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総 括

この1年は長引く新型コロナウィルス感染症により在宅勤務等の働
き方の多様化が定着する中見えてきた課題や、宮城/福島での震度6強
の地震の自然災害、円安/原材料価格高騰による物価上昇と組合員の生
活に影響を与える社会情勢の変化について、組合としても慎重に検討
しながら活動する1年でありました。

「意見交換会」では、例年は各地区毎に区切った開催を行ってきま
したが、今年度は全国一律の開催としたうえで、オンラインにて平日
及び土曜日に実施させていただきました。今までの慣例に捉われず組
合員から貴重なご意見をより多くいただけるよう、また参加しやすい
環境での開催の検討を重ねてきた成果だと感じております。

「労使交渉」においては、意見交換会でいただいた現場の声を会社
に伝え職場環境改善に努めてきました。さらなる職場環境改善のため
来期は、会社との交渉においても組合員へのアンケート収集の強化な
ど、新たな取り組みを実施していきたいと考えております。
また、今後の執行委員活動の活性化と組織強化については、会社と

専従委員の設置に向けた意見交換や検討を進めることで、次年度の専
従委員設置について大きく進展させることができました。

「仲間作り」においては、長引く新型コロナウィルス感染拡大の影
響により、地区レクリエーションは昨年度に引き続き中止となりまし
た。集合による組合員同士のコミュニケーションを取れない状況では
あるものの、組合員のご家族と楽しんでいただけるよう企画を引続き
検討させていただき、比較的人気のあるディズニーや映画チケットを
配布させていただく対応をいたしました。

「36協定」では、必達すべき上限時間は80時間であることを労使
で共通認識としてはいるものの、協定上においても時間外勤務時間
を月80時間に引き下げることを目指して交渉してまいりました。結
果として達成はできませんでしたが、「極めて」重大の定義の見直
しを実施し「期日が定められた業務」をFY22から対象外とすること
ができました。社内目標時間についてもFY23以降で月60時間以内を
継続検討していくことで合意しております。
また、情報労連と連携のうえ、共に働く人の底支えを目的に最低

賃金引上げの取り組みとして、今回初めて企業内最賃協定を締結す
ることができました。

円安や原材料価格高騰による物価上昇と、社会の情勢も厳しさを
増し、また携帯電話料金値下げや電気料金高騰の影響により会社の
情勢も大きく変化する中、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たことを発端に、国内で
は長引く感染拡大により生活が制限される中で、在
宅勤務をはじめ働き方の多様化が定着してきている
状況である。

当社の施策としても、ベストミックスのもとPCR
検査やワクチン職域接種等の感染予防対策が実施さ
れ、出社率の制限も行われてきた。

そのような中で、業務の性質上出勤が必須となるよ
うな組合員から不公平感といった声もあり、課題も
出てきているのが現状である。

また、円安や原材料価格の高騰による物価上昇が進
み、私たち組合員の生活にも多大な影響が出始めて
いる状況でもある。

多様化する働き方、物価上昇と厳しさを増す社会の
情勢の中、組合として組合員一人ひとりの声をいた
だき活動をすることがより重要であると考える。

当社の2021年度業績としては、営業利益は前年比
2%増の9,857億円と非常に好調で、4期連続の過去
最高益となった。法人事業、コンシューマー事業、
新規事業と、多様化する業務に携わる組合員の貢献
による会社業績であると考えられる。

しかしながら2022年度は、通信料値下げに伴う業
績影響が▲900億円、電気料金の高騰によるコスト
増が予想されており、より厳しい状況となると考え
られることから、組合員を取り巻く労働環境の変化
が激しくなると思われる。

多様な業務に携わる組合員のより一層の貢献が求
められる中、取り残される組合員が出ないよう、ス
ローガン「笑顔を結び 創ろう未来」を合言葉に、
相互補助の精神に則り、組合員一人ひとりとその家
族が笑顔で働きやすい職場環境を創り出すための活
動を行っていく。

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3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。
同年5月17日の会社回答に対し再度要求を行う等、数回にわたる交渉

の末、同年6月6日、会社からの最終回答は以下のとおりでした。

当社においてはこれまで、業績に応じた賞与を支給することで実質的な賃上げを実現
してきている。例えば直近の賞与支給水準を見ても、2019年度・2020年度（2020年
夏季・2021年夏季）はいずれも前年比+0.3ヶ月の特別加算を実施しており、これは両
年に平均月額約5,200円（同年額約8.9万円）の賃上げを実施したものと同等の効果で
ある。また、2020年4月には賞与比率の見直しにより固定給与の割合を引き上げ、基本
給を増額しているが、これは、2016年に特別加算賞与のうち1ヶ月分を組み入れること
で通常賞与を年6ヶ月に変更しており、その通常賞与6ヶ月のうち1ヶ月分を基本給に組
み入れる変更を行ったもので、この点でも実質的なベースアップは実現できているもの
と考えている。

前述の特別加算は、営業利益の目標達成度合いおよび成長度合いを主な指標として決
定している。2021年度、当社の連結営業利益・純利益はいずれも目標を上回る結果と
なったものの、主要事業である通信セグメント（コンシューマ、法人、流通事業領域）
の営業利益は目標をやや下回る結果となった。一方で、この数字は昨年度実績を上回る
結果であったことも踏まえ、社員の成果に報いる意味で、特別加算賞与も過去最高水準
であった昨年度と同じ1.7ヶ月相当を加算することとしている。

前述のとおり短期的にも実質的に十分な賃上げを実施しているものと考えているが、
短期的な目線だけではなく、その時の業績に対して適正に報いつつ、企業として健全な
状態で継続的に社会貢献しながら長期的に成長し続けていくことが、社員に対する最良
の価値提供であると考えている。

以上の内容を踏まえ、5月17日の回答のとおり、今期の賃上げは実施しない。一方で、
2022年度の事業環境は非常に厳しくなることが見込まれているが、次年度以降に向け
ては、世の中情勢の変化等も踏まえ継続検討していくこととする。なお、上場時や
2021年1月に改めて全社員対象に付与した無償ストックオプション等、会社の業績向上
に伴う企業価値向上により社員のさらなる利益につながる仕組みを折に触れ先行提供し
ていることも踏まえ、引き続き労使一体となって高い業績を上げる取り組みを継続して
いくことしたい。

（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4年3月22日、組合は会社に対し、生活改善要求を実施しました。
同年5月17日に会社から一次回答があり、組合として会社回答に対し

同年5月31日に再要求・再確認を行い、継続して交渉中となります。

※組合要求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.33-20「組合活動の月次報告（2022年2月）／
労働・生活環境の改善に関する組合要求（交渉中）」

（３）36協定の締結
令和4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回につき月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月80時間であることを労使で共通認識と

するとともに、極めて重大な場合で認められる業務から「期日が定めら
れた業務」を除外する定義の見直しを実施しました。

※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。
メール件名：組合ニュースNo.33-21「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4年6月現在 4,244 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。
本年度は通算4回リモートにて開催いたしました。
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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27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について報告します。

件数 8件
１．人事制度 1件
２．ハラスメント相談 2件
３．組合に関する相談 5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について報告します。

件数 253件
１．結婚給付 56件
２．出生給付 108件
３．死亡給付 61件
４．傷病給付 10件
５．退職給付 15件
６．災害給付 2件
７．相談給付 1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とさせていただきました。
代替対応として、希望者の方へ次のレクリエーション施設のチケット一点をご選択いただき、配布を実施させていただ
きました。

①東京ディズニーリゾート：コーポレートプログラムチケット（3,000円分）

②ムビチケ前売券（オンライン）：映画ギフト券（3,000円分）
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4.その他活動

（１）常任委員会 18回（6月末時点）
隔週火曜日、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 13回（6月末時点）
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）弁護士対応について
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。

（４）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以下の会議体等に参加し、情報共有を行っています。

1.定例中央執行委員会への出席と意見発言
2.企画委員会への出席と意見発言
3.情報サービス部会、ダイバーシティ推進部会への出席と意見発言
4.UNI国際委員会へのオブザーバー参加
5.各種研修、イベントへの参加
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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）
専従委員の設置を行い、組織基盤を強
化し組織率向上に努めます。また、引き
続きデジタル化推進による執行委員活動
の負荷軽減を検討していきます。

過重労働
36協定の「極めて」重大の定義見直しを
継続し、締結目標値上限を月80時間と
することを目指し、活動いたします。

待遇改善
引き続き会社業績に左右されない生活
賃金の獲得を目指すと共に、組合員の意
見集約と生活改善要求を行い待遇改善
を求めて参ります。

福利厚生
組合員向けの福利厚生制度の浸透と、
より一層の充実化に取り組んで参ります。

仲間づくり（組合員向け）
組合員や組合員のご家族で楽しんでいた
だけるレクリエーション施策の選択肢を充
実させる検討を行い、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）
非組合員の方への情報発信方法の検討
を進め、組合の知名度向上と活動につい
て理解いただけるよう、活動説明に取り組
みます。

組織強化（情報労連）
情報労連との連携により通信業界の他
労組の情報収集に努め待遇改善に役立
てるとともにセミナー等のイベント情報を組
合員の皆様へお届けして参ります。

労働相談
面談を積極的に実施し、法律上の問題
では、情報労連とも連携のうえ顧問弁護
士を積極的に活用のうえ相談者が安心し
て働けるよう環境改善に取り組みます。

教宣活動
「組合ニュース」の定期発行、ホームページ
やfacebookを活用した情報発信の強化
に取り組むとともに、内容の充実化を行い
ます。
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EOF


