
全日本自動車産業労働組合総連合会（511）2014年1月27日

東京都港区高輪4‐18‐21　View-well Square
電話／03（5447）5811（代表）
発行人 ： 相原 康伸

司会　高松 中央執行委員

ホームページアドレス：http://www.jaw.or.jp/2014年1月27日発行　自動車総連　第511号（通刊681号）

踏み出そう 着実な一歩
　つかもう 豊かな未来！

特集 第81回中央委員会
2014年総合生活改善の
取り組み方針を決定

自動車総連は1月9日、
東京ドームシティ プリズムホール（東京）において
第81回中央委員会を開催した。

●相原会長挨拶（要旨）
●来賓挨拶
●国政報告
●報告承認事項
●特別報告：第5回組織強化活動総括
◆第1号議案：
2014年総合生活改善の
取り組み方針（案）
◆第2号議案：
2014年度特定（産業別）最低賃金の
取り組み方針（案）

第81回中央委員会は高松中央執行委員（全国マ
ツダ労連）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」、「特別
報告-第5回組織強化活動総括-」、「中間会計報
告」が報告され承認された。議事の審議では、
「2014年総合生活改善の取り組み方針（案）」、
「2014年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方
針（案）」がそれぞれ全会一致で可決された。

取り組みの完遂に向けてガンバロー三唱を行い、
中央委員会を閉会した。

第81回中央委員会を開催！



相原会長挨拶（要旨）

1. はじめに

2014年は、政府、日本銀行（以下、日銀）がデフレ脱却に向け、金融
政策、財政政策の舵取りを変化させる中で、安定した社会と着実な
成長の両立に向けた分水嶺となる2014年総合生活改善の取り組
みとなる。その意義を確認しあい方針決定をする極めて重要な中央
委員会である。

2. 取り巻く環境

1）金融政策の動向について

2013年4月、日銀は、デフレ脱却に向け、消費税分を除き、2年で
2％の物価上昇率の実現を目指し、日銀が市場に供給する資金の合
計、いわゆる「マネタリーベース」を2年で2倍に増やす大規模な金
融緩和策を導入した。
2013年11月の全国の消費者物価指数（CPI、2010年＝100）
は、生鮮食品を除く総合（コア指数）で前年同月比1.2％上昇
（100.7）と6ヵ月連続で上昇となった。
一方で、民間消費が夏以降は減速、同時に、消費税率アップを睨ん
だ、自動車をはじめとする駆け込み需要の発生と4月以降の反動減
など、個人消費の動向は予断を許さない状況である。
日銀はいずれ、金融緩和政策から脱却する出口を探すことになる。新
規発行の国債の7割も日銀が買い入れ低金利状態を維持する異次
元の緩和状況の中、出口戦略を一歩間違えば、インフレ高進、金利急
騰を招きかねないリスク要因を抱えている。
日銀は独立性を担保しつつ、国民生活の視点から適切な金融政策が
執り行われるよう、先ずは金融当局、そして政府に強く要請しておき
たい。

2）財政健全化について

2012年度の補正と2013年度の予算を合わせた公共事業費は、
前年を2.4兆円上回る約7.7兆円となった。さらに、2013年1月の
10兆円規模、2013年10月の5兆円規模の経済対策もその過半
は政府支出の公共事業となっている。
生産増が所得増を促し、さらに支出増に繋がる好循環による「良いイ
ンフレ」に繋げていけるか、その反対に、素材やエネルギーなど輸入
物価の上昇が経済を停滞させる「悪いインフレ」に向かうのか、また、
潤沢な市場の資金が企業や個人へ貸し出され活発な経済活動を促
すのか、その反対に、ヘリコプターから撒かれた分、新たな借金を積
み上げただけに終わるのか、岐路に立つ日本経済の現状を共有した
い。

3）消費税率の引き上げと社会保障制度改革について

2014年4月より5％から8％に17年ぶりとなる消費税率の引き上
げが実施され、秋には、2015年10月からの10％段階への引き上
げ判断の時期を迎えることとなる。消費税率の引き上げに伴う財源
の使途は、社会保障の充実と安定化に限定されなければならない。
また、社会保障制度改革の道筋が国民に示されなければ、いつまで
も将来不安は払拭されず、消費活性化どころか増税が先行する現実
を目の前に税への信頼をも損ないかねない。政府には先送りの許さ
れない政治の責任を果たしてもらう必要がある。

4）為替動向と国内
事業基盤の重要性
について

リーマンショックか
ら5年。一時70円
台まで高騰した超
円高は是正され、目
下100円を超える
水準まで円安が進
んだことを受けて、
自動車産業はいち
早く収益面で円安メ
リットを享受した産
業に挙げられてい
る。
また、この1年間の円安基調にもかかわらず自動車を含む、日本から
の輸出総量が伸びていないことに注目が集まっている。これは、円安
の負の側面、いわゆる輸入品の価格上昇によって、日本の貿易赤字
体質が定着しかねないとの問題提起と受け止める必要がある。
競争力ある輸出台数を一定程度確保し貿易収支を支えつつ、海外で
の生産・販売活動から生み出される利益を確実に日本に所得収支と
して還元し、新技術開発などに投資していくことがグローバルレベル
での成長と日本の貿易収支バランスの適正化、そして国内雇用の安
定化のいずれにとっても不可欠である。
それを実現するためには、世界を1歩も2歩もリードする日本の自動
車産業の総合力、言うなれば、職場の一人ひとりの力であることに違
いない。

5）経済の好循環実現に向けた政労使の取り組みについて

政労使の代表者によって文書として取りまとめられたこと自体、意義
あるものと認識したい。一方この間、政府から経済界などに対する賃
上げ要請と時宜を捉えた経営者の発言が紙面を賑わせてきた。
春闘は、多くの働く仲間の賃金など基本労働条件を巡っての経済闘
争であることは紛れもない事実であり、何ら否定されるものではな
い。これまでも、これからも重要な役割を担っていくべきものであ
る。
但し、そもそも「ベア」や「賃上げ」の定義が人それぞれ怪しげなな
か、政府が賃上げ要請し、世間もそこにフォーカスしてきた経過には
率直に疑問を持つところである。本来政府が進めるべきは、国民経
済の底上げ、セーフティーネット強化、グローバル競争時代をリード
する人的資本の形成であるはずである。
春闘で労使が話し合うテーブルには、将来の企業ビジョンから職場の
片隅で起きている問題まであらゆるものがのっている。協議・交渉の
過程、そして勿論結果にも労使が全ての責任を負うことが前提であ
る。まさしく、労使自治である。
労使協議、公正配分、雇用拡大の「生産性三原則」の精神を最大限に
発揮する2014年の総合生活改善でなければならない。そうしなけ
れば、デフレ脱却、持続的な日本経済の成長と安定した社会の実現
は遠退くばかりである。

相原 会長



来 賓 挨 拶

国 政 報 告

3. 2014年総合生活改善の取り組みについて

私は、2013年9月の自動車総連大会において、「2014年に向け
た自動車総連としての検討にあたっては、12労連、各業種別部会
と十分連携を図りつつ、全体として整合ある自動車総連の賃金引
上げの方針検討を進めたい。」と申し上げた。
具体的な論議においては、マクロの情勢認識と要求根拠との関係、
連合、金属労協（JCM）の要求方針と主体性ある要求との関係、さ
らには、賃金改善要求と一時金要求をはじめとする要求項目間の
関係など、例年にも増して率直に意見をぶつけ合ってきた。
こうした論議過程を通じ、各労連、労組が主体性ある強固な要求を
確立してはじめて、自信と覚悟をもった協議、交渉となるのである。
その意味で、自動車総連らしく職場との信頼を最大の拠り所に見
出した提案である。
冒頭幾つかの懸念を申し上げたのも、追い込まれた日本の経済、
社会の状況を踏まえれば、国民生活への影響が甚大な政府の各種
政策や対策に頼るのではなく、真に自律的な経済再生にむけて、私
たち自動車産業労使が今、行動を起こすべき、との前を向いた危
機感を共有したいためである。
マクロに対する健全な危機感と職場のたゆまぬ努力とその成果に
何としても報いるというミクロの視点を併せ考え抜いた末に導か
れ、そして最大限の成果を生み出し得る本年の要求方針となった
ものと確信する。
将来にわたり、この日本においてより質の高い雇用を生み出し続
ける自動車産業であるために、自らの賃金の改善を通じ、経済のト
レンドを変え、出来る限り多くの働く場を提供できる社会づくりに
寄与していく、そのために私たちは、まさしく分水嶺にあるこの
2014年総合生活改善の取り組みにおいて、精一杯の主張を展開
しなければならない。
また、経済環境の変化を踏まえれば、本年の取り組みは、2015
年、2016年と当面する総合生活改善の取り組みにしっかりと橋を
かけていくはじめの一歩となるべき重要な位置づけにある。従っ
て、自動車総連全体として結果に対する強いこだわりが滲み出る
取り組みとしていきたい。
職場から期待の集まる一時金や広く非正規の方の処遇改善につな
がる最低賃金など、取り組み内容は多岐にわたる。計画的かつ要求
の正当性をしっかり訴求出来得る協議・交渉体制の確立に向けた
労連、単組の連携強化、同時に、男女を問わず若手組合役員の成長
を狙いとしたチャレンジの機会づくりなどにも工夫いただきたい。
最後まで、心一つに本年の取り組みを邁進していきたい。

来賓として、金属労協（JCM）西原議長と連合東京大野会長にお
越しいただき、連帯の挨拶をいただいた。

自動車総連組織内議員のなおしま正行参議院議員、ふるもと伸
一郎衆議院議員、いそざき哲史参議院議員より国政報告をいた
だいた。

連合東京 大野 会長金属労協（JCM） 西原 議長

なおしま正行 参議院議員

ふるもと伸一郎 衆議院議員

いそざき哲史 参議院議員



報 告 承 認 事 項 特別報告 第5回組織強化活動総括

中間経過報告として、「運動の経過報告」を郡司事務局長、「2014
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
報告した。

「2013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、「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。

特別報告として第5回組織強化活動総括の審議が行われた。中央
委員から今後に向けた具体的な取り組みについて質疑があり、
本部答弁後、満場の拍手で承認された。

中間経過報告

八角 副事務局長郡司 事務局長

舟橋 企画総務局長田中 組織・政治局長

松本 会計監査

吉武 副事務局長

2014年度税制改正に向けた
取り組み経過報告

部品労連 浅井 中央委員

世間の民主党
に対する逆風
や組合の政治
活動そのものに抵抗感の
ある中、加盟単組の役員
をはじめ最先端役員まで、
過去にない活動をしてき
た。結果として、いそざき
議員の当選に貢献出来た

とは思うが、目標を達成出来なかった。部品労連としても次に繋げ
るため総括をしているが、日常活動の一つとして、労働組合･議員
を通じた政策実現活動を組合員にもっと身近に感じてもらう事が
必要であると考えている。
そこで、今後に繋げる取り組みとして「日常からの活動が重要」との
総括となっているが、具体的にはどのような取り組みを考えている
か聞かせていただきたい。

厳しい環境下
での取り組み
であったが、
職場役員が粘り強く組合
員との1対1の面着活動
を行い結果につなげるこ
とができた。これまでも
日頃の世話活動を実施
していると思うが、組合

活動全般を通じ、組合員一人ひとりとの信頼関係を深めることを念
頭に1対1の丁寧な活動を行い、繋がりを深めることを強く意識し
た取り組みを進めることが重要と考える。例えば、広報資料配布時
に声掛けできているかなど、今一度日常活動の点検を行っていた
だきたい。
また、現在自動車総連では、政府・関係省庁・議員との関わり方や、
労連・単組・組合員との関わり方、研修会のあり方などについて論
議を行っている。このような「今後の政策推進活動のあり方」につ
いては、組織全体としての強い信頼関係と基盤整備ができた上で
成り立つものであり、次の組織強化活動に取り組むことができるも
のと考える。共に頑張っていきたい。

質疑

Q uestion

答弁

A nswer



議 事

●意見表明

●本部答弁

第2号議案 2014年度 
特定（産業別）最低賃金の取り組み方針（案）

第1号議案
2014年総合生活改善の取り組み方針（案）

第2号議案「2014年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針
（案）」について、堀副事務局長が提案し、全会一致で採択された。

ヤマハ労連 山田 中央委員

要求基準のベースとなる考え方
や、今次取り組みの意義をしっ
かりと認識し、主体的に要求を
組み立て、取り組んでいきた
い。
研究・開発・設計の職種は、生産
などの職種に比べて相対的に所
定外労働が多い傾向にある。慢
性的な長時間労働の問題は、一

朝一夕で解決できるものではないが、組合員が安心して働くことが
でき、また仕事と家庭の両立の観点からも、着実に前進を図ってい
かなければいけない。
これからもより質の高い開発・設計が求められる中で、これまで積
み上げてきた職場組合員の努力と成果への適正な配分をしっかり
要求し、次の成長につなげられるように取り組んでいきたい。

部品部門の単組は、メーカーが
好調な中、各企業の操業が高く
なっている。収益面では個別に
みると格差が広がっているのが
現状である。しかし、これまで為
替による原材料費の高騰、原価
低減要請などに必死に対応し
て、企業業績を支えてきたのは、
働き方を工夫するなどして対応

してきた組合員の努力・頑張りである。
今次取り組みにおいては、組合員の成長、更には格差是正に向け、
全員で賃金改善分を要求し、全体の底上げを果たすべく、総力を結
集し取り組んでいきたい。

日野労連 橋本 中央委員

輸送部門は、労働環境の厳しさ
やそれに見合う処遇面の問題か
ら、若年層の働き手が集まらず
高齢化が進み、人材面での問題
を抱えている。
今取り組みでは、組合員の生活
の維持･向上、経済成長を軌道
に乗せるという組合の社会的責
任に加え、輸送部門の魅力を高

めるべく月例賃金の取り組みを中心に進める。
収益構造や取り巻く環境が異なる中、たやすいものではないが、組
合員や社会に向けての責任を果たすべく、全力で交渉に取り組む。

富士労連 清水 中央委員

スズキ労連 金子 中央委員

平成26年度税制改正大綱にお
いて、二輪車・軽自動車に関わる
税金の増税案が示され、極めて
深刻な状況となっている。
2014年4月には消費税が引き
上がる予定だが、社会保障は置
き去りの状況。商品、労働の質
を高め、付加価値の高い、魅力
ある商品を提供していく必要が

ある。そのためには人への投資が必要である。そして、メーカーと
して経済成長と所得向上を同時に推し進めるため、非正規労働者
を含めた全ての働く仲間のためにも労働組合としてその一翼を担
い、底支えを図っていく。

堀 副事務局長

それぞれの業種で今何が起き
ているのか、それを職場として
どう捉え、行動していくのか、目
の前の現実を直視し乗り越えて
いこうとする気概が感じられた。
あわせて、自らの産業を自分た
ち自身で守り、より成長させて
いく、そして日本経済の自立的
再生に向け、それぞれの役割と

責任を果たすとの決意と受け取った。まさに自動車総連らしい取り
組みであり、2014だけではなく、2015、2016にもつながる取
り組みとなっていくことと思う。厳しい交渉となると思うが、自らの
賃金改善を通じ、全体底上げ・格差是正、そして非正規の取り組み
を前進させ、全員で一枚岩になり、労働組合としての役割を果たし
ていきたい。

ダイハツ労連 森田 中央委員

販売現場の最先端で働く組合
員の努力と成果に報いること、
また、販売業界でぜひ働きたい
と思える魅力ある職場づくりを
進めていきたい。
そのためにも、今回の取り組み
において賃金・一時金・労働時間
等の販売の実態を踏まえた格
差・体系の是正に向け、自ら水準

を設定し、販売部門の仲間一丸となって取り組んでいく。

第1号議案「2014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、方針案は全会一致で採択された。ま
た、中央委員から意見表明がなされ、各業種における現状と、取り
組みに向けての決意を共有した。



取り組みの考え方・要求基準

【個別ポイント絶対水準要求】

技能職中堅労働者（中堅技能職）＊1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）＊1銘柄の目指すべき水準＊2〉
 賃金センサスプレミア 370,000円
 自動車産業プレミア 292,000円
 自動車産業目標 272,000円
 自動車産業スタンダード 248,000円
 自動車産業ミニマム 240,000円

2)具体的要求基準

【平均賃金要求】

すべての単組は、賃金カーブ維持分を確保するとともに、
実質生活の維持・向上、生産性向上への成果配分、賃金実
態を踏まえた格差・体系の是正などに向け、賃金改善分を
要求する。
なお、賃金改善分については、経済成長と所得向上を同時
に推し進めるためにも、労働組合としてその一翼を担うべ
く明確な額で要求する。

＊2：車体・部品部門の目指すべき水準は部会で設定した「車体・部品プレミア」を加
え６段階とする。

＊3：販売部門は部会で設定した職種を適用する。

＊1：「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（*3）・4人世帯とする。

（注）
①賃金センサスプレミア：

②自動 車 産 業プレミア：

③自 動 車 産 業 目 標：

④自動車産業スタンダード：

⑤自動車産業ミニマム：

牽引役の上位単組が目指す水準。製造業1,000人
以上・標準労働者の第9十分位の水準

自動車総連加盟単組上位10％への目標基準。
J-WIDE第9十分位の水準

自動車総連加盟単組上位25％への目標基準。
J-WIDE第3四分位の水準

自動車総連加盟単組中位への目標基準。J-WIDE中
位の水準

全ての単組がクリアする基準　　　

1. 賃金

（3）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、2014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、地域別最低賃金が大幅に引上がる中、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お
よび、自動車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。

1)基本的な考え方

（1）取り巻く経済情勢や企業の基盤強化に資する成果配分などの
観点、すべての組合員の生活を守るという観点から、まずは、
賃金カーブ維持分を確保する。

（2）各単組の状況に応じ、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）長期化するデフレから脱却し、日本経済の再生と持続的な成
長を確実なものとしていくためにも、物価上昇などによる家計
への影響を補い実質生活を維持するとともに、労働組合とし
ての社会的役割や賃金の社会性を意識した取り組みを行う。

（4）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。
特に、企業内最低賃金協定については、特定（産業別）最低賃
金の金額改正も意識し、全体底上げに資する取り組みとする
ためにも着実な前進を図る。

（5）産業情勢とともに連合・金属労協の方針も踏まえる。

3）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。

（1）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。

・各組合はそれぞれの状況に応じて、以下のステップに沿って取り
組みの前進を図る。

（2）企業内最低賃金協定の締結

・企業内最低賃金協定は、同じ会社で働く者の最低限の生活を守
ることに加え、各地域での『特定（産業別）最低賃金』の金額改正
に波及することも踏まえ、広く社会全体で働く者の賃金を下支え
してくという社会的な意義を強く意識して、全単組での締結に向
けた取り組みを強力に進める。また、併せて、協定締結額の水準
引上げや締結対象者の拡大の取り組みも進める。

＜要求基準＞

18歳の最低賃金要求は、156,000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。

2014年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）



中央委員会議案書

・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、各単組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。

(4)年齢別最低保障賃金の締結

・年齢別最低保障賃金は、より成果を重視した賃金制度導入の動
きが広がりつつある中、年齢に応じた組合員の最低限の生活を
守る観点から重要性は増しており、各単組は、下記基準を踏まえ
協定化に取り組む。

＜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）基本的な考え方

（1）年間賃金の重要な一部であり、実質生活の維持・向上のた
め、長期安定的向上を図る。

（2）特に、生活給としての一時金の役割を重視し、低下した水
準の底上げに引き続き取り組む。

（3）「企業業績に過度に左右されない安定向上」と「組合員の
努力した結果の成果配分」の双方の視点を考慮する。

（4）取り組みを進めるにあたり、年収格差の観点も十分に踏ま
える。

（5）季別回答や、業績を意識した付帯事項は望ましくないとの
スタンスのもと、年間での協定に取り組む。

（6）賃金との同時決定と、夏冬型・年間月数方式を堅持する。

（7）休職や長期療養を余儀なくされた組合員の生活を守り、安
心して働くことができる職場をつくるとの観点から、最低
保障制度の確立と水準向上を推進する。

2014年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

2. 年間一時金

3. 総実労働時間の短縮

2）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。

4. 非正規労働者に関する取り組み

1）基本的な考え方

（1）「全部門で総労働時間1,800時間台の達成」を目指すべき姿
と認識した上で、START12の3ヵ年計画に基づき、労連･単
組の判断のもと総労働時間の短縮に取り組む。

（2）労働時間管理の適正化、36協定特別条項への対応は、コンプ
ライアンスの観点からも、産業全体の問題として取り組む。

（3）また、これらの取り組みには適切な労働時間管理が不可欠で
あり、労働時間に関する労使協議の場の設置・運営等に関す
る取り組みを推進する。

2）具体的な取り組み

（1）所定労働時間1,952時間未達単組は、引き続きその達成
に向けて全力で取り組む。

（2）年次有給休暇の完全取得に向けた取り組みを推進する。

（3）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。

（4）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時間超の割増率引上げ等についても取り
組みを進める。

（5）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。

1）基本的な考え方

（1）労働組合の社会的な役割を果たし、すべての労働者が安心し
て働き、暮らせる、安定した日本社会の創造につなげていく。

（2）労働組合として、同じ職場で働く仲間である非正規労働者に対
する関与･対応力を高める取り組みを積極的に進める。

（3）産業･企業の直面する難局を乗り越えていくため、職場力の強
化につなげるべく、非正規労働
者の労働環境の整備･改善と、
組織化に向けた取り組みの両面
から取り組みを進める。

（4）取り組みにあたっては、労使の
責務をしっかり果たすという観
点を十分に踏まえた上で、各労
連･単組の実態や課題に応じて
着実に進める。



0120-399-005

政策制度課題への取り組み

契約者：全日本自動車産業労働組合総連合会

2014年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

■具体的な取り組み
（１）自動車総連独自の取り組み
・重点推進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「重点政策推進項目」を中心に、その他組合員の生活や
雇用に影響のある政策課題についても報告し、共有を図る。

　＜重点政策推進項目＞
○自動車関係諸税　　○国内事業基盤強化策
・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・予算案の審議状況については
FAXニュース等でタイムリーに情報発信を行う。

（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
課題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、連合が主催する各種集
会に参加する等、連合とも連携して実現に取り組む。

（３）各労連・単組の取り組み
・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。
・組織内議員および「車と社会を考える政策フォーラム」議員
との連携の重要性と活動内容の理解・周知に努める。
・連合、自動車総連の政策・制度課題の取り組みについて、自動
車総連が発行する政策・制度課題理解促進ツール「ここがポ
イント」などを活用し、組合員の理解を深める。
・連合、自動車総連の政策・制度課題への取り組みに対する経
営者への理解促進を図る。

（1） 労働諸条件の維持・向上に関する取り組み

①組合員化した非正規労働者の労働諸条件の維持・向上
に向けては、今次取り組みを取り巻く環境や要求の考え
方・企業・職場実態などを総合的に勘案する。とりわけ賃
金の取り組みについてはマクロ的観点も踏まえ、正規社
員の組合員に準じた取り組みを積極的に進める。

②自社で働く仲間の賃金の下支えや、特定（産業別）最低
賃金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。

（2） 職場環境の改善

①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。

②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。

③付加価値の生産性･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） 労働組合としての社会的役割と責任

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
で人数・職務内容・期間などについての点検機会を設ける。

2）具体的な取り組み

自動車総連・医療共済自動車総連・医療共済自動車総連・医療共済
基本保障（生命保険）

制 度 の ポ イ ント

オプション（損害保険）

加入例） ４０歳男性（本人）　５,０００円コース　基本保障＋オプション（七大疾病・介護）加入の場合　　　　　　　　　
月額概算掛金　基本保障1,005円＋オプション450円=1,455円

申込期間：２０１４年３月～５月１６日（金）（自動車総連必着）　　加入日：２０１４年８月１日

基本保障にご加入いただくと下記のオプションをセットできます。

①１日目の入院からしっかり保障・日帰り入院もＯＫ※１　　③災害によるケガや病気の手術にも対応
②三大疾病による入院は支払日数無制限　　　　　　　　④退職後も満79歳6カ月まで継続可能

三大疾病による入院は倍額

三大疾病
七大疾病による入院は倍額

所定の介護状態の場合100万円
（1回が限度）

七大疾病・介護 女性疾病
女性疾病による入院の場合

上乗せ

※１「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。無配当団体医療保険（生命保険）と医療保険（損害保険）ではお支払いの対象となる支払事由や支払保
険金の算出方法、給付割合等が異なります。上記は無配当団体医療保険（生命保険）と医療保険（損害保険）をセットしたものです。制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。 年齢は保険年齢です。保険年齢とは満年齢と
は異なり、例えば効力発効日（契約応当日）時点の40歳の保険年齢は39歳6カ月を超え40歳6カ月までとなります。　例）保険年齢40歳=2014年8月1日現在39歳6カ月を超え40歳6カ月まで。
上記の基本保障の掛金には制度運営費70円が含まれます。オプションのみの加入はできません。オプションへのご加入は基本保障へのご加入が条件です。
※「基本保障（生命保険）」とオプション（損害保険）からの同額給付となります。それぞれの保障内容、掛金等の詳細はパンフレットをご参照ください。

MY－A－14－他－001087　　MYG－A－13－LF－1000

制度内容についてのお問合せは0120-399-005（明治安田生命 自動車総連担当まで）受付時間 9：00～17：00 土・日・祝日を除きます


