止させていただきました。
代わりに、代替対応として、ディズニーランドや映画チケット（3,000円分）の特典配布を実施させていただきました。

地区 内容 開催時期

北海道地区 開催中止 -

東北地区 開催中止 -

関東地区 開催中止 -

首都圏地区 開催中止 -

東海地区 開催中止 -

関西地区 開催中止 -

中国地区 開催中止 -

四国地区 開催中止 -

九州地区 開催中止 -
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4.その他活動

（１）常任委員会 42 回
毎週火曜日、中央執行委員が集まり年間行事等の打合せを行っています。

（２）団体交渉 9回
制度改正、苦情処理等、必要に応じて会社側と交渉を行っています。

（３）経営協議会 1回
宮内社長を始め会社役員との協議を行いました。

（４）顧問弁護士訪問
法律上の問題に対する問合せや相談などを適宜行っています。

（５）上位組織 情報労連との連携と情報共有
ソフトバンク労働組合の上位組織である情報労連の主催する会議体等に参加し、情報共有を行っています。
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5.活動方針

私たちのスローガン「笑顔を結び 創ろう未来」を合言葉に、次年度もたくさんの仲間をつくり、組合員と
その家族が毎日笑顔で働ける職場環境を創りだす為、相互扶助の精神に則り以下の活動を行います。

組織強化（執行委員活動）
専従委員の検討を行い、全員兼務で行
っている執行委員活動の活性化をはかり
ます。また、ITを利用し、執行委員活動
の負荷軽減を検討します。

過重労働
36協定の締結目標値を80時間/月の
上限を目指し、活動いたします。
また社内目標である70時間/月の実
現に向けて取り組みます。

待遇改善
会社業績に左右されない生活賃金の
獲得を目指します。また、組合員の
意見を集約し、多様な働き方に合わ
せた待遇改善を求めて参ります。

福利厚生
組合員向けの福利厚生制度（慶弔金
・ろうきん等）の周知、充実化に取
り組んで参ります。

仲間づくり（組合員向け）
コロナ禍でも、少人数でできるレクリエーシ
ョン施策を継続して行うことで、組合員や
組合員の家族のコミュニケーションの活性
化をはかります。

仲間づくり（非組合員向け）
非組合員の方に組合活動について理解
いただけるよう、オンラインでの活動説明会
の準備を行います。

組織強化（情報労連）
上位組織である情報労連を連携すること
で組織力を強化し、組合員全体の待遇
改善に役立てて参ります。

労働相談
面談を積極的に実施し、
法律上の問題があれば、顧問弁護士を
積極的に活用し、相談者が安心して働け
る環境づくりを行います。

教宣活動
「組合ニュース」の定期発行と
ホームページの内容の充実に取組み、
情報発信の強化を行います
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EOF


