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2016トータルライフアップ全県集会開催
１月16日、前橋市総合福祉会館多目的ホールにおい
て、2016トータルライフアップ全県集会を、産別・
地協・議員懇など326名が参加し開催しました。
冒頭、富澤会長から、今春闘は、月例賃金にこだわっ
た３年目の闘争になります。大手産別にけん引しても
らい、地域に根ざした取り組みで中小地場まで波及さ
せる。また、非正規労働者が４割
を超えるなか、将来不安を払拭す
るために「格差是正」
「底上げ・底
支え」を図り景気の好循環に結び
付けていくことが必要である。
夏の参議院議員選挙においては
12名の連合推薦候補予定者の当選
に向け「連合群馬総体で取り組みを推進しよう」と挨
拶がありました。その後、連合本部の曽原労働条件・
中小労働対策局長より2016春季生活闘争方針につい
て、今回の春季生活改善闘争では、
『 すべての働く者の
処遇改善！「底上げ・底支え」
「格差是正」で経済の好
循環を実現！』をスローガンに、月例賃金の引き上げ
に こ だ わ っ た 取 り 組 み を 進 め る、
くわえて、行き過ぎた格差の拡大
に歯止めをかけていくと説明があ
りました。
具体的には３つの基本的考え方
（①「底上げ・底支え」
「格差是正」
に寄与する取り組みの強化、②賃
金水準改善の社会的波及を高める取り組み、③超少子
高齢化・人口減少社会を踏まえた働き方と処遇のあり
方の見直し）で取り組むこととし、なかでも今次春闘
においては、賃上げの流れを継続させる必要がある。
また、賃上げ要求水準はそれぞれの産業全体の「底上

げ・底支え」
「格差是正」に寄与する観点から２％程度
を基準とし、定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）
を含め４％程度とする。さらに従来の取り組みに加え、
サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な
分配に資する公正な取引の実現を重視し、その効果が
広く社会に浸透すると説明がありました。

2016春季生活闘争【４つのキーワード】
1．持続性

3．広がり

2．月例賃金

4．底支え

また本集会では、経済ジャーナリストの須田慎一郎
氏を講師に迎え「2016年日本経済〜いま起こってい
ること、これから起こること〜」をテーマにした講演
が開催され、講師からは、安倍政
権が発足して３年が経過する。し
かし、アベノミクスの効果では景
気回復の実感は得られていないの
が実態である。また、安倍政権の
「新三本の矢」についての狙いや課
題など、正しく認識してもらうた
めに具体的な事例を挙げた話があり、参加者は熱心に
聞き入っていました。
集会の最後では、参議院議員選挙、連合推薦候補予定
者12名と支援産別を紹介するとともに、全員の必勝と
トータルライフアップ活動の前進に向けて、参加者全員
でガンバロー三唱をおこない意思統一を図りました。
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１月21日、今年で14回目となる新春労使共同セミナーを前

2016新春 橋テルサにて開催し、連合群馬・群馬県経営者協会より400名が
参加しました。冒頭、経営者協会の児玉会長からは『経済情勢は円
労使共同
セミナー 安など経済成長戦略にはほど遠いものがあり、政府に頼らず労使協調で

力を合わせていきたい』、また、富澤会長より『コンプライアンスの問題な
ど労働組合がチェック機能を果たしていきたい。諸先輩方が築き上げた労使関
係についてこれからタッグを組み、諸課題に取り組みたい』と挨拶がありました。
講演会では昨年から盛り上がりを見せているラグビー界から、元日本代表の大
畑大介さんを迎え、ラグビー人生の岐路にたった時からの経験など講演をいただ
きました。

大畑

トライ数世界記録樹立した
ラグビー元日本代表

OHAT A

■小学校３年生でラグビーを始める
■東海大学付属仰星高等学校出身、高校選抜に選ばれる
■京都産業大学で日本代表

「為せば成る！」
「迷った時はしんどい方を選べ！」とは
時代

少年

泣き虫であかんたれ大介少年、友達の
輪には入れず、なかなかコミュニケー
ションが取れなかった。周りは阪神タイ
ガースファンが多く、野球で盛り上がる
なか、父親がラグビーをやっていたこと、
近くに花園ラグビー場があった環境で小
学校３年生からラグビーを始める。

なったらいいなぁではなく！自分はなれるんだと
いう気持ち「為せば成る！」精神
チームの成長と自分の成長を感じること
ができるのではないかと強豪校ではない高
校へあえて進学。『右足には全国制覇、左足
には高校日本代表。
』の目標設定し、体が小
さい方だったので、まず脚力をつけた。なっ
たらいいなではなく、なるにはどうしたら
いいのかを考え行動して、自分はなれるん
だという強い気持ちで「為せば成る！」精
神がついた。２年で全国大会を出場するが
ケガに見舞われる。３年では大阪府大会で
負けてしまい、
“右足目標”は達成できなかっ
た。
高校選抜で繰上げ代表として選ばれるが、
海外遠征で自分をアピールすることができ
ず悔しい思いをした。
その昔、群馬で有名な某チームで
活躍し、大畑さんと戦ったこともある
金子副事務局長は講演を聞き…

「ボールを持てるまでの努力。ボールを持った
時の正確性やそれぞれのポジションで責任を持
つことで認められる。
」という言葉にあった通り、
適材適所でそれぞれが自分たちの仕事を全うし
ながら、お互いに良いところ悪いところを補い、
高め合うことが大切だと思いました。

高

大介

DAISUKE

校

後
らその
か
学
大

■世界で活躍、国際試合トライ数世界記録樹立
■神戸製綱コベルコスティラーズと契約
■2011年現役引退

ラグビーを始めたことで、足の
速さを武器に周りが次第に評価し
てくれることが大きな力となった。
友達とも仲良くなり、嘘のように
心が開けてきた。

生

中学

周りと比べるのではなく
自分の中で一番がラグビーと決めていた
６年から中学までは、成長期による足の痛み
で走ることができなくなった。骨折や肉離れと
は違い物理的に難しい状態になり、自分の力を
出せない表現できないもどかしい時代となった。
しかし、ラグビーで走ることが楽しいのはわ
かっていたのでやめなかった。子どもも20年経
てば成人。20年向き合えれば次のステージに行
けるのではないか。

AとBの選択肢があるときは、しんどい方を選べ
大学の進路を決める段階では、父親から「A と B の選択肢
がある時は『しんどい方を選べ』」と言われてきた。自分の行
きたい学校ではなく、自分の足りないものを補えるところを
選ぼうと、練習量が多い大学を選んだ。大学３年で日本代表
に選ばれる。ワールドカップの勝利を目標に戦い、07年が最
後のワールドカップとして貢献したいとの思いがあった。し
かし、直前の二度のアキレス腱断裂により、出場できなかった。
プレイヤーとしてこんなプレーをしたいではなく、
“大畑大
介”がプレーすることで周りの人たちへプラス作用が生まれ
ることが一番の目標であり引退まで頑張れた。現在は、女子
ラグビーのプロデュースをしています。大畑の名で化学反応
を起こして、後輩たちに何かを残していきたい。
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連合の政策実現！

労働条件向上の【春闘】と生活向上の【政策実現】

Ｑ

なぜ連合群馬は１万人アンケートを行うのか？
右のグラフは、人生80年と仮定したときの一般的な
勤労者の生涯時間を表したものです。高校を卒業し、
65歳までの年間総労働時間を2,000時間とした時、企
業や職場にいる時間は、人生のうちわずか12％でしか
ありません。
この時間で起きる賃金や働き方などの問題に対しては
労使交渉によって解決が出来るかもしれませんが、残り
の８割強は、地域社会の中で生活をしているわけであり、
私たちがより良い人生を送るためには、地域社会の問
題・課題こそ解決していく必要があります。
連合群馬が運動を通じて地域社会の課題に対し、
「政
策・制度要求提言」という形で活動が出来るということ
は多くの組合員が参画しているという結果であり、まさ
に私たちが結集している意味がここにあります。この
「政策・制度要求と提言」を作成するにあたっては組合
員をはじめ、地域住民の意見集約を行い群馬県民の声と
して各自治体の首長に意見提起を行っています。そして
県民の意見集約の取り組みの１つとして「県民意識調査
（アンケート）」の展開があり、組織内：組織外＝4.5：5.5
の比率で集約をお願いしています。毎年県内在住の１万
人を超える幅広い職種・年代の方からご協力をいただき、
政策要求の信ぴょう性を高めるために活用するとともに、
詳細な分析を行っています。

一般的な勤労者の生涯人生における
労働時間と労働時間以外の比率

圧倒的に地域社会で過ごす
時間の方が多い！

政策・制度要求と提言に向け始動
GO
県民意識調査の作成にいたっては、昨年末から、構成
組織・地協で構成する政策委員会が中心となって作成し
ています。また、議員懇も加わり、県政の課題を盛り込
みながら作成しております。
なお、今年は下記の５項目が主なポイントとなってい
ます。
・地方創生
・障がい者雇用
・教育の推進
・選挙権年齢の引き下げ
・地域包括ケアシステム
「県民意識調査」は
２月より実施中です。
お手元にアンケートが
届きましたら、ご協力を
宜しくお願いいたします。
【連合の政策実現】について、取り組みの意義や実現に向
けた具体的な考え方についてシリーズで解説をしていきます。
今回は「県民意識調査」について、解説しました。次回は、
これまでの提言の成果や予算への反映実績などを解説します。

連合群馬の運動について学ぶ
１月16日、前橋市総合福祉会館において、新
たに地協や産別の役員になられた方を対象に新
任役員研修を開催し49名の方が参加。
研修の前半では労働組合の歴史、連合ならびに
連合群馬の労働運動の考え方や私たちが目指すべ
き方向について、後半では連合群馬の第15期活
動方針である７つの項目について学習しました。
参加者からは地協に求められている機能など
についての質問や地協機能の全体での共有化が
重要など、活発
に意見交換が行
われ、有意義な
研修会となりま
した。
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Information
非正規労働者の組織化事例を学ぼう

Information
労働組合がチェック機能をはたそう

〜働く仲間、臨時職員やパート職員の組織化〜

〜労働者派遣法・若者雇用促進法の改正点〜

同じ職場で働く労働者の均等待遇が連帯をつく
りだしていくという共通認識が大切です。実際に
非正規労働者の組織化に力を入れる担当者から良
策を学びましょう。

派遣先の労働組合がチェックできますか？
 派遣元事業主が実施する派遣労働者の安全に関
する措置への必要な協力や配慮がされている？
 ①禁止業務への派遣、②無許可事業主からの
役務の提供、③期間制限違反、④いわゆる偽装
請負等が行われていないか？

日時：３月30日（水） 18：30〜20：00
会場：太田市浜町勤労者会館
日時：４月 ６ 日（水） 18：30〜20：00
会場： 高崎市労使会館

日時：４月９日（土）13：00〜15：00
会場：群馬県勤労福祉センター 第1・2会議室
規模：50名
対象：労働組合側、会社側（人事担当者など）
講師：群馬労働局需給調整室

★両 日は同内容、50名規模です。自治労・UA ゼ
ンセンから組織化事例。連合本部から組織化の
必要性について学びます。
申し込み・問い合わせ 組織担当 飯田・吉田

申し込み・問い合わせ 労働担当 金子・山田

連合群馬 ｆacebook やってます！
―いまやＳＮＳ利用の中で
ＦＢは28.1％の利用率－

ずっと使う番号だから大切に！
「マイナンバー（個人番号）」
国民一人ひとりがもつ12ケタの番号
（マイナンバー）は、１月より税や社会
保障の手続きでマイナンバー利用とマ
イナンバーカードの交付がはじまって
います。

1【準備】アカウントがない方は
メールアドレスを使って登録！
パソコンでもスマホでもできます！

マイナンバーに関するお問合わせは
総務省フリーダイヤル
0120－95－0178 へ
平日
９：30〜22：00
土日祝 ９：30〜17：30

2facebookにログインして下さい。
3連合群馬を検索して「いいね」で
フォローできます。
4それぞれの記事にも「いいね」を
押して、情報を共有しましょう。

日「平成

24

年労働組合

27

〜安心して働きたい・暮らしたい 〜

月

12

【労働組合基礎調査結果について】

厚 生 労 働 省 は ２ ０ １５ 年

17

基礎調査の結果」を発表しました。それによると全国の

労働組合員数は約９８８万人、推定組織率は ・４％と

なり前年より約３万３千人増加し、これまで減少傾向で

万３千人で、昨年と

あった労働組合員数が増加に転じたと報じています。

日に 発 表 し た 労 働 組 合員 数 は 約

14

一方で群馬に目を向けると、群馬県が２０１６年１月

ポ イン

0.2

比較し約７６０人の減少となりました。また、労働組合

の推定組織率を見ても、 ・６％となり前年比

トの減少となっています。その理由としては組合員の数

が減少したことが挙げられますが、非正規労働者の増加

が一番の要因と考えられます。私たちが目標として掲げ

る「１０００万連合」の実現に向けては非正規労働者や

中小地場企業の組織化はもとより社会的影響力のある未

組織産業・企業の組織化に向け、より一層の取り組みが

必要です。

組織に属さない労働環境、いわゆる個別的な労使関係

のもとでは、労働者はどうしても弱い立場に立たされざ

るを得ない状況におかれますから労働環境の改善はなか

なか進みません。やはり集団的労使関係のもと、労使が

対等な立場で協議し環境改善を実現していくことが必要

となります。

今次春季生活闘争を通じた労働条件の「底上げ・底支

え」「格差是正」の推進や、現政権が推し進めようとして

いる労働者保護ルールの改悪を阻止する上でも、組織の

拡大・強化は最重点の取り組みです。安心して働ける環

境作りにつなげるためにも、私たち一人ひとりが仲間を

（飯田）

作り、その輪を広げていく行動を起こすことが求められ

ます。 
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