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最後にガンバロー三唱を行い、中央委員会を終了した。
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守ろう、生活の安心と働く職場！
築こう、いきいきとした魅力ある産業

特集 第80回中央委員会

自動車総連は1月10日、リーガロイヤルホテル小倉
(福岡)において第80回中央委員会を開催した。
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「いそざき哲史」緊急アピール集会を開催！

職場討議資料

いそざき哲史 決意表明

仲間の思い、かたちにしたい。

中央委員会終了後、緊急アピール集会が開催さ
れ、12労連の力強い決意表明と、「いそざき哲史」
の決意が示された。集会の終わりには、職場の仲
間一人ひとりの思いにこたえるべく、「いそざき
哲史」の必勝に向けて全員の意思を結集し、ガン
バロー三唱で締めくくった。

　次期参議院議員選挙における必勝決議案の採択、各労連
推進責任者の力強い決意表明に心より感謝申し上げます。
そして、「いそざき哲史」とその支援者拡大活動に対して、
多くの労組役員、組合員の皆さまにご協力を頂いているこ
とに心から御礼申し上げます。
　1年前の中央委員会にて、円高をはじめとする逆風の中、
国内の雇用と事業基盤の維持・強化に奮闘している職場の
仲間のために、そして組合員とその家族の将来と安心のた
めに、「職場原点の思い」を活動の基軸にして頑張るとの決
意を表明させて頂きました。私は、自動車産業の基盤の維
持・強化を最優先課題と捉え、全力を尽くしてこの課題に
取り組んでいきます。
　私たちが将来に対して希望を持って働くことができる
ようにするためには、私たち自身が社会に対し「自らの思
い」をしっかりと主張し、行動に移していくことが重要で
あります。私はその先頭に立ち、国政の場との懸け橋とな
るよう人生をかけて取り組んでいく所存であります。
　いよいよ決戦の年となりました。今後も日本全国を駆け
回り、私の思い、決意を一人でも多くの方に伝えていく活
動に全力で取り組んでいきます。皆様の最後までの力添え
をよろしくお願いします。

「いそざき哲史」の必勝を期して、最後の最後まで頑張ろう！

●相原会長あいさつ（要旨）
●来賓紹介
●報告承認事項
◆第1号議案：2013年総合生活改善の取り組み方針(案)
◆第2号議案：2013年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針(案)
◆第3号議案：自動車総連・医療共済規約改定の件
◆第4号議案：「いそざき哲史」必勝決議(案)
◆緊急アピール集会

第80回中央委員会は大喜多中央執行委員（日産
労連）の司会で開幕し、相原会長の挨拶、続いて
来賓挨拶、顧問議員の国政報告が行われた。報告
承認事項の審議では、「中間経過報告」、「中間会
計報告」が報告され承認された。議事の審議で
は、「2013年総合生活改善の取り組み方針
(案)」、「2013年度特定(産業別)最低賃金の取り
組み方針(案)」、「自動車総連・医療共済規約改定
の件」、「『いそざき哲
史』必勝決議(案)」が
それぞれ全会一致で
可決された。
また、中央委員会後、
「いそざき哲史」緊急
アピール集会を行い、
全員の意思を結集し
た。
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1. はじめに
昨年末の第46回衆議院議員選挙において、私たちが支援する民主党の結果は、
極めて厳しいものとなった。一層、成長と安心、自助と共助のバランスある社会の
実現を日本の政治に求めねばならない。
自動車関係諸税の決着は本年に持ち越す状況となったが、例年以上に密度の濃
い運動を全国展開してきた努力を結果に繋げねばならない。
2013年春の取り組みでは、職場と論議に論議を重ね導いた要求に沿って、組合
員が明日を展望できる成果を着実に見出さねばならない。
為替は若干円安方向にあるものの、ものづくり基盤の維持・強化を通じた働く場
の安定など、自動車産業総体として、なお努力を要す状況に何ら変わりはない。
そして、「いそざき哲史」は、いよいよ決戦の年を迎えた。
私たち自身が置かれた状況を真正面から受け止め、確信をもって2013年の新
たな一歩を踏み出せる節目となる中央委員会にしたい。それは、運動を支える私
たちの仲間一人ひとりへ託すメッセージであり、「心ひとつに、全てやり切る」とい
う私たちの強い覚悟に他ならない。

2. 政策制度課題への取り組みについて
第46回衆議院議員選挙の投票率は約10ポイントの低下となる59.32％（小選
挙区）と戦後最低の投票率を記録した。
民主党の小選挙区での得票数は、1,359万票、比例区は962万票となり、前回と
比べ、それぞれ約2,000万票もの大幅な減少となった。その結果、民主党の獲得
議席は、改選前の230から57へと激減し、3年4ヵ月の政権の座を失うことと
なった。また、自動車総連の「車と社会を考えるフォーラム」議員も46名から28
名へ、さらには、連合の組織内候補者37名のうち、当選は12名にとどまり、うち
小選挙区での勝利は5名だけとなるなど、極めて厳しい結果となった。
自動車総連 組織内議員の古本伸一郎（愛知11区）、準組織内議員 髙木義明（長
崎1区）においては、見事勝ち抜き、共に活躍の場を得ることができた。自動車総
連の仲間の奮闘はもとより、支援頂いた多くの皆様に感謝を申し上げる。
2009年夏、多くの国民は長年にわたる一党支配の古い自民党的政治からの脱
却を選択したが、今回の衆議院選挙においては、厳しい審判が下された。この間
の政権与党としてのガバナンスに対する余りに大きい失望感の表れと言える。民
主党には党再生を図るなかで、抜本的な改革を強く求めたい。
私たちが再認識すべきは、「共に支えあう社会、リスクを分かち合う社会」という価
値観の提起や「控除から手当て」に象徴される新たな再配分の仕組みは、いずれ
も目指す社会、理想に近づくための貴重な一歩である点である。また、右肩上がり
の成長の時代を経た日本において、それらが形となって現れだしたことは素直に
評価すべきと思う。
こうして民主党政権を辿り改めて思うことは、民主党政権の全てを失敗と断ずる
のは早計であることである。ただそれにも増して痛感することは、その政党が目
指す理想、基となる理念、それに基づく個別政策の方向性、そして、政策実現のプ
ロセスと目に見える結果などに対する国民が政治を見る目、それを養うことの大
切さである。
同時に、けして容易ではないが、私たち労働組合役員が備えるべきは、真正面か
ら組合員に向き合い、自分の言葉で、今一度、政治との向き合い方を説く力であ
り、それを通じた職場との信頼関係の強化である。
自動車関係諸税の取り組みについては、民主党政権下では、自動車重量税

3,300億円規模に及ぶユーザーの負担軽減を果たすことができた。12労連・
47地協はじめ、自動車総連の組織総掛かりの取り組みはもとより、全国の自動車
ユーザーの声がその後押しになった。また、組織内議員の奮闘があったことは既
に報告の通りである。
民主党政権の決断には、不条理に立ち向かい、社会的公正を求める姿勢があっ
た。少なくとも、道路特定財源から一般財源化され、課税根拠を失っているにも関
わらず長年にわたり課税され続けてきた状況を承知しながら毎年先送りしてきた
当時の政権とは決定的に異なることを改めて強調しておきたい。

3. 2013春闘に対する基本課題について
世界経済は未だリーマンショックからユーロ危機に至る混乱から完全に抜け
出せたとは言えないが、日本だけがデフレ、円高などを背景に長きにわたり世
界の成長の流れから取り残されている実態は余りに異常とも言える。
成長の必要性のみならず、着実な財政健全化の為にも内外需バランスのとれ
た経済構造が不可欠であり、2013春の取り組みにおける労使の適切な対応
が、GDPの6割を占める消費の底支えに繋げ得る、その王道であるとも思う。
こうした政策運営と賃金決定を誤れば、日本経済はデフレスパイラルに陥る危
険をはらんでいる。賃金を唯一の生活原資とする働く者の立場からすれば、
2013春闘を機に現在の賃金水準、賃金カーブを見直す動きなどは論外と断
ぜざるを得ない。今春闘に対する極めて厳しい経営側の対応が図られるとす
れば、マクロの観点から大きな警鐘を鳴らす必要がある。
長期にわたる超円高はものづくり産業、職場を苦しめてきた。その是正は待っ
たなしであり、現在の動向は歓迎すべきだが、一方で、過度な変動は求めると
ころではなく、安定的に適正水準にあることを願う。また、日本の通貨の信用に
まで影響を与えかねない政府の言動には十分な注視が必要である。
さて、連合は、「全ての労働組合は、賃上げ・労働条件の改善のために1％を目
安に配分を求める取り組みを進める」とする2013春季生活闘争方針を昨年
12月に決定した。賃上げを含む、あらゆる労働条件にその取り組みの対象範
囲を広げ、2013春闘への参加体制の充実を図ることで、再び厚みのある中
間層を取り戻す契機とすべきとの認識に立ったものである。また、新たに、雇
用安定、労使協議、適正配分を基とする「生産性3原則」の重要性を訴えると
の方針を盛り込んだ。
JCM（金属労協）では、人材力・現場力を守り高めるために不可欠な「人への
投資」、日本を支える基幹産業である金属産業に相応しい賃金水準を目指す
ことを基本とした賃金の絶対水準重視の取り組み、さらには、JCミニマム運動
として取り組む最低賃金の3本の柱からなる方針を昨年12月に決定した。
自動車総連として、連合、JCMの運動をしっかりと下支えしていく必要がある。
自動車産業はここ数年、毎年大きな変化に遭遇するなかにあって、熾烈な国際
競争に勝ち抜くため、あらゆる業種、職場において確実に成果を積み上げてき
た。
自動車産業労使には、あらゆる職場で成長の機会を創造し、働き方を高めるこ
とが求められている。自動車総連は、今次取り組みを通じ、こうした側面を十分
に踏まえた「人への投資」の重要性を訴えていく。
また、60歳以降の取り組みについて、法対応することは言わずもがなである
が、同じ職場で働く仲間という観点、60歳という年齢は誰もが迎えるという観
点を踏まえ、若い人から60歳を超えた方々までがいきいきと働き、職場力を
いかに高めていくかについての視線を持つことが必要だと考えている。
本年は、早期解決の徹底を図りたい。きっちりと春を仕上げ、自動車総連全体
として次のステージに向かうべく、各労連の指導体制を例年以上に強化いた
だきたい。

4. 最後に
次期参議院議員選挙について、昨年9月の大会で、私たちが向かう先はとてつも
ない荒波が待ち受けることを十分腹に落とし、「いそざき哲史」を自動車の代表と
して決起した。今後は、自動車総連中央推進委員会で確認した「目標」に向け、取り
組みを貫徹させる。
政権与党の日々の動きに一喜一憂する暇は私たちには必要ない。「いそざき哲
史」自身は、黙々と全国の仲間の声に耳を傾け、それを糧にひたすらに歩んでい
る。私たちを信頼してのことである。組織や立場を超えて、１対１の人としてその
信頼には応えたい。私もその先頭を走る覚悟で取り組んでいく。課題は山積して
いるが、2013年を全員の力で乗り越えていきたい。

報告承認事項

来賓・国政報告・報告承認事項

来 賓 国 政 報 告

いけぐち修次 参議院議員
なおしま正行 参議院議員

相原 会長

郡司 事務局長 八角 副事務局長

田中 組織・政治局長

舟橋 企画総務局長

松本 会計監査
2013年度
税制改正に向けた取り組み経過報告

JCM　西原 議長
連合福岡　髙島 会長

中間経過報告として、「運動の経過報告」を郡司事務局長より、「2013年度 税制改正に向け
た取り組み経過報告」を八角副事務局長より、「2012年度特定(産業別)最低賃金の取り組
み結果報告」を田中組織・政治局長よりそれぞれ報告された。また、「中間会計報告」を舟橋企
画総務局長が報告し、松本会計監査により監査報告が行われ、いずれの事項も承認された。
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3. 2013春闘に対する基本課題について
世界経済は未だリーマンショックからユーロ危機に至る混乱から完全に抜け
出せたとは言えないが、日本だけがデフレ、円高などを背景に長きにわたり世
界の成長の流れから取り残されている実態は余りに異常とも言える。
成長の必要性のみならず、着実な財政健全化の為にも内外需バランスのとれ
た経済構造が不可欠であり、2013春の取り組みにおける労使の適切な対応
が、GDPの6割を占める消費の底支えに繋げ得る、その王道であるとも思う。
こうした政策運営と賃金決定を誤れば、日本経済はデフレスパイラルに陥る危
険をはらんでいる。賃金を唯一の生活原資とする働く者の立場からすれば、
2013春闘を機に現在の賃金水準、賃金カーブを見直す動きなどは論外と断
ぜざるを得ない。今春闘に対する極めて厳しい経営側の対応が図られるとす
れば、マクロの観点から大きな警鐘を鳴らす必要がある。
長期にわたる超円高はものづくり産業、職場を苦しめてきた。その是正は待っ
たなしであり、現在の動向は歓迎すべきだが、一方で、過度な変動は求めると
ころではなく、安定的に適正水準にあることを願う。また、日本の通貨の信用に
まで影響を与えかねない政府の言動には十分な注視が必要である。
さて、連合は、「全ての労働組合は、賃上げ・労働条件の改善のために1％を目
安に配分を求める取り組みを進める」とする2013春季生活闘争方針を昨年
12月に決定した。賃上げを含む、あらゆる労働条件にその取り組みの対象範
囲を広げ、2013春闘への参加体制の充実を図ることで、再び厚みのある中
間層を取り戻す契機とすべきとの認識に立ったものである。また、新たに、雇
用安定、労使協議、適正配分を基とする「生産性3原則」の重要性を訴えると
の方針を盛り込んだ。
JCM（金属労協）では、人材力・現場力を守り高めるために不可欠な「人への
投資」、日本を支える基幹産業である金属産業に相応しい賃金水準を目指す
ことを基本とした賃金の絶対水準重視の取り組み、さらには、JCミニマム運動
として取り組む最低賃金の3本の柱からなる方針を昨年12月に決定した。
自動車総連として、連合、JCMの運動をしっかりと下支えしていく必要がある。
自動車産業はここ数年、毎年大きな変化に遭遇するなかにあって、熾烈な国際
競争に勝ち抜くため、あらゆる業種、職場において確実に成果を積み上げてき
た。
自動車産業労使には、あらゆる職場で成長の機会を創造し、働き方を高めるこ
とが求められている。自動車総連は、今次取り組みを通じ、こうした側面を十分
に踏まえた「人への投資」の重要性を訴えていく。
また、60歳以降の取り組みについて、法対応することは言わずもがなである
が、同じ職場で働く仲間という観点、60歳という年齢は誰もが迎えるという観
点を踏まえ、若い人から60歳を超えた方々までがいきいきと働き、職場力を
いかに高めていくかについての視線を持つことが必要だと考えている。
本年は、早期解決の徹底を図りたい。きっちりと春を仕上げ、自動車総連全体
として次のステージに向かうべく、各労連の指導体制を例年以上に強化いた
だきたい。

4. 最後に
次期参議院議員選挙について、昨年9月の大会で、私たちが向かう先はとてつも
ない荒波が待ち受けることを十分腹に落とし、「いそざき哲史」を自動車の代表と
して決起した。今後は、自動車総連中央推進委員会で確認した「目標」に向け、取り
組みを貫徹させる。
政権与党の日々の動きに一喜一憂する暇は私たちには必要ない。「いそざき哲
史」自身は、黙々と全国の仲間の声に耳を傾け、それを糧にひたすらに歩んでい
る。私たちを信頼してのことである。組織や立場を超えて、１対１の人としてその
信頼には応えたい。私もその先頭を走る覚悟で取り組んでいく。課題は山積して
いるが、2013年を全員の力で乗り越えていきたい。

報告承認事項

来賓・国政報告・報告承認事項

来 賓 国 政 報 告

いけぐち修次 参議院議員
なおしま正行 参議院議員

相原 会長

郡司 事務局長 八角 副事務局長

田中 組織・政治局長

舟橋 企画総務局長

松本 会計監査
2013年度
税制改正に向けた取り組み経過報告

JCM　西原 議長
連合福岡　髙島 会長

中間経過報告として、「運動の経過報告」を郡司事務局長より、「2013年度 税制改正に向け
た取り組み経過報告」を八角副事務局長より、「2012年度特定(産業別)最低賃金の取り組
み結果報告」を田中組織・政治局長よりそれぞれ報告された。また、「中間会計報告」を舟橋企
画総務局長が報告し、松本会計監査により監査報告が行われ、いずれの事項も承認された。



議　事

2013年総合生活改善の取り組み方針　決定 取り組みの考え方・要求基準

第2号議案「2013年度特定(産
業別)最低賃金の取組方針(案)」
について、堀副事務局長が提案を
行い、全会一致で採択された。

■第2号議案
2013年度 特定（産業別）
最低賃金の取り組み方針（案）

■第3号議案
自動車総連・
医療共済規約改定の件

■第4号議案
『いそざき哲史』必勝決議(案)

第3号議案「自動車総連・医療共
済規約改定の件」について、舟橋
企画総務局長が提案を行い、全会
一致で採択された。

第4号議案「『いそざき哲史』必勝
決議(案)」について、吉武副事務
局長が提案を行い、全会一致で採
択された。

吉武 副事務局長

堀 副事務局長日野労連　鈴木 中央委員

第1号議案「2013年総合生活改善の取り組み方針（案）」について、堀副事務局長が提
案し、中央委員から質問が出された。本部が答弁を行った後、方針案は満場一致で採択
された。

答 弁Question Answer

本年4月の高齢者雇用安定法の改正に
合わせて、希望者全員の再雇用につい
て労使協定、就業規則の見直しを労使
で行っている。今回の法改正では、労働
時間、労働日数などの労働条件に関して
は、規定されなかった。
希望者全員の働く場を確保することにつ
いては、労使の間に大きな隔たりはないも
のの、4月1日以降、これまで以上に再雇
用を希望する労働者が増加することが
予想され、労務費問題が想定される。労
使の議論の中では、人事制度、賃金制度
を改定し、現役世代も含めた賃金カー
ブ、体系の見直しなどが必須であるとの
発言が出ている。このような状況の中で、
今回の生活改善の取り組みと再雇用の
問題をどのように位置づけるのか、自動
車総連としての考え方をお聞かせいた
だきたい。

結論から言えば、現役世代の賃金と60歳
以降の賃金は切り分けて議論されるべき
である。
改正高年齢者雇用安定法の施行を間
近に控え、まず企業労使が取り組まなけ
ればならないことは、60歳以降も安心して
いきいきと働くことが出来る環境を整える
ことである。
具体的には、加齢に伴って体力が低下
する中でも、引き続き個人が持てる技能
や専門知識を生かし、高い意欲で働くた
めの工夫や、60歳に向けて早い段階から
技能・知識の習得や、健康の維持増進、
将来に向けた財産形成などを通じ、法改
正を契機に自動車産業、日本の地力を一
層高めていくことが必要である。
再雇用制度を採用している企業におけ
る60歳以降の賃金水準が決められた経
緯を振り返ると、制度設計の際には老齢
厚生年金が支払われていること、併給調
整が行われることなど、当時の社会保障
制度を前提に組み立ててきており、現役
世代の賃金カーブとは元々切り分けて論
じられ決定されている。そもそもの成り立
ちや位置づけが異なっていることを十分
に踏まえれば、現役世代と60歳以降の賃
金については混同することなく、切り分け
て議論すべきである。
なお、関連する他産別や他社の動向が
報じられることがある。自動車総連として
も情報収集に努め、速やかに展開、共有
させていただく。

2013年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

【個別ポイント絶対水準要求】（案）

技能職中堅労働者(中堅技能職)＊の現行水準を維持し、水
準向上や格差・体系是正に向け、各組合の判断により賃金
改善分を設定する。

〈技能職中堅労働者(中堅技能職)＊銘柄の目指すべき水準〉
 プレミア基準 370,000円
 目標基準 323,000円
 スタンダード基準 285,000円
 到達基準 251,000円

■具体的要求基準
【平均賃金要求】（案）

すべての組合は、現状の賃金水準を維持するため、賃金
カーブ維持分確保を大前提とする。
尚、賃金改善分については、生産性向上に向けて懸命に
取り組む組合員の努力・成果、賃金実態を踏まえた格
差・体系の是正等を重視し、明確な額で要求する。

＊「技能職中堅労働者（中堅技能職）」とは、生産現場において、習熟期間をほぼ終
了し、基幹的作業に対して一人前の技能を有し、後輩への適切なアドバイスと
チームワークの醸成ができ、近い将来、熟練作業者或いは優秀な監督者となり
得る資質・能力を備えた者。なお、メーカー部門、車体･部品部門以外は、個別ポ
イント絶対水準要求の銘柄を、35歳・高卒・勤続17年・技能職に準じた職種・
4人世帯とする。

※上記基準は、平成21～23年調査賃金センサス（厚生労働省）における、
　35歳･高卒･生産労働者(男)の標準労働者賃金より算出。

■企業内最低賃金協定の締結

＊製造部門以外は技能職に準じた職種

③スタンダード基準  ： 

④ 到 　 達 　 基 　 準  ： 

格差を把握するための基準となる水準として、製
造業規模計･標準労働者の中位の水準

全ての組合がクリアする水準として、製造業規模
計･標準労働者の第1四分位の水準

（注）
① プ レ ミ ア 基 準  ： 

② 目 　 標 　 基 　 準  ： 

牽引役たるトップ3組合が目指す水準として、製造
業1,000人以上・標準労働者の第9十分位の水準

全組合が目指す水準として、製造業規模計･標準労
働者の第3四分位の水準

1. 賃金

・目　標　基　準

・スタンダード基準

・到　達　基　準

25歳・高卒・勤続7年
技能職（＊）・独身

参 考 水 準

234,000円

211,000円

195,000円

30歳・高卒・勤続12年
技能職（＊）・3人世帯

279,000円

258,000円

226,000円

■特定（産業別）最低賃金の金額改正に向けた取り組み
・特定(産業別)最低賃金については、その継承･発展を目指し
た取り組みを推進し、2013年度においてもこれまでの特定
(産業別)最低賃金の枠組みの下で、産業にふさわしい水準
の実現に取り組んでいく。特に、地域別最低賃金が引き上が
る中、特定(産業別)最低賃金の相対的優位性が失われつつ
ある実態及び、総連台で取り組む影響の大きさに鑑みつつ、
自動車産業で働くことの位置付けを守り･高めるべく取り組
む。

・金額改正審議に与える“影響力の大きさ”（＝労使が確認した
数字であるという裏付け）を踏まえ、各組合は企業内最低賃
金協定の締結を最優先に取り組むとともに、締結額の水準の
引き上げを図っていく。

・最大限の努力をもってしても協定締結ができない単組は、
特定(産業別)最低賃金の「改正の必要性に関する決議」
（＝労働組合側が改正の必要性を確認）を行う。

■基本的な考え方
（1）現下の日本経済や自動車産業の状況及びそうした中での

組合員の日々の取り組み、組合員の生活実態等を踏まえ、
何としても現行の賃金水準の下支えを図るべく、賃金カー
ブ維持分の確保を至上命題とし徹底して取り組む。

（2）各組合の状況に応じ、格差･体系是正など賃金課題の解決
に向けて主体的に賃金改善に取り組む。

（3）賃金水準の下支えや賃金改善を図るため、賃金の根元から
の高さでもある「絶対額」を重視した明確な根拠に基づく
取り組みを推進するとともに、「個別賃金」による要求構築
に積極的に取り組む。さらに、下支えの観点から企業内最
低賃金協定および年齢別最低保障賃金協定の締結の前進
を図る。とりわけ、企業内最低賃金協定については、全単組
での締結に向け引き続き取り組みを強化し着実な前進を
図る。

（4）産業情勢とともに連合・金属労協の方針も踏まえる。 

＜要求基準＞
18歳の最低賃金要求は、154,000円以上とする。

・基準未達成の組合は、基準額以上での協定化を目指す。

・基準達成の組合は、｢特定（産業別）最低賃金｣の金額改正も
念頭に上積みを図り、高卒初任給に準拠した水準での協定化
を目指す。

■絶対額を重視した取り組み

・賃金水準の下支え･低下防止を確実なものとしていくととも
に、賃金改善を図っていくため、賃金の根元からの高さであ
る「絶対額」を重視した取り組みを強力に進める。

■個別賃金の取り組み

・「上げ幅」だけでなく「絶対額」を重視することの意義を強く
認識し、「絶対額」に基づく水準把握や課題検証を確実に行う
とともに、その内容を訴求ポイントとした取り組みを推進す
るとともに、「個別賃金」による要求・回答の引き出しに取り組
んでいく。

質 疑
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2013年総合生活改善の取り組み方針　決定 取り組みの考え方・要求基準

第2号議案「2013年度特定(産
業別)最低賃金の取組方針(案)」
について、堀副事務局長が提案を
行い、全会一致で採択された。

■第2号議案
2013年度 特定（産業別）
最低賃金の取り組み方針（案）

■第3号議案
自動車総連・
医療共済規約改定の件

■第4号議案
『いそざき哲史』必勝決議(案)

第3号議案「自動車総連・医療共
済規約改定の件」について、舟橋
企画総務局長が提案を行い、全会
一致で採択された。

第4号議案「『いそざき哲史』必勝
決議(案)」について、吉武副事務
局長が提案を行い、全会一致で採
択された。

吉武 副事務局長

堀 副事務局長日野労連　鈴木 中央委員

第1号議案「2013年総合生活改善の取り組み方針（案）」について、堀副事務局長が提
案し、中央委員から質問が出された。本部が答弁を行った後、方針案は満場一致で採択
された。

答 弁Question Answer

本年4月の高齢者雇用安定法の改正に
合わせて、希望者全員の再雇用につい
て労使協定、就業規則の見直しを労使
で行っている。今回の法改正では、労働
時間、労働日数などの労働条件に関して
は、規定されなかった。
希望者全員の働く場を確保することにつ
いては、労使の間に大きな隔たりはないも
のの、4月1日以降、これまで以上に再雇
用を希望する労働者が増加することが
予想され、労務費問題が想定される。労
使の議論の中では、人事制度、賃金制度
を改定し、現役世代も含めた賃金カー
ブ、体系の見直しなどが必須であるとの
発言が出ている。このような状況の中で、
今回の生活改善の取り組みと再雇用の
問題をどのように位置づけるのか、自動
車総連としての考え方をお聞かせいた
だきたい。

結論から言えば、現役世代の賃金と60歳
以降の賃金は切り分けて議論されるべき
である。
改正高年齢者雇用安定法の施行を間
近に控え、まず企業労使が取り組まなけ
ればならないことは、60歳以降も安心して
いきいきと働くことが出来る環境を整える
ことである。
具体的には、加齢に伴って体力が低下
する中でも、引き続き個人が持てる技能
や専門知識を生かし、高い意欲で働くた
めの工夫や、60歳に向けて早い段階から
技能・知識の習得や、健康の維持増進、
将来に向けた財産形成などを通じ、法改
正を契機に自動車産業、日本の地力を一
層高めていくことが必要である。
再雇用制度を採用している企業におけ
る60歳以降の賃金水準が決められた経
緯を振り返ると、制度設計の際には老齢
厚生年金が支払われていること、併給調
整が行われることなど、当時の社会保障
制度を前提に組み立ててきており、現役
世代の賃金カーブとは元々切り分けて論
じられ決定されている。そもそもの成り立
ちや位置づけが異なっていることを十分
に踏まえれば、現役世代と60歳以降の賃
金については混同することなく、切り分け
て議論すべきである。
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2013年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）
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■特定（産業別）最低賃金の金額改正に向けた取り組み
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取り組みを推進するとともに、「個別賃金」による要求構築
に積極的に取り組む。さらに、下支えの観点から企業内最
低賃金協定および年齢別最低保障賃金協定の締結の前進
を図る。とりわけ、企業内最低賃金協定については、全単組
での締結に向け引き続き取り組みを強化し着実な前進を
図る。

（4）産業情勢とともに連合・金属労協の方針も踏まえる。 

＜要求基準＞
18歳の最低賃金要求は、154,000円以上とする。

・基準未達成の組合は、基準額以上での協定化を目指す。

・基準達成の組合は、｢特定（産業別）最低賃金｣の金額改正も
念頭に上積みを図り、高卒初任給に準拠した水準での協定化
を目指す。

■絶対額を重視した取り組み

・賃金水準の下支え･低下防止を確実なものとしていくととも
に、賃金改善を図っていくため、賃金の根元からの高さであ
る「絶対額」を重視した取り組みを強力に進める。
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質 疑
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（全トヨタ労連）内野 副会長
「対話」に徹底的にこだわって真
に理解されるまで取り組みを進
めていく。

（三菱自動車ふそう労連）神原 事務局長
支援者を増やす取り組みを徹底
し、獲得目標の達成に向け邁進
していく。

（全いすゞ 労連）荒蔭 事務局長
「自分たちの雇用と生活を守る
ための活動」と位置付け、最後の
最後まで全力で取組む。

（日産労連）中澤 推進本部副本部長
“高位当選させる”を合言葉に、
決めた活動を全力でやり切る。

（スズキ労連）根木 副会長
「いそざき応援団」の輪を広げ、
投票所で名前が書ける活動を確
実に実施する。

（日野労連）小野 副会長
最先端役員の活動を様々な面か
らバックアップし、労連一丸と
なって全力で活動を進めていく。

（全本田労連）上田 事務局次長
最先端役員に活動への理解を徹
底し、『確実な獲得』に結びつけ
る。

（ダイハツ労連）山田 事務局長
人づくりにこだわった活動を進
め、結果に結びつく活動を推進
していく。

（ヤマハ労連）寺田 事務局長
勝利に向け、“One for all,all 
for one”の精神で労連全体が心
を一つにして、全力で支援する。

（全国マツダ労連）戸村 副会長
「全員が納得し実践する」、「全員が常に
意志合わせを行い、切磋琢磨する」こと
で、「確実に結果を出す事」を徹底する。

（富士労連）松本 事務局長
地協とも連携しながら、活動を
一つずつ積み上げ、結果に結び
つけていく。

（部品労連）富塚 副会長
逆風に負けることなく、全員の
力、心を合わせて全力で活動し
ていく。

職場討議資料

政策制度課題への取り組み

2. 年間一時金

3. 総実労働時間の短縮

4. 非正規労働者に関する取り組み

2013年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

■年齢別最低保障賃金の締結

＜要求基準＞
20歳：159,000円　／　25歳：178,500円
30歳：212,000円　／　35歳：235,000円
40歳：253,500円　／　45歳：262,500円

（１）自動車総連独自の取り組み

・政策協議項目の実現に向けて、民主党や関係省庁、連合
に対し、機動的な働きかけを行う。

・国会審議等の動向は、中央生活闘争委員会、政策委員
会、各種労使会議で「最重点政策」を中心に報告し、共有
化を図る。

　＜政策協議/要望項目＞

○自動車関係諸税
○国内の雇用維持に向けた政策

・政策実現に向けた自動車総連の諸活動、税制大綱および
予算案への反映状況、関連法案・予算案の審議状況等に
ついてはFAXニュース等でタイムリーに情報発信を行っ
ていく。

（２）連合との連携

・勤労者全体の雇用と国民生活の課題解決に向けて政策
制度の取り組みを推進する連合との連携を強化する。特
に、自動車総連の重点政策については、連合とも連携して
実現に取り組む。

（３）各労連・単組、組合員の取り組み

　＜各労連・単組の取り組み＞

・連合、自動車総連の政策・制度への取り組みに対する経営
者への理解促進を図る。

・自動車総連および連合/地方連合会等上部団体の活動に
積極的に参画する。

・組織内議員及びフォーラム議員との連携の重要性と活動
内容の理解・周知に努める。

　＜組合員の取り組み＞

・連合、自動車総連の政策・制度課題の取り組みに対する理
解を深める。

・自動車総連および連合/地方連合会等上部団体の活動に
積極的に参画する。

＜具体的要求基準＞

①年間5ヵ月を基準とし、最低でも昨年獲得実績以上とする。

②要求の基礎は、賃金引上げ後の基準内賃金とする。

③最低保障制度を確立することとし、水準については40％
以上とする。

（１） 企業･労働組合としてのそれぞれの役割･責任の
観点を踏まえ、非正規労働者（直接雇用／間接雇
用問わず）について、労使でのコンプライアンス
の点検を行う。また、受入や契約更新･満了時点
での点検が行われていない組合では、労使での
点検機会を設ける。

（２） 非正規労働者も含めた「職場」の共通課題（安全
性、作業性、職場環境等）を労働組合として把握
し得る方策の検討を行っていく。

（３） 労働環境や労働条件面などに関する取り組み

①非正規労働者のモチベーション向上や、不安定な雇
用形態での就労固定化を防止する観点から、正社員
登用の促進につながる取り組みを行う。
②付加価値生産性･技術力の高い自動車産業で働いて
いる利点を活かし、それにふさわしい能力形成支援
の観点から、教育･研修体制の充実などに取り組む。
③自社で働く仲間の賃金の下支えや、産業別最低賃金
の金額改正への波及を通じた社会的な賃金の下支
えの観点から、企業内最低賃金協定の取り組みを進
める。
④法対応はもとより、同じ職場で働く仲間との観点か
ら、福利厚生面や労働条件面など、待遇面の実態や課
題を踏まえて、その改善に向けた取り組みを進める。

・労使で「改正高年齢者雇用安定法」「改正労働契約法」「改正
労働者派遣法」などの法対応を着実に進めるとともに、「コン
プライアンスの点検」を継続するなど、労働組合として非正
規労働者に対する関与･対応力を高める取り組みを積極的
に進める。
・取り組みにあたっては、各労連･単組の実態や課題に応じて
着実に進めていく。

■具体的な取り組み
・所定労働時間1,952時間未達組合は、引き続きその達成に
向けて全力で取り組む。
・年次有給休暇の完全取得に向けた取り組みを推進する。
・所定外労働時間の削減に向けて、全単組が年間540時間以
下となるよう36協定の年間特別延長時間の引き下げに計
画的に取り組む。
・改正労働基準法において、中小企業に対して適用猶予とさ
れている月間60時間超の割増率引き上げ等についても取
り組みを進める。
・労働時間に関する労使協議の場の設置など、取り組みの基
盤整備を推進する。
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し得る方策の検討を行っていく。

（３） 労働環境や労働条件面などに関する取り組み

①非正規労働者のモチベーション向上や、不安定な雇
用形態での就労固定化を防止する観点から、正社員
登用の促進につながる取り組みを行う。
②付加価値生産性･技術力の高い自動車産業で働いて
いる利点を活かし、それにふさわしい能力形成支援
の観点から、教育･研修体制の充実などに取り組む。
③自社で働く仲間の賃金の下支えや、産業別最低賃金
の金額改正への波及を通じた社会的な賃金の下支
えの観点から、企業内最低賃金協定の取り組みを進
める。
④法対応はもとより、同じ職場で働く仲間との観点か
ら、福利厚生面や労働条件面など、待遇面の実態や課
題を踏まえて、その改善に向けた取り組みを進める。

・労使で「改正高年齢者雇用安定法」「改正労働契約法」「改正
労働者派遣法」などの法対応を着実に進めるとともに、「コン
プライアンスの点検」を継続するなど、労働組合として非正
規労働者に対する関与･対応力を高める取り組みを積極的
に進める。
・取り組みにあたっては、各労連･単組の実態や課題に応じて
着実に進めていく。

■具体的な取り組み
・所定労働時間1,952時間未達組合は、引き続きその達成に
向けて全力で取り組む。
・年次有給休暇の完全取得に向けた取り組みを推進する。
・所定外労働時間の削減に向けて、全単組が年間540時間以
下となるよう36協定の年間特別延長時間の引き下げに計
画的に取り組む。
・改正労働基準法において、中小企業に対して適用猶予とさ
れている月間60時間超の割増率引き上げ等についても取
り組みを進める。
・労働時間に関する労使協議の場の設置など、取り組みの基
盤整備を推進する。
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最後にガンバロー三唱を行い、中央委員会を終了した。

司会 大喜多 中央執行委員
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守ろう、生活の安心と働く職場！
築こう、いきいきとした魅力ある産業

特集 第80回中央委員会

自動車総連は1月10日、リーガロイヤルホテル小倉
(福岡)において第80回中央委員会を開催した。

「いそざき哲史」「いそざき哲史」「いそざき哲史」緊急アピール集会緊急アピール集会緊急アピール集会

「いそざき哲史」緊急アピール集会を開催！

職場討議資料

いそざき哲史 決意表明

仲間の思い、かたちにしたい。

中央委員会終了後、緊急アピール集会が開催さ
れ、12労連の力強い決意表明と、「いそざき哲史」
の決意が示された。集会の終わりには、職場の仲
間一人ひとりの思いにこたえるべく、「いそざき
哲史」の必勝に向けて全員の意思を結集し、ガン
バロー三唱で締めくくった。

　次期参議院議員選挙における必勝決議案の採択、各労連
推進責任者の力強い決意表明に心より感謝申し上げます。
そして、「いそざき哲史」とその支援者拡大活動に対して、
多くの労組役員、組合員の皆さまにご協力を頂いているこ
とに心から御礼申し上げます。
　1年前の中央委員会にて、円高をはじめとする逆風の中、
国内の雇用と事業基盤の維持・強化に奮闘している職場の
仲間のために、そして組合員とその家族の将来と安心のた
めに、「職場原点の思い」を活動の基軸にして頑張るとの決
意を表明させて頂きました。私は、自動車産業の基盤の維
持・強化を最優先課題と捉え、全力を尽くしてこの課題に
取り組んでいきます。
　私たちが将来に対して希望を持って働くことができる
ようにするためには、私たち自身が社会に対し「自らの思
い」をしっかりと主張し、行動に移していくことが重要で
あります。私はその先頭に立ち、国政の場との懸け橋とな
るよう人生をかけて取り組んでいく所存であります。
　いよいよ決戦の年となりました。今後も日本全国を駆け
回り、私の思い、決意を一人でも多くの方に伝えていく活
動に全力で取り組んでいきます。皆様の最後までの力添え
をよろしくお願いします。

「いそざき哲史」の必勝を期して、最後の最後まで頑張ろう！

●相原会長あいさつ（要旨）
●来賓紹介
●報告承認事項
◆第1号議案：2013年総合生活改善の取り組み方針(案)
◆第2号議案：2013年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針(案)
◆第3号議案：自動車総連・医療共済規約改定の件
◆第4号議案：「いそざき哲史」必勝決議(案)
◆緊急アピール集会

第80回中央委員会は大喜多中央執行委員（日産
労連）の司会で開幕し、相原会長の挨拶、続いて
来賓挨拶、顧問議員の国政報告が行われた。報告
承認事項の審議では、「中間経過報告」、「中間会
計報告」が報告され承認された。議事の審議で
は、「2013年総合生活改善の取り組み方針
(案)」、「2013年度特定(産業別)最低賃金の取り
組み方針(案)」、「自動車総連・医療共済規約改定
の件」、「『いそざき哲
史』必勝決議(案)」が
それぞれ全会一致で
可決された。
また、中央委員会後、
「いそざき哲史」緊急
アピール集会を行い、
全員の意思を結集し
た。


