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いま欲しいのは、
安心して働ける職場と社会

はたらく女性神奈川県集会
非正規全国集会プレ企画

たたかう労働組合のバージョンアップ
低賃金と物価高騰から生活まもる
大幅賃上げ・底上げを
軍拡･増税でなく社会保障の充実を

講

演



23国民春闘がスタート

あなたの春闘要求は

なんですか？

いま一番、改善させたいこ

と、怒っていること

なんですか？

Ｑ











・イギリスでは、物価上昇率10％上回る賃上げ要求し相次ぐスト

・ドイツ金属は7％賃上げ獲得。金属産別は6月警告スト、８月6.5％賃上げ。

・フランスでは25万人スト。物価高騰に見合う賃上げと年金改悪阻止。

・イタリアでは、労働総同盟など2大労組が賃上げと年金で8時間のゼネスト。

・アメリカでは、「ストがストを呼ぶ」状況。

全米自動車労組の農機具大手労組1万人は、

14カ所の工場でスト実施。20％の賃上げと

医療手当を獲得。ミネソタ看護師連盟の

15病院1.5万人は30％賃上げと人員不足の

解消掲げ3日間のスト実施。民間では史上

最大のスト。

海外の労組で物価高騰と年金改善などで

海外の労組「ストがストを呼ぶ」



厚生労働省が8日発表した9月の毎月勤労

統計調査（速報、従業員5人以上）によると、

1人当たりの賃金は物価変動を考慮した実質

で前年同月比1.3%減少した。6カ月連続の

マイナスとなった。資源高や円安で加速す

る物価上昇に賃金の伸びが追いついていな

い。この状況が長引けば家計の購買力が下

がり、景気回復の足かせになる。

足元では名目賃金は緩やかに増えている。

22年9月の現金給与総額は27万5787円と

2.1%増えた。それ以上にインフレが進んで

いるため、実質賃金が減る構図だ。賃金の

実質水準を算出する指標となる物価（持ち

家の家賃換算分を除く総合指数）の上昇率

は3.5%に達している。

日経2022年11月8日配信

実質賃金1.3%減
9月、6カ月連続マイナス

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA074X90X01C22A1000000/

2.1%増

1.3%減

3.5%増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA074X90X01C22A1000000/
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出典：oecd.statより全労連が作成。民間産業の時間当

たり賃金（一時金・時間外手当等含む）。1997年を基

準に指数化。

注１：日本のデータは「毎月勤労統計調査」より

OECDに提供されているもの。2004年～17年の値は不

正により実際より低いことに注意。厚労省によればそ

の差は0.6％程度。その分を上振れ補正しても、他の国

の実質賃金の伸びには追い付かない。

注２：20年のQ1～Q３は、第１四半期～第３四半期。

Q3までそろっているのは5か国で他の国はQ2までの表

示となっている
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4月8日の任期満了を前に、賃金を巡る日銀の黒田東
彦はるひこ総裁の発言が変節している。就任当初は
「物価が上がれば賃金も上がる」としていたが、昨
年からは物価が急騰しているのに「賃金の上昇が
伴っていない」にすり替わった。物価上昇に伴って
賃金も自然に増えるとした「経済の好循環」を実現
できなかったと事実上認めた形で、10年に及ぶ金融
緩和策の挫折を象徴している。

（東京新聞2023.02.01）

｢物価が上がれば賃金も上がる｣はどこへ…



大企業の
内部留保

大企業の内部留保が500兆円に迫っ

ています。財務省が9月１日発表し

た法人企業統計で、大企業の内部留

保は2021年度末で484.3兆円とな

り、前年度末と比べ17.5兆円増え

ました。輸出大企業を中心に円安の

恩恵を受け、経常利益が過去最高を

更新し内部留保も増加しました。

500兆円迫る
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岸田文雄首相は20日に開いた「新しい資本主義実現会議」で、企業

に対し、男女間の賃金格差の開示を義務づけることを明らかにした。

賃金格差を解消することで女性活躍を促し、首相が目指す「成長と分

配の好循環」につなげる狙いだ。

この夏には制度を始められるよう準備を進めるという。朝日新聞

2022.5.21

政府は301人以上を常時雇用する企業などを対象。公表が義務付け

られる事業者数は2021年度末時点で、約1万7650社（非上場企業も

含む）。101～300人の事業者についても、施行後の状況で検討する。

公表方法は企業単体ごとで、持ち株会社（ホールディングス）自身

の情報も対象になる。賃金額そのものではなく、男性の賃金水準に対

する女性の割合を開示させ、その差を明確にする方針。正規・非正規

雇用別でも示す。自社のホームページに掲載することを想定している。

今後、労使の代表が参加する労働政策審議会（厚生労働相の諮問機

関）で具体内容を議論する。東京新聞2022.5.21

賃金透明性の確保を



最低賃金マップ 2022改定確定

全国平均 961円（加重） プラス31円 （3.3％増）

東京1072円 最低額10県853円

地域間格差は219円（2円縮減）20.4％差
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最低生計費試算調査
全国どこでも
時給1500円～1600円以上必要

全労連と地方組織などと静岡県立大学准教

授・中澤秀一先生が行っている最低生計費試

算調査は25地方組織で４万5千人超える組合

員などの協力で、単身の若者が暮らしていく

のに必要な生計費を明らかにしてきました。

2020年7月には、長野、茨城、岡山、沖縄、

21年6月には大分県で実施され調査結果が公

表されています。2022年2月には大阪労連が

9501人の協力で調査をやり切りました。

いずれも、月額24万円～25万円（税込）、時

間額で1600円以上（月150時間）が必要との

結果が得られています。



日本経済団体連合会会長十倉雅和

経労委報告2023
2023年版 経営労働政策特別委員会報告

〇「賃金引き上げのモメンタム」維持･強化の必要性
〇 賃金と物価が適切に上昇する「賃金と物価の好循環」
〇 政府が掲げる「新しい資本主義」と軸を一にする「サス
ティナブルな資本主義」の実践

〇 各企業が自社の実情に適した対応を行う「賃金決定の大原
則」に則って検討する方針に変わりはない。（自社の業績、
総額人件費の管理、労使協議で決める）
〇 企業労使は、相互理解に努めてきた。その結果、労働組合
による集団的な労使争議、特に「闘争」行動を具現化する
「ストライキ」等にまで発展するケースは大きく減少してい
る。こうした実態を世の中に正しく理解してらうことが大切。
対立的な関係ではなく「経営のパートナー」である労働組合
との話し合いで決めていく。

○最低賃金については「目安制度に対する信認が揺らぎ、審
議会による決定方式に対する不満がくすぶっている。制度自
体のあり方や地域別最低賃金の決定方法についても見直す時
期にきている。」

2023.1.17



｢アメリカのスタバ、アマゾンなどで
何が起きているの？｣
アメリカの非正規労働者の正義と賃金アップ運動

－ いま欲しいのは労働組合 －

It‘s Union Time

レイバー･ノーツ大会2022Inシカゴから
いかせる教訓は何か



※ 1:31～1:42 11分間

「アメリカでの労組結成の動き加速」

コメンテーター

渋谷和宏
しぶや・かずひろ

作家、元「日経ビジネスアソ
シエ」創刊編集長

森本毅郎 スタンバイ！

月～金曜日
6:30～8:30

☞労組結成を「Ｚ世代」若い人たちが支えている

☞若者や低所得層の７７％が労組に「好意的」

☞アマゾン労組結成はイギリスにも波及 賃上げでスト

☞経営者側と労組側が緊張感を持って対峙

☞日本では動きなし「30年間賃金伸びていない」「労組結成の

動きが加速していいはず」「若い人、非正規への働きかけ弱い」

☞日本は最低賃金を1000円に、アメリカは3000円へ

☞労組は労働環境を良くするソリューション

☞アメリカから若い活動家を招いて交流してはどうか



アメリカの労働運動の高揚

する状況を聞いて何を感じ

ましたか？

どんな疑問が浮かびました

か？

出し合ってみましょう

Ｑ



米国労働運動の基礎知識
• 1986年AFL誕生→1935年全国労働関係法（ワグナー法）制定

• CIO（産別会議）の結成 1938年公正労働基準法制定

• 1947年にタフトハートレー法制定（スト権制限、クローズド
ショップ廃止）

• 1955年AFLとCIO合併 AFL –CIOに マッカーシズム（進歩派排除）

• 組織化の波→世界大恐慌期の組織化、第二次対戦後の組織化、公民権運動

＊排他的代表性/exclusive representation 協約は3−4年に一回改定

＊労働権法/right to work （過半数の27州で組合に入らない「自由」が）

＊組織化するには＝全国労働関係法は排他的交渉単位制度を採用しており、
この制度の下においては、労働組合を組織する場合には、交渉単位の労働
者の30％以上の賛成署名を集めるとともに、選挙において労働組合は過半
数の支持を得なければならない。



レイバーノーツ/Labor Notes大会

•レイバーノーツ＝1979年創立

•雑誌発行、労働学校・ワークショップ

• 2年に一回大会（交流集会）次回は2024年4月19-21日

• 2012年から全労連は参加

•「労働運動に運動を取り戻す」がスローガン

•職場民主主義、rank-and-file組合運動

•教員、製造業、医療などあらゆるたたかう活動家が参加

→間違いなく今年の大会が最高、4000人参加、250のワークショップ



この間の組織化成功の事例

・2022年前半で、認証選挙申請が57％増
・組合への支持が60年代以降最大、71％
・特に青年層での組合支持が高い

組織化の広がり＋組合のたたかいの活性化
・Googleの親会社AlphabetなどIT関係
・MIT、コロンビア、UCなど院生講師
・メディア、芸能
・自然史博物館、シカゴ美術館、、、

そしてスタバとアマゾンの組織化







レイバー･ノーツ大会と米国労働運動から
いかせる教訓は何か（1）

〇「いま米国労働者は、賃上げや労働条件の改善、差別解消もさる

ことながら、それ以上に“労働組合”が欲しい」

〇「労働者を労働組合に組織化することが、職場でも社会的にも民

主主義の構築となり、“変化をつくる”ことができる」

〇「小さな成功体験を積み重ね、労働者階級の最大の武器である

“ストライキでたたかえる”ところまで高めあうことで、協約獲得な

ど大きな変化を作ることができる」

〇「上からの官僚的な運動から脱却して、下からつくる運動に徹す

ること、その為には労働者が声を上げるスペース“場”を作っていく

こと」。



全労連「変えるリーフⅢ」2023



レイバー･ノーツ大会と米国労働運動から
いかせる教訓は何か（2）

〇「労働者階級としての自覚をもつ労働者を増やすこと。それは、

従来型の労働組合のプロ専従者による組織化ではなく、その職場の

労働者自身が組織化に立ち上がることが必要だ。労働者教育で力を

つけていくこと。また、官僚的な会社のための既存の労働組合組織

に対し、下から労働者自身が組織化と運動をつくることに挑戦して

行かなければいけない。それが、社会正義をつくることにつなが

る」（スターバックス労働組合の若い女性組合員の発言）



スターバックスの組織化

• 21年12月にニューヨーク州バッファローで最初の
スタバ店舗で労組結成

• 選挙申請は21年に14件、22年に入って5月22日ま
でに263件（１日１.9店舗のペース）

• 5月24日までの89の選挙で77店舗で勝利、勝率
87％ 2300人以上、現在約230店舗で組織化

• Starbucks Workers UnitedはSEIUに加盟

• ボストン市内の店舗のカイラ・クレイさん→

「昨年11月まで組合を全く知らず、ググった」

「組合は第３者」という攻撃を乗り越え組織化





「俺を解雇した事を後悔させてやる」と語ったのは、アマゾ

ン労働組合ALU（Amazon Labor Union）の代表、クリ

スチャン・スモールズさん。レイバー・ノーツ大会inシカゴ

のセッションでの報告でのこと。カリスマ感たっぷり。しか

し、実際、全米150店舗を超える店の従業員を一つ一つ組織

化していったのは、パートやアルバイトで働く若い女性店員

らだ。組織化の手解きを受けてのことだった。労働組合は

「いま時給18ドルの最低賃金を３０ドル（約３９００円）

に引き上げるよう求めている。かっこいいー。

そうこうしている間に、米アップルで初の労働組合結成の報

告が入り集会は最高潮に達した。2022.6.20シカゴより

アマゾン労働組合ALU（Amazon Labor Union）

代表 クリスチャン・スモールズ

｢俺を解雇した事を
後悔させてやる」



アマゾンの組織化

• 22年4月、ニューヨーク市スタテン島のAmazon配送倉庫
JFK8で認証投票に勝利（賛成２６５４票、反対２１３１
票）し米国初のAmazon労組結成

• 8000人以上が組織化され、隣のLDJ5の組織化に着手

• 100の配送センターに広がる動き

• 激しい組合攻撃（昨年430万ドルを組合潰しに支出）を跳ね
返した「組織化」

• 独立労組のたたかい



Amazonでの組織化、その後
• 徹底した関係構築・対話 労働者主導（Worker-led organizing）

• 職場の人間関係を把握、関係作り、対話と教育

• ユニオンバスターに対抗し家族的な雰囲気を作って働きかけ

• 結成後→労働組合の支部活動の構築

10月に入って相次いだ火災→JFK8で650人がシフト放棄

事実上の抗議ストで60人が停職



レイバー･ノーツ大会と米国労働運動から
いかせる教訓は何か（3）

〇「最も高い戦術であるストライキを組織する過程でこそ組合民主主

義は高まり、交渉力を高めることができる。リーダーも鍛えられる。

要求の決定、ストの配置、戦略・戦術、ストするのかしないのか、妥

結の是非に至るまで、すべて3000人の全組合員投票で決める。手の

かかるプロセスをはぶかないことが大切。ストライキは、ただのイベ

ントでなく、歴史をつくる瞬間であり、

そのプロセスである」（コロンビア大

学職組の女性リーダー「ストと民主主

義」セッションでの発言）



レイバー･ノーツ大会と米国労働運動から
いかせる教訓は何か（4）

〇「米国の最低賃金運動“fight for $15”は、最賃引き上げの機運を高め

ることでは成功した。しかし、組合員の本格的な組織化は行えなかった。

運動で成果を上げて組織化に結ぼうとしたが、成功したと言えない」。

〇彼らは「労働者を組織化することを先行して行う方向に運動の舵を切

り直した結果、この間のスタバや

アマゾンなどの大企業での組織化

につながっている」

（UEの組織局長の発言）



Ｑ スタバやアマゾンでの組織

化の話から学んだこと、感

じたことは何ですか？

出し合ってみましょう



組合員教育が組合のあり方と
運動のパワーを支える能力を
決定づける

レイバーノーツ（教育担当）
バーバラ・マデローニ

「米国の進歩的労働運動における組織化＝オーガナイジング
の実践とその教訓」より 月刊全労連2021年1月号



いま私たちは
パワーを最大限にいかせ
ていないのではないか？

約100万人の組合員

〇 労働運動の打開のカギは、「いかにして、再びたたかうこと
を学ぶか」だ。
〇 資本主義社会とは正反対の「民主的なプロセス」が必要
〇 労働者が再びストライキする方法を学ばない限り、組織率を
高め、効果的なパワーを獲得できない。

バーバラ・マデローニ

現場からは動かないので、
上から精密なプランを提
示して参加するよう説得
することになってしまっ
ていないか。会社組織と
同じになっていないか。



労働組合の力
パワーは何か

組合員にこそ
パワーがある

〇 会社のデマに耐えうる組合員集団となること

〇 組合員の能力を最大限に発揮すること

〇 職場のマッピングから労働者のリーダーを特

定し、組織する必要がある

ストライキ
最大限にパワーを発揮する行動が

①パワーは何か
②そのパワーをどう使うか
③パワーを使って何をめざすか

1対1の対話

組合員の拡大

説得でなく質問
労働者同士の対話



組織化の出発点

①組合員との会話から問題点

の特定

②パワーの評価。仲間を集め

（その問題点を解決する力は何か）

③運動方針を集団で決定行動

①リーダー、スタッフ、オルグの集

団が問題を特定

②リーダー、スタッフ、オルグ集団

が運動の計画を決定

③労働者を事前に決めた計画に導く

ことに焦点が置かれる

狭義の集団的パワーの強化
しかし、労働者のパワーを引き出
すことを最初から排除してしまう

決定権者（ボス）とたたかう

レイバーノーツ バーバラマデローニ

組織化モデル

サービスモデル（官僚的）

自らの可能性の自覚を生まない。自ら「責任を担
う」のでなく、次にすべきことを待つようになるこの資本と直面する行動を通じて変化する



会話し行動を実践している労働者
のグループを「飛び越してしまっ
た」と気づくこと

レイバーノーツ バーバラマデローニ



信頼し合い、互いに傾聴し、共同による計画立案

などの基本的な要素が欠けていると、運動には勝

利できるかもしれないが、変革の力を秘めた未来

の勝利－に向けた基礎を固められない。決して焦

ることなく、基本的な段階を省略しないために、

訓練と明確な目的が必要である。

レイバーノーツ バーバラマデローニ









米国で広がる組合の組織化モデル
VS サービスモデル

（ジャーナリストギルドの資料参照、一部抜粋）

組織化モデル サービスモデル

権利、協約を重視し、
集団的な力の行使に

集中

使用者との良好な
関係が最重要

組合員の組
合に対する
見方

自身が組合そのもの、
自主的に活動を組織
し活動に参加する

役員が長く変わらず、
役員や組合スタッフの
ことが組合だと思って

いる

組合とは 組合員が広い運動につな
がっていると思える。労働
組合で職場を変え、世界を
より良くすると思える。

組合な専門集団で運動
体ではないと考える。
組合費に見合ったサー
ビスを提供するもの

労働者自身が考え、行動し、運動をつくる



さー

あなたの労働組合など、

あなた自身の運動参加、

と比べて何が違いますか？

感じ取ったことを

出し合ってみましょう

Ｑ



2019.1.15
米ロサンゼルスで14
日、公立学校の教員
３万人以上が、昇給
や学級規模の縮小、
教員数の増加を求め
てストライキを決行
した。生徒50万人に
影響

米国 教員3万人
ストライキで
賃上げ要求



ストライクトーパー

米国 広がるストで賃上げ実現

米ナショナルセンター AFL・CIO

「ストライクトーパー」（ストライキとオクトー

バー10月を掛け合わせた言葉）の運動が米ナショ

ナルセンター（AFL・CIO）で展開されている。

食品製造業の労働組合「製パン製菓タバコ製造製

粉労働組合（ＢＣＴＧＭ）に加盟するシリアル製

品大手のケロッグの労働者によるストライキが10

月5日に始まり、1か月半以上に及んでいる。

西海岸3州の大手医療保険組織「カイザーバーマネ

ンテ」の施設で働く看護師・薬剤師、医療従事者

約３万人が賃上げ等を求めてストを構えたところ、

11月13日に会社側と合意に至った。

米国民 労働組合を支持する

68％
不支持28％
労働組合の組織率11％

米国民の意識に変化。ギャラップ社の世論調査（2021年8月2～17日）で、労働組合に対しての支
持が68％、不支持が28％。労働組合の組織率が11％という中、労働組合への支持率は1960年代末
や90年代末と同じ水準に引きあがってきている。



私たちは古い世界を終わらせるためだけでなく、
新しい世界を作っているのだ バーバラ・マデローニ

組織化、たたかいを通じて、互いの社会的関係と知識を得る方
法を変革し、自分と他人との関係、自分と世界との関係を作り
変える。・・・尊厳と民主主義に根ざした関係構築を目指すこと
は小さなことに見えるかもしれないが、その小さな取り組みが可
能性を生み出し、条件が揃えばより広い行動につながっていく。

資本主義の核心は、人間性と尊厳を奪っていくこと。組織化は
その場にいる人間の尊厳に対する変わらぬ敬意を構築するス
ペースを作り出すことから始めなければならない。・・・組合員は
運動構築の取り組みの主体であり、正義をもたらす世界の変革
の主体だ。

月刊全労連
21年8月号より

12月に来日予定 12月22・23日に学習講演会を予定しています！！



23国民春闘



（１）産業・企業内の最低賃金の引き上げ

誰でも、どこでも時給1500円以上、月225,000円以上

（２）賃上げ 要求 「平均10％増」を求める

月30,000円以上（昨年 25,000円平均8.19％）

時給190円以上（昨年 150円平均10.6％）

（３）雇用形態や男女間格差の根絶、均等待遇を求めます。

（４）法定最低賃金を全国一律1500円以上

賃金引き上げ4つの要求（案）

2023国民春闘 国民春闘共闘・全労連



①所定労働時間を1日7時間、週35時間をめざす。

②時間外労働の上限は、週15時間、月45時間、年360

時間までに、36協定の特別条項の廃止求める。

③勤務時間インターバルを連続11時間以上にすること。

④深夜勤務や変則勤務、対人労働の場合は、労働時間

を短縮すること。

労働時間・働き方 4つの要求（案）

2023国民春闘 国民春闘共闘・全労連



日本の労働者の
賃金は、なぜ上
がらないのか

Ｑ
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雇用者5973万人
就業状態別15歳以上人口2021年

非正規労働者

2064万人 34.5％

+
フリーランス

462万人 資料出所 総務省「労働力基本調査2021年平均結果」
フリーランス 内閣官房「フリーランス実態調査2020年2月」



提起していること

一、賃上げを必ず勝ちとる腹を固めあう集会にしよう

・賃上げ世論の高まりと個別企業内主義とのたたかい

・「社会的な世論で包囲する」ことと「職場での労使交渉」

二、これまでの春闘からバージョンアップすることで実現させる

・①ストライキ、②統一闘争、③仲間づくり

・労働者の生活と雇用を守ることは「使用者の雇用責任」

三、仲間を増やして春闘に勝利する

・要求の求心力で組織するスタイルの確立

・当事者による闘争重視

四、政治の転換にもつなげる

・「軍拡と増税」は、防衛でなく「米国と戦争できる国」づくり

・組合員との共有とともに声上げることなしに運動できない



ケア労働者の賃上げを実現するまで

いのちまもる緊急行動

処遇改善と大幅増員闘争と職場での交渉

コロナウイルス感染拡大 ケア職場の崩壊的な逼迫

ケア労働者の大幅賃上げアクション

政府の処遇改善事業の確立

2020年1月

21国民春闘

地域医療構想、公立・公的病院の統廃合計画、「人手不足なのに賃金が上がらない」

いのち署名 エッセンシャルワーカーの拡充と賃上げを

2021年夏

2021年12月

22国民春闘

21秋闘

「菅首相への手紙」 全国から1万通

賃上げ、ケア労働拡充、仲間づくり

「看護師1％4000円、介護・保育・福祉・学童3％9000円」

賃上げの実現 43.3％組合、平均8,337円

月4万円以上、時給250円以上

職場での労働組合の団体交渉 ＋ 政府・自治体への要請

喜びの声、まだまだ足りない、限定で分断になる



22秋季年末闘争の制度的な成果一覧

■ケア労働者の賃上げアクション
①看護師の賃上げ12000円を1年前倒し

②保育士等の賃上げ10月以降も新規申請可

③国家公務員医療職俸給表の改善で看護師の賃上げ実現

政府による、コロナ対応の大病院の看護師の賃金引き上げ4000円の12000円への改善を1年前倒しで実施させた。

保育士、福祉職員、学童保育職員など処遇改善について、2022年10月以降に新規の申請も可能とさせた。

看護師の国家公務員医療職俸給表（三）の見直しをさせ、公務職場で働く看護師の賃金引き上げを実現。看護師長や専門
看護師だけでなく、一般看護師の賃上げにもつながる内容とさせた。人勧準拠の病院等への波及も期待される。

12.23総務省は、「会計年度任用職員の適切な給与決定を」とする通知を出した。「地域の実情等をふまえ、適切に決定す
る必要があること。地域の実情には最低賃金が含まれることに留意すること。」と通知させた。「勤勉手当の支給ができ
る」と通知され検討が始まった。

■非正規差別ＮＧ、最低賃金、３Ｔアクション 自治労連

①会計年度任用職員への「最低賃金の考慮」実現
②会計年度任用職員に「勤勉手当支給」に道



多子世帯ほど税負担軽減・育休給付
を賃金１００％分…

子ども予算、国会も争鳴

各党が主張した主な少子化対策
岸田文雄首相が「異次元の少子化対策」を打ち出したことを

受け、各政党が少子化対策を競い合っている。児童手当を拡充
する方向は重なるが、拡大の対象や力を入れる分野では異なる
点も多く、百家争鳴の様相だ。

朝日新聞デジタル 2023年1月28日

〇保育士の処遇改善、配置基
準の見直しは、ほぼすべての
政党が政策に
〇一斉地方選挙の争点に浮上



「労働組合に加入してくれた多くの専任社員の力が経営を動かしました」。全労連・全国一般ＰＵＣ分会は東京都水道局から

水道料金徴収システムの開発管理などＩＴ業務を委託された職場の労働組合です。2015年には新たな専任社員制度（いわゆ

る限定正社員）を労働組合との事前協議に応じないまま強行導入。労働組合は労働委員会を活用し「労働条件の協議に誠実に

応じる」ことを約束。賃金や労働条件の改善交渉を粘り強くつづけ、2019年に専任社員の処遇を年俸制から月給制に、住宅

手当を月二万円、扶養手当一万三千五百円、定期昇給４号俸昇給、退職金支給など、正社員とほぼ同様の待遇に大きく改善さ

せました。この実現の力となったのが、専任社員など40人超えが組合加入するなど、当事者が労働組合に入って交渉したこ

と。22春闘では、20年間賃金のベースアップがないこと、会社の合併を機に申し入れてきた退職金の不利益変更に対して、

ストライキを構えて交渉に臨んだ。「皆さん、ＰＵＣ分会に加入し、皆で現行の退職金を守り、更に向上させましょう」と訴

えると、ストライキの前々日から我も我もとなんと約50人が組合に加入しました。そして、交渉が合意に至らず、「20年間

ベアなしとは許せない」と新宿の超高層ビル37階のオフィスに160人余りの組合員が集まって45分間の時限ストライキが決

行されました。交渉は９月の今も続いている。

全労連・全国一般ＰＵＣ分会 22春闘 20年間ベアなし スト160人



全労連・全国一般ＰＵＣ分会 22春闘 20年間ベアなし スト160人



岩手医大教職組が人勧準拠の21年年末一時金の引き下げ回答に対し、「コロナ禍で医療従事者の

ボーナス減額はあり得ない」と労働組合の組織力をフル活用した戦術

を具体化し、撤回させました。具体的には「①ストライキの通告と準

備、②大学側へ提出する要請署名の学内外での取り組み、③地域での

宣伝行動、④職場玄関前での組合新聞配布活動、⑤7回にわたる役員

研修会と職場での意思統一、⑥36協定改廃を申し出て「回答いかん

では36協定未締結もあり得る」との交渉戦術としました。

いわて労連は「変えるリーフ」と「新いのち署名」と「コロナ禍で頑

張ってきた公立病院や保健所の職員などの一時金が引き下げられよう

としている」ことを訴える手紙を入れて、大学周辺も含めて１万１千セット配布しました。回答が

不調なら毅然とストライキを打ち抜こうと意思統一し、大学へ回避に向けた決断を迫りました。

「引き下げはしない」という回答を引き出しました。この成果が、組合への信頼や組合員としての

自信となっています。（2022.1全労連第61回評議員会のいわて労連発言より）

岩手医大教職員労働組合（日本医労連）

21年末一時金引き下げ阻止



かがみ田苑労働組合

24人
ストライキ通告
〇 横須賀市社会福祉事業団（100％横須賀市） 障がい者施設
〇 ６期連続の赤字、2021年は1.5億円の赤字
〇 期末勤勉手当（ボーナス）の半減

契約社員の契約日数削減による退職金除外
提起商況の凍結、事実上の賃下げ

〇 ストライキ通告、団体交渉、市役所前での抗議集会、ビラ配布、記者会見
〇 不利益変更のすべての撤回

職 員
150人

6人⇒



13人⇒53人

名古屋市職員労働組合 保育士ら

〇 岸田首相が昨年、「公立保育園の保育士も賃上げの対象」 市と交渉

〇 会計年度人用の保育士は、著しい低賃金。

〇 市の職員の人事院勧告で決める、行政職給与表で保育士だけとはならない

〇 声を大きくする以外ない「組合員の拡大に着手」⇒ 手分けをして1対1の対話で

〇 ｢月が４万円アップを獲得するために、組合に加入しよう」（ビラにも掲載）

〇 １か月で40人が組合加入、誰が誰に声をかけるか年密な計画

〇 会計年度職員の保育士の組合員が直接参加しての集団交渉

〇 名古屋市職員の超過勤務時の時間単価の引き上げを回答させた

自治労連 ケア労働者の賃上げＡＣＴ、
３Ｔアクション





軍拡･増税
原発の建替え
戦後政策の大転換

◆岸田文雄首相は2022年11月28日、防衛費を2027年度に国内総生産
（GDP）比2%に増額するよう関係閣僚に指示した。科学技術費など
の国防に有益な費用を合算し、省庁横断の防衛費と位置づける。装
備品を含む向こう5年間の予算規模と財源確保を年内に同時決着させ、
戦後の安全保障政策の転換に道筋をつける。
◆経済産業省は28日、今後の原子力政策に関する計画案を審議会に
示した。「新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開
発・建設を進めていく」と記し、まずは廃止が決まった原発の建て
替えを具体化させていく方針を盛り込んだ。現行法で最長60年と定
めた運転期間を延長できるようにすることも明記した。



安保３文書
安保関連3文書は、国家安全保障の基本方

針である「国家安全保障戦略」、防衛力の

戦略的な在り方を示す「国家防衛戦略」、

10年間の経費総額や装備数量などを示す

「防衛力整備計画」で構成。「国家安保戦

略」では、隣国である中国の軍事動向を

「最大の戦略的な挑戦」とし、情勢認識を

米国と横並びにさせた。「国家防衛戦略」

は、防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」

に代わる文書で、敵のミサイル発射基地な

どをたたく「敵基地攻撃能力」を保有する

ことを明記している。2022.12.16改定



• 敵基地攻撃は専守防衛の趣旨を逸
脱する

• 新たなミサイルの取得などに巨額
の費用がかかる（世界第３位に）

• 周辺国に脅威を与え、軍拡競争に
拍車をかける

• アメリカの戦争に巻き込まれる
（集団的自衛権／台湾有事は日本
有事）

敵基地
攻撃能力



軍事費 2倍化 5年で43兆円
23～27年度の5年間の防衛費を
「43兆円程度」とし、敵基地攻
撃能力の保有と軍事費の「ＧＤ
Ｐ比2％」＝「軍事費2倍化」を
明記。国会での議論も経ずに閣
議決定だけで推しすすめようと
している。この軍拡が強行され
れば、日本の軍事費はアメリ
カ・中国に次ぐ世界第3位の軍事
大国になる。



財源は大増税



岸田政権の狙い

日本の防衛ではなく
｢米国の戦争に参加
できる国づくり｣

実質改憲

憲法9条の改悪



岸田政権の退陣
解散総選挙を
求める
全労連は1989年の発足以来、軍拡に反対し、社会保障

制度の拡充を求めるとともに日本国憲法の改悪に一貫し
て反対してきた。今回の安保関連3文書の改定とその閣
議決定は、実質的な改憲とも言えるものであり、私たち
労働者・国民の要求に真っ向から対立するものである。

〇 安保関連３文書改訂の閣議決定撤回

〇 安保３文書は憲法違反。実質改憲

〇 実質改憲を許さない。改憲に反対。

〇 武力や抑止力で平和はつくれない



全国から2000人の
結集で埋め尽くそう

23国民春闘
・中央決起集会（日比谷野音）

12時10分 スタート 50分
・国会請願デモ 45分
・国会行動

最低賃金署名の提出など
・部会･単産等の独自行動

3.2 中央総決起行動

中央集会
日比谷野外音楽堂

賃金上げろ！最賃全国一律！軍拡･増税許
さない！憲法いかし、社会保障の拡充を！



23国民春闘

・国民春闘の可視化で、
全体をリードする
・賃金決定の公開
・賃金は労働組合の交
渉で決るを見える化
・元気の出る春闘

3.8 賃上げ
団体交渉
3.8 全国中継！特別ネット番組

2.21 春闘回答特番プレ企画番組

どこよりも早い
賃上げ回答を速報

19時スタート

回答集中日



全国の仲間とともに連帯！

23国民春闘

①納得いかない回答にはストライキで

声上げる

②地域住民、利用者、顧客などにも知

らせる

③地域組織のスト支援などで連帯して

立ち向かう

3.9 ストライキ
全国統一行動



It‘s Union Time

いまこそ労働組合
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