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第82回中央委員会を開催！
自動車総連は１月15日、
名古屋国際会議場　白鳥ホール(愛知)において
第82回中央委員会を開催した。
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電話／東京03（5447）5811（代表）
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未来へ繋げる  確かな一歩
みんなで紡ぐ  安心社会

第82回中央委員会は根木中央執行委員（スズキ
労連）の司会で開幕し、相原会長の挨拶に続いて
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、「2015年総合生活改善の取り組み方針(案)」、
「2015年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針
(案)」、「第5次組織拡大中期計画(案)」、「第18回
統一地方選挙必勝決議(案)」、「第24回参議院議員
選挙(比例代表)候補者推薦」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。

特集 第82回中央委員会
●相原会長挨拶（要旨）
●来賓挨拶
●国政報告
●報告承認事項
◆第１号議案：
　2015年総合生活改善の取り組み方針(案)
◆第２号議案：
　2015年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針(案)
◆第３号議案：第5次組織拡大中期計画(案)
◆第４号議案：第18回統一地方選挙必勝決議(案) 
◆第５号議案：
　第24回参議院議員選挙(比例代表)候補者推薦相原 会長
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１．2015年総合生活改善の取り組みについて

　まず初めに、2015年総合生活改善の取り組みについて、賃金引上
げを中心に申し上げる。
　昨年、2014年の自動車総連の要求基準は、「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。」とした。結果は、賃金改善要求組合は前年
から２倍となる94％の単組が要求し、その内、７割が賃金改善分を
獲得、業種別、規模別を問わず概ね同水準の賃金改善分を獲得する
など、12労連・各単組の懸命な取り組みの結果、デフレ脱却に向け
た着実な一歩を踏み出すことが出来た。また昨年９月の自動車総連
大会では、「安定した物価上昇と賃金トレンドを日本経済に根付か
せるためにも2015年の取り組みは極めて重要。」と申し上げた。その
基本認識のもと、自動車総連の社会的な役割などを受け止め得る要
求基準とはいかなるものか、昨年秋以降、上部団体の要求検討に積
極的に参画し、論議をリードしてきた。
　連合台では、社会保障と税の一体改革は待ったなしであり、2014
年４月の消費税率引上げも広く日本全体で分かち合うべきものとの
整理が進み、「皆で取り組む２％以上」の連合方針、各構成産別の
こだわりを最大限発揮し得る「6,000円以上」の金属労協方針に自動
車総連の考え方を反映し結実することが出来た。
　自動車総連における基準づくりを通じ深めた本年の取り組みの意
義は、昨年全員の努力で見出した「意義ある起点」を点から線にす
ることによって経済の歯車をもう一つ前に進め、経済好循環に相応
しい賃金ベクトルを労働組合が総掛かりで導き出すことにある。金
属労協、なかでも自動車総連が取り組みの先頭に立つとの認識を共
有したい。

　次に、本年の取り組みの意義を踏まえ２点申し上げる。
　１点目は、短期的な観点からの賃金引上げの必要性である。現在
日本経済は、円安・株高の一方、輸入物価の上昇、地方や中小企業
への景気波及問題など、政府の政策がもたらす様々な光と影が交

錯する状況にある。物価の上昇が先行し続け、消費低迷を長引かせ
ば、景気失速は明らかであり、１年半にも及ぶ実質賃金の低下をこ
れ以上放置せず、安定的・継続的な賃金引上げを実現し、実体経済
を底上げしていく必要がある。
　２点目は、中期的な観点からの賃金引上げの重要性である。自動
車総連はこれまで、異次元の金融緩和政策・機動的な財政政策に過
度に依存する現政権の経済政策上のリスクや財政健全化の必要性
などについて警鐘を鳴らしてきた。

　３つ目に私たち自身の意識と行動について申し上げる。
　自動車産業は長引くデフレや超円高を背景に、グローバル競争の
進展に伴う産業立地問題と少子高齢化などを背景とする国内市場の
縮小問題に挟撃されてきた。またこの間の労働条件交渉は、自労組
の内なる賃金課題に要求の根拠を求めざるを得ず、結果的に、職場
努力の証として一時金動向に注目が集まる中、執行部は年々精一杯
の交渉を展開し期待に応えてきた。しかし、日本経済の歯車を回す
には全員参加によるエネルギーの結集とこの間、余儀なくされてきた
対応とは異なるアプローチが必要である。私たち一人ひとりの意識
と行動を見つめ直すことから、本年の取り組みに取り掛かりたい。

　これらを踏まえ、４つ目に本年の要求のポイントを申し上げる。
　１点目は、自動車産業の「すそ野の広さ」に焦点を当て、平均賃金
引上げ6,000円以上とする具体的な基準を掲げ、産業内の「格差是
正」を図る。また、同じ自動車産業で働く「人」に焦点を当て、原則、
直接雇用の非正規労働者を賃金引上げの対象とし「底上げ」に取り
組む。
　２点目は、企業内最低賃金協定の締結労使の拡大、非正規労働
者を含む、締結対象の拡大、そして、締結金額の引上げの３点から
「非正規労働者の処遇改善」の一層の前進に自動車産業労使の役
割を果たす。
　３点目は、本日提案する第５次組織拡大計画、とりわけ、非正規労
働者の組織化・メンバー化と総合生活改善における処遇改善をリン
クさせ、2015年を契機に仕組みとして組織化の推進と非正規労働者
の処遇改善の相乗効果を図る。
　以上、自動車総連に集う私たちの究極的な存在理由は、将来に
わたり豊かで質の高い労働市場を日本の隅々に広げていくことであ
る。デフレ脱却はあくまでもその手段に過ぎない。2015年の取り組み
では、こうした確信が凝縮された主張を臆せず展開していきたい。

２．政治について

　お陰様をもって、自動車総連 組織内議員の古本伸一郎（愛知11
区）においては、前回選挙とほぼ同数となる１２６千票余を獲得し、
2003年初当選以降、小選挙区で５回連続となる勝利を収めることが
出来た。また、髙木義明 準組織内議員（長崎１区）においては、1990
年初当選以降、９回連続の勝利となった。
　１点目は、今回の投票率についてである。
　今回の選挙は政権選択にあらずとの有権者意識には、民主党支
援の立場として真摯に受け止める必要はあるが、有権者の約半数が
投票行動を起こさなかったこと自体、残念かつ憂慮する結果と言わ

相原会長挨拶（要旨）
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ざるを得ない。何故なら、日本の危機的な現状を踏まえれば、政治
は日本のこの先を決定づける多くの課題を国民に率直に提起し、政
治に対する信頼を背景に国民に判断を求めていかねばならないし、
国民の側も政治参加の意味を自ら問い直す必要がある。また、今回
の解散・総選挙にあたっては、大義なき解散との批判が高まった。
元東京大学総長の佐々木毅さんは、重要課題を全て先送り、残り２
年間を残した解散総選挙の判断は、政権延命の何物でもなく、政局
中心の政治に引き戻すものだと指摘している。
　日本と同様、議院内閣制の英国では、2011年固定任期議会法によ
り、首相の解散権を廃止し、総選挙を５年ごとに行う固定任期制を
決定したが、貴重な政治資源を有効に活用する国会改革の一つの在
り様として検討に値すると考える。
　２点目は、選挙結果に対する受け止めである。
　自民党は２議席減となったが、自公連立与党で326議席を獲得し、
政権を維持した。なお、自民党への投票総数は、小選挙区・比例区
とも民主党に政権交代を許し惨敗した２００９年８月の総選挙時の
得票と大差はない。圧勝の陰で獲得議席数程は支持層の拡大は進
まずと見るよりは、やはり、安定した支持基盤確立の重要性を再認
識すべきである。
　なお、投票率や自民党得票数からみれば、国民の圧倒的な信任を
得たものとは程遠い結果だが、労働法制改正論議などをはじめ、国
民的政策課題に対しても数を力に強引な国会運営がなされることは
想像に難くなく、引き続き、国会運営を注視し、適宜適切に広く国民
世論に訴えていかねばならない。
　政権交代可能な政治体制を標榜する上では、民主党の候補者擁
立が178名に留まったことは誠に残念と言わざるを得ず、民主党空白
区では、自動車総連組合員を含む、民主党支持者などが貴重な投票
機会を失う結果となり、国民の政治参加と労働組合としての政治・
組織活動の両面から課題を残したと言える。
　３点目は、現在行われている民主党の代表選挙についてである。
　この代表選を通じ、民主党の立ち位置と基本政策を世に知らしめ
党再生の狼煙をあげることはもとより、代表選後は、速やかに民主党
国会議員132名が一致結束し、自民党に対抗できる唯一の政治勢力
として、国民各層の期待に応えて欲しい。
　日本の健全な民主主義の発展のためにも、党再生に向けた歩みを
自動車総連としても全面的に支援した。何故なら、デフレ脱却のみ
ならず、その暁に、いかなる経済・社会を切り拓いていくのか、日本
の政治の役割の大きさを痛感するからである。

　結びに、日本の再生は地方の再生如何であり、地方行政の担う役
割も飛躍的に重要性が増している。そして、第18回統一地方選挙が
目前に迫り、現在12労連・単組が、それぞれの持ち場、立場で懸命
なる準備を進めている。
　自動車総連としても絞り込んだ重点行政区を設定するなど、12労
連と十分連携してきたが、本日提案する必勝決議をもって推薦候補
者全員の当選を確認し合いたい。
　また、本日、2016年７月施行の次期参議院議員選挙推薦候補者と
して、「濱

はまぐち

口 誠
まこと

」候補予定者を全員で確認する。兎に角、最善を尽
くし、最良の結果を喜び合いたい。

　来賓として、金属労協（ＪＣＭ）有野副議長と連合愛知 土肥
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。

金属労協（ＪＣＭ）　有野 副議長

なおしま正行　参議院議員

連合愛知　土肥 会長

ふるもと伸一郎　衆議院議員

いそざき哲史　参議院議員

国政報告

来賓挨拶
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報告承認事項

議　事

日野労連 三枚堂 中央委員
　現在、日野労連は、グループ及び関連
会社で、未組織企業の組織化を重点課題
として取り組んでいる。
　特に日野の全国42の販売会社の９割に
は組合がなく、労連としても、販売部門の課題取り組みはおろ
か、その実態について情報収集すらできない状況が続いていた。
一昨年より、組合の無い販売会社の安全衛生活動に参加すること
で、各支店を毎月訪問し、販売現場の声を拾い集めながら、経営
者や従業員へのアプローチと組合づくりへの理解活動を続けてい
るところである。
　組合の無い職場と接することで、私たち自身、改めて労働組

冨田 副事務局長
　今次取り組みは共闘効果を最大限発揮
し、その効果を社会全体にどのように波
及させていくのかが大変重要な観点だと
認識している。
　その実現のためには、自動車総連全体で支え合い互いに要求を
下支えするとともに格差是正、底上げに対する最良の結果を導き
出すために限りなく一塊になって取り組んでいくことが大変重要
だと思っている。
　そうした思いを自動車総連、労連、単組の一人ひとりが共有
し、未来へ繋げるべく、自動車総連全体で力を合わせて前進させ
ていきたい。
　そこへ向けてのサポートについては自動車総連本部としても最
後までしっかりと行っていくことをこの場で改めてお約束申し上
げる。ここにいる全員で頑張っていきたい。

スズキ労連 佐藤 中央委員
　スズキ労連に加盟している組合は300名
以下の中小労組が多く、今次方針議論した
中で、要求水準が高いと言わざるをえない
という意見も多くあった中で、スズキ労連

として総連方針に沿って進めていくことを確認した。
　昨年の取り組み結果を踏まえると、大変厳しい交渉になること
が予想されるが、昨年の取り組みにより賃金改善分を獲得したこ
とも事実であり、意義ある基点を着実に前進させていく必要があ
ると認識しており、一丸となって取り組んでいく。
　今次総合生活改善における労働組合としての社会的役割を果

第１号議案

2015年総合生活改善の取り組み方針(案)

第２号議案

2015年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針(案)

中間経過報告

第３号議案

第５次組織拡大中期計画(案)

意見表明
意見表明

本部答弁　中間経過報告として、「運動の経過報告」を郡司事務局長、
「2015年度 税制改正に向けた取り組み経過報告」を中川副事務
局長より報告した。

　また、「2014年度 特定(産業別)最低賃金の取り組み結果報告」を森
田組織局長、「中間会計報告」を舟橋企画総務局長が報告し、本田会
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。

郡司 事務局長

森田 組織局長

中川 副事務局長

舟橋 企画総務局長 本田 会計監査

　第１号議案「2015年総合生活改善の取り組み方針(案)」につい
て、冨田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され、取り組みに向けての決意を
共有した。

　第２号議案「2015年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針
(案)」について、冨田副事務局長が提案し、方針案は全会一致で
採択された。

　第３号議案「第5次組織拡大中期計画(案)」について、吉武副事
務局長が提案し、全会一致で採択された。また、中央委員から意
見表明がされ、取り組みに向けての決意を共有した。

たしていくためには、自動車総連加盟のすべての組合が取り組む
ことで共闘効果を最大限発揮し、その効果を社会全体に波及させ
ることが重要と考えている。自動車総連全体で力を合わせ、前進
させる取り組みの推進をお願いしたい。
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吉武 副事務局長
　日野労連の取り組みに対し改めて敬意を
表する。現在、個別に日野労連に対しては
連携を取らせていただいている。今後も個
別に課題などの情報共有などをしていきた
い。

　また、好事例などについては、今後組織委員会の中で、各労連
からの活動事例の報告会などや連合での幅広い取り組み事例も
紹介していきたい。
　各労連の取り組みが加速できるように総連本部としてもしっか

　第５号議案「第24回参議院議員選挙(比
例代表)候補者推薦」について提案を行
い、全会一致で採択された後、濱

はまぐち

口　誠
まこと

組織内候補予定者より決意表明がされた。

第４号議案

第18回統一地方選挙必勝決議(案)

第５号議案

第24回参議院議員選挙(比例代表)候補者推薦

本部答弁

　第４号議案「第18回統一地方選挙必勝
決議(案)」について、安部政治局長が提案
を行い、全会一致で採択された。

濱口 誠組織内候補予定者

安部 政治局長

合の必要性を再認識させられ、同じグループや産業に働く人々を
守り、各職場、各企業をより良いものにしていくためにも、労働
組合をつくっていくことは極めて重要であると痛感している。し
かし、取り組みにあたり、日野労連は、長年にわたり未組織企業
を組織化したという経験が無く、ノウハウも乏しいのが現状であ
る。
　自動車総連には、引き続き、定期的な進捗の共有とチェック、
推進上のアドバイスをはじめ、他労連の事例紹介や、同じように
組織拡大に取り組まれている方々との情報交換の橋渡し、また、
経営者団体との関係を通じた組織化に対する経営側への理解促
進など、本部機能や組織力を活かしたあらゆる面でのご支援をお
願いしたい。

2015年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

1 賃金
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観点から、賃金カー
ブ維持分を確保するとともに、賃金改善分を設定する。

（２）企業規模、雇用形態に関わらず、すべての労働者が一体感を
もって生産性向上に取り組んだ成果の適正配分を求める。

（３）物価上昇による家計への影響を補う観点を重視するととも
に、経済成長と所得向上を日本の経済基盤に根付かせるべ
く、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）賃金水準の格差是正を念頭に、賃金の根元からの高さでも
ある「絶対額」を重視し「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」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・金属労協の方針もふまえる。

取り組みの考え方・要求基準

２)具体的要求基準

平均賃金要求
すべての単組は、目指すべき経済の実現、物価動向、生産性向
上の成果配分、産業実態、賃金実態を踏まえた格差・体系の是
正など様々な観点を総合勘案し、6,000円以上の賃金改善分を
設定する。
なお、直接雇用の非正規労働者の賃金についても、原則とし
て、賃金改善分を設定する。

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)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＞
　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

り情報を提供できる場を作っていくことで、自動車総連としての
機能を充分発揮していきたい。

はまぐちまこと
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３）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
支えしてい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。

（１）各労連の計画的な運動の推進を基として、すべての未締結
単組は新規締結に取り組む。

（２）既に締結している単組は、さらなる取り組みの前進を図る。
①要求基準に未達の場合は、締結額の引上げを図る。
②正規従業員のみを対象とした協定を締結している単組
は、非正規労働者への締結対象の拡大を目指し、組織化
した非正規労働者への拡大など、各単組の実態を踏まえ
て取り組む。

（３）①、②を同時並行的に進めることとするが、締結額につい
ては特定（産業別）最低賃金の金額改正へ波及すること(影
響度)も踏まえ、各単組の実態に応じて何れを優先するか決
定する。

＜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。

４）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、2015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、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。

・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。

５）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

2 年間一時金
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。

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。

3 総実労働時間の短縮
１）基本的な考え方
（１）「全部門で総実労働時間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時間未達組合は、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下げに計
画的に取り組む。
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（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。

4 非正規労働者に関する取り組み
１）基本的な考え方
（１）すべての労働者が安心して働き、暮らせる、安定した日本

社会の創造が、広く産業・企業のさらなる発展に向けた基
盤となることを認識した上で、労働組合の社会的な役割を
果たしていく。

（２）自動車総連は、職場の一体感醸成、一人ひとりのモチベー
ション向上が必要との認識の下、同じ職場で働く仲間であ
る非正規労働者に対する関与・対応力の充実や、労働環境
の整備・改善に取り組んできた。一方で、非正規労働者の
組織化については、今後一層の前進が必要な状況にある。

（３）ついては、直接雇用の非正規労働者に対しては、職場全体の
チームワークで生み出した成果は職場全員で共有することが
基本との考え方の下、処遇改善と組織化の取り組みの関係性
を整理しつつ、労働諸条件の維持・向上を進めていく。

（４）なお、現下の労働者派遣法改正には、反対姿勢を堅持し
取り組みを進めてきているが、今後の国会動向を注視しつ
つ、間接雇用の非正規労働者に対しては、一層の関与・対
応力を高める取り組みを進める。

（５）非正規労働者の組織化については、2015 年を自動車総連
全体で運動を加速していく基点と位置付け、第5次組織拡
大中期計画を進めていく。

２）具体的な取り組み

１）賃金、一時金の取り組み
・職場全体のチームワークで生み出した成果は職場全員で共有
化することが基本との考え方を踏まえ、成果の適正配分を求
めていく。
直接雇用の非正規労働者
・直接雇用の非正規労働者については、原則として、賃金改
善分を設定する。また、一時金が設定されている場合につ
いては、正規従業員に準じた取り組みを行う。

間接雇用の非正規労働者
・自動車総連・各労連は、各種産業団体等に対して、間接雇用
の非正規労働者の処遇改善について要請するなど、労働組
合としての社会的役割を果たしていく。

・各単組は、労働者派遣法改正の動向なども踏まえ、より一層
の関与・対応力を高める取り組みを進める。

２）企業内最低賃金協定の取り組み
（１）各労連の計画的な運動の推進を基として、すべての未締

結単組は新規締結に取り組む。

（２）既に締結している単組は、さらなる取り組みの前進を図る。
①要求基準に未達の場合は、締結額の引上げを図る。
②正規従業員のみを対象とした協定を締結している単組
は、非正規労働者への締結対象の拡大を目指し、組織
化した非正規労働者への拡大など、各単組の実態を踏
まえて取り組む。

（３）①、②を同時並行的に進めることとするが、締結額につ
いては特定（産業別）最低賃金の金額改正へ波及するこ
と(影響度)も踏まえ、各単組の実態に応じて何れを優先
するか決定する。

３）その他の労働諸条件改善について
・2014年労働諸条件改善の取り組み方針を踏まえ、引き続き推
進していく。

（１）社員登用制度の促進
・直接、間接非正規労働者に限らず、人材確保という観点か
らも正社員登用制度のより積極的な促進を労使協議の場で
求めていく。
・また、正社員登用人数の実績確認を定期的に行っていく。

（２）能力開発・スキルアップ制度の充実
・直接、間接非正規労働者に限らず、能力向上やスキルアッ
プなど生産性向上につながる施策を労使協議で求めてい
く。併せて実施の把握とフォローを行っていく。

（３）労組への定期的な報告体制の構築
・経営に対し、非正規労働者の動向・採用（活用）計画を正
確に把握させ、人員計画や在籍状況を定期的に組合へ報
告する体制を構築することを求める。
・非正規労働者の個々の就労状況に対する取り組みとして
は、①誰が、②どこに③いつまで、④どのような処遇で働
いているのか現状を把握できるよう仕組みを構築する。

（４）非正規労働者の過度な拡大につながらない取り組み
・非正規労働者比率については、職種や職場の状況などに
よって異なり、一概には判断できないが、職場の実態を踏
まえた労使協議を重ねることにより、個別労使または事業
場労使でその上限比率について一定のガイドライン作りに
向けた取り組みを行う。
・また、派遣労働者については「臨時的・一時的な雇用であ
る」という原則を労使で確認するとともに、必要以上の拡
大は認めないというスタンスを堅持する。

３）非正規労働者の組織化に向けた取り組みの推進
　60歳以降の再雇用者、直接雇用のパートや有期契約従業員（期
間従業員など）の組織化に向けて、今次取り組みを契機に第5次
組織拡大中期計画を積極的に推進していく。

2015年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）
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5 政策･制度課題の取り組み
１）基本的な考え方

・組合員の生活を総合的に改善するためには、労働諸条件の
取り組みと併せて、政策・制度課題への取り組みが不可欠
であり、これらを「車の両輪」として機能させていかなけ
ればならない。
・「総合生活改善における政策・制度課題の取り組み」は通
常国会が開かれる時期にあたり、自動車総連が求める政策
が審議を経て可決・実現するまでの取り組みを機動的に進
める必要がある。
・第189国会では、自動車ユーザーや産業に影響のある法案
のみならず、社会保障や労働者保護ルールに関する法案な
ど、我々の生活や働き方に影響のある法案・制度の審議が
予定されている。今次取り組みにおける政策・制度課題の
取り組みにあたっては、自動車産業はもとより、国民生活
や働く者にとって影響の大きい課題について、組織内議員
と連携しつつ、取り組みを推進していくとともに、組織内
の情報共有化を図るため、国会審議の動向等をタイムリー
に展開する必要がある。

２）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、重点政策推進項目のみならず、組合
員の生活や雇用に影響のある政策課題についても、中央生
活闘争委員会、政策委員会、各種労使会議等で報告し、共
有を図る。

　＜重点政策推進項目＞　　
　　【自動車関係政策】　○自動車関係諸税
　　　　　　　　　　　  ○道路・交通政策
　　【産業政策】　　　　○国内事業環境整備策　
　　　　　　　　　　　  ○業種別・中小企業政策
　　【働く者の政策】      ○雇用・労働政策
　　【生活者の政策】      ○福祉・社会保障政策　
　　　　　　　　　　　  ○税制改革（一般税制）
・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）労連・単組・地協の取り組み
・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、
教育研修プログラムや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
合員の理解促進を図る。
・連合、自動車総連の政策・制度課題への取り組みについ
て、組織内のみならず他産別や組織外議員に対してもその
理解者の拡大を図る。
・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。

（３）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、連合とも連携し実現に取り組む。

2015年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

 第24回参議院議員選挙（比例代表）組織内候補予定者決意表明

『濱
はまぐち

口　誠
まこと

』氏「自動車産業のため、勤労者目線でしっかりやっていく！」
生年月日：1965年5月18日生　　出      身：三重県
血 液 型：B型　　　　　　　　　趣      味：フィッシング（海釣り）
経      歴：
1988年 3月 筑波大学第三学群社会工学類　卒業
1988年 4月 トヨタ自動車株式会社　入社
1996年 9月 トヨタ自動車労働組合　執行委員
    　（以降、専従）
2002年 9月 全トヨタ労連　副事務局長
2004年 9月 トヨタ自動車労働組合　副執行委員長
2008年 9月 自動車総連　事務局次長
2010年 9月 トヨタ自動車株式会社（職場復帰）
2013年 1月 トヨタアストラ自動車販売株式会社
  　　　　　　　　　　（インドネシア）
2014年 12月 トヨタ自動車労働組合　顧問（現）
2014年 12月 自動車総連　特別執行委員（現）
2015年 1月 全トヨタ労連　顧問（現）

　次期参議院議員選挙の組織内候補予定者として承認
いただき、心より感謝申し上げます。新人で国政にチャレ
ンジすることは身の引き締まる思いですが、自動車産業の
ためにお力になれるのであればと思い決意いたしました。
　自動車産業は、さまざまな分野で多くの皆さんが働い
ております。まじめに働く者が報われる、安心して暮ら
せる社会を築いていきたいと思います。また、自動車関
係諸税の軽減・簡素化の取り組み、社会保障制度改革
など、国会、国政が取り組む課題は山積しています。皆
さんと連携を取りながら勤労者目線でしっかりやってい
く所存です。

濱
口　

誠
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル


