
第84回中央委員会を開催！
自動車総連は１月12日、
広島県立広島産業会館　西展示館（広島）において
第84回中央委員会を開催した。

総力結集！
強い思いで実現しよう！
みんなが求める明るい未来！

第84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
◆中間経過報告
◆特別報告
◆中間会計報告

●議事
◆第１号議案：2017年総合生活改善の

取り組み方針（案）
◆第２号議案：2017年度 特定（産業別）

最低賃金の取り組み方針（案）

　第84回中央委員会は相川中央執行委員（日野
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」、
「特別報告：第６回組織強化活動総括、ＪＡＷ
国際活動の『20・30ビジョン』」、「中間会計
報告」が報告され承認された。議事の審議では、
「2017年総合生活改善の取り組み方針（案）」、
「2017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。

2017年総合生活改善の
取り組み方針を決定

相原 会長
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

司会  相川 中央執行委員
（日野労連）
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私たちを取り巻く情勢について
１）国際政治と世界経済
　世界経済は、全体として緩やかな成長軌道にありますが、昨年
は、国際政治の動向とその波紋が世界に拡がり、不安定な為替相
場を含め、不確実性の高まりを象徴する１年となりました。
　来週、20日には次期アメリカ大統領の就任式を迎えます。トラン
プ次期大統領は、アメリカの雇用がメキシコに奪われているとして、
北米自由貿易協定（NAFTA）を敵視してきました。但し、現在、メ
キシコで生産されアメリカに輸入される年間約200万台のうち、約６
割は、米国自動車メーカー製であり、その台数は日系メーカーの２倍
に上っています。伝えられるような高い関税が仮に、課された場合
の影響、その表れ方は明らかです。自由貿易体制が強化されモノや
サービスが行き交うグローバル時代には、特定の国や産業を念頭に
おく閉鎖的な態度は、該当国や当該地域、更には、自動車ユーザーの
いずれにも利益をもたらしません。現在、日本の自動車産業がアメリ
カ国内で約150万人の雇用創出に貢献しています。長年にわたり双方
の利益に叶ってきた現実を冷静に見極める必要があります。
　トランプ次期大統領が、ＳＮＳを通じ様々な発信をし、中には、
個々の企業の事業活動に言及する現状は、その影響力を踏まえた
政治手法としても、健全な経済活動促進の観点からも憂慮せざる
を得ません。私たちは、アメリカ大統領選挙を通じ、米国社会の深
刻な分断構造と社会の劣化がもたらす問題の根深さを痛感しまし
た。2017年総合生活改善に取り組む私たちは、このことを忘れず、
所得の二極化と固定化が進む日本社会の実態と照らし合わせなが
ら、労働組合が果たすべき役割を見据えなくてはなりません。

２）日本経済の現況と課題
　日本の本年度の予算編成では、１兆７千億円もの赤字国債の追
加発行を余儀なくされました。これは、日本の財政制約の現実と金
融、財政政策に頼る経済に警鐘を鳴らし、自律的成長の必要性を
端的に表しています。また、多くの国民が将来世代への借金の付け
回しに限界を感じる一方で、昨年の参議院選挙では、18歳、19歳の
投票率が、30歳代の投票率を上回り、次世代を担うその若者たち
が望む政策の上位に社会保障の抜本改革と消費税率の引き上げが

挙げられたことを、全国民が真摯に受け止めなければなりません。
　一方、2014年の消費税率８％への引き上げ以降、消費は一向に
上向いていません。とりわけ国内新車市場の活性化に向けたユー
ザー負担の軽減と税制の簡素化、その加速が必要です。また、1997
年をピークとする実質賃金の低下幅は14.2％と深刻です。非正規雇
用の拡大もその背景の一つですが、企業規模、雇用形態の違いに
よらず、将来の見通しを持ち得る所得環境の確立が急務です。
　本年私たちには、今後の国際政治の動向が、世界経済や日本経
済、そして、日本の自動車産業へインパクトを与えうる状況を予め
理解し、経済の日々の動きや先行きに対し、一喜一憂せず、楽観
も悲観もしない姿勢が必要です。それは、日本の構造課題を見極
め、確実に歩みを進める私たちの態度でもあります。
  

2017年総合生活改善の取り組み
１）取り組み課題と賃金引き上げ
　日本の経済も社会も、今が踏ん張りどころにあります。迎える
2017年総合生活改善の取り組みは、過去３年の延長線ではなく、日
本の構造課題の克服に切り込むための環境を全員で創り出す重要
な位置づけにあります。本取り組みでは、この間唱えてきた、デフ
レ脱却、経済好循環に代える形で「働く者の将来不安の払拭と日
本経済の自律的成長」を新たな取り組み課題として提起致します。
　本年の賃金引き上げ方針の策定で重視した点は、一つに、緒に
就いた底上げ・格差是正の流れを止めないこと、二つに、中小労
組・非正規労働者の処遇改善を加速させ自動車産業の総合力を底
上げしていくこと、三つ目に、それらを通じ、すそ野の広い自動車
産業の社会的役割をなお一層果たすこと、に集約されます。
　その為には、「継続」、すなわち、相応の痛みを伴っても進めるべき
社会保障制度改革の実現には、日本経済をプラスサイドに置き続け
るエネルギーが必要です。また同時に、真の構造転換、すなわち、企
業規模や業種、正規・非正規を問わず、産業を支えるすべての仲間
が自らの賃金課題を継続的に改善し、底上げを可能とする新しい総
合生活改善へと「転換」していく推進力を生み出す必要があります。
　各組合においては、本要求基準を基に自らの賃金課題に対する
改善の意思と非正規労働者も含む、職場全体の処遇改善の必要性
を最大限、表現いただきたいと思います。

２）働き方の改善
　現在、長時間労働が、社会問題化しています。安全な職場、健
康的、かつ、公正な働き方は、すべてに優先されなくてはなりませ
ん。2017年総合生活改善の取り組みにおいては、これまで以上に
強いこだわりをもって36協定締結時間の見直し、短縮に取り組み、
自動車産業の職場から不安全な職場、不健康な働き方を一掃せね
ばなりません。

相原会長挨拶（要旨）

底上げと格差是正の流れ底上げと格差是正の流れ を止めない
そのための 「継続」と「転換」そのための 
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　そのうえで、次の点を各組合に要請したいと思います。一つは、
改めて、職場の実態、働き方の現実を本取り組みの労使の様々な
テーブルにおいてつまびらかにすること、二つ目は、ワークライフ
バランス、職場全体の生産性向上などの観点から労使が目指す姿
を共有し、その実現に向けた具体策を速やかに実行することです。
　仕事量と人員配置、求められるクオリティーや優先順位、職場の
コミュニケーションや風通しなど、働き方の文化をどの様に改める
べきか、その答えは職場にしかありません。日々の働きを肌身で感
じる労働組合だからこそ、果たすべき役割があります。また昨年末
に示された、同一労働同一賃金のガイドライン案は、今後の法制化
を見据えた位置づけにあり、連合は、より分かりやすく、現場の実
情を踏まえたものとなるよう、労働政策審議会での十分な論議の
必要性を主張しています。
　自動車総連としては、職場実態に則した役割や処遇の見直しが
重要であり、ガイドライン案への合致が目的ではないこと、また、ガ
イドライン案に合致さえすれば処遇差は然るべきとする不安定雇用
の固定化を懸念することから、連合の考え方を支持して参ります。

３）付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」
　付加価値の「WIN‐WIN最適循環運動」は、2016年１月の第83回
中央委員会でキックオフ以降、自動車総連の問題意識や運動イメー
ジを内外に積極的に発信してきました。中小の底上げや適正取引に
関する昨今の様々な動きに先駆け、広く産業内外に課題提起し、一
定の理解が広がったこの１年を前向きに評価したいと思います。
　本年は運動を一歩進め、具体的なテーマに着手し、「現場力の
底上げ」に向けた運動の前進と定着を図って参ります。2017年総
合生活改善の取り組みの場を活かし、運動の進捗を労使で共有し
たいと思います。
　すそ野の広い自動車産業労使は、他の産業のお手本とならなけ
ればなりません。そのためには、関係省庁の基準や通達に沿った
取引条件改善にとどまらず、日本自動車工業会などの「自主行動
計画」の拡がりをベースとして、「WIN‐WIN最適循環運動」によ
る付加価値の連鎖と競争力の再生産を実現していかねばなりませ
ん。こうした認識にたって、今後、具体的なテーマを進める中で、
付加価値の源泉、すなわち、一人ひとりの「やり抜く文化」を更に
磨き、高めていきたいと思います。

当面する政治課題について

　先の総選挙から２年が経過し、連合も昨年末、次期衆議院選挙
に向けた基本方針を確認しました。とりわけ、野党連携について
は、様々な論議を踏まえ、一定の考え方の整理が進んだことから、
自動車総連としても連合の基本方針を踏まえつつ、今後、対応し
て参ります。

　来賓として、金属労協（ＪＣＭ）野中副議長と連合広島 久光会長
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ふるもと伸一郎衆議院議員、いそざき
哲史参議院議員、はまぐち誠参議院議員よりそれぞれ国政報告を
いただいた。

金属労協（ＪＣＭ）　野中 副議長

はまぐち誠　参議院議員

連合広島　久光 会長

いそざき哲史　参議院議員

来賓挨拶

国政報告

ふるもと伸一郎　衆議院議員

底上げと格差是正の流れ を止めないを止めない
そのための 「継続」と「転換」「継続」と「転換」

を止めない
「継続」と「転換」
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報告承認事項

　中間経過報告として、「運動の経過報告」を郡司事務局長、
「付加価値の『WIN-WIN最適循環運動』について」を髙田業
種政策局長、「2017年度 税制改正に向けた取り組み報告」を
小池政策局長、「2016年度 特定（産業別）最低賃金の取り組み
結果」を森田組織局長が行った。そして特別報告「第6回組織強

中間経過報告

郡司 事務局長

安部 政治局長

小池 政策局長

舟橋 企画総務局長

髙田 業種政策局長

山田 国際局長森田 組織局長

寺田 会計監査

付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」“具体的取り組みの進め方”について

化活動総括」を安部政治局長、「JAW国際活動の『20･30ビジョ
ン』」を山田国際局長が報告し、「中間会計報告」を舟橋企画総
務局長が報告、寺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。

A)
B)
C)

D)

12

12

質問・意見
富士労連　春山 中央委員

付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」に
ついて各労連・単組に期待すること
　富士労連としては、自動車総連内の中央最適循環委員会の議論
内容について共有化を図るとともに、労連内の推進体制を確認し、
具体的施策を論議する段階にきている。具体的な動きとして、取引
先を含めた物流改善やロット生産から計画的に部品を生産する生順
生産体制への移行などの検討や販売現場の負荷削減に向け愛車点
検休暇運動をスタートさせた。
　自動車総連にはネットワークを活かして収集した好事例の展開な
ど、現場で取り組みが前進するよう各労連へのサポートをお願いし
たい。また、現時点において各労連・単組に期待していることについ
て伺いたい。

本部答弁　山口 副事務局長

　既にメーカーはもちろん、輸送・部品・販売、各
業種が連携しての取り組みを進めていただいてい
ることに感謝。昨年の中央委員会以降、多くの経

営者や省庁の皆さんに説明・意見交換する中、具体的な取り組みを
推し進める環境が整った、という認識に立ちたい。
　部会では、運動の推進に不可欠な業種間連携というキーワード
のもと、文字通り積極的で活発な議論がされてきた。その上で労連
や加盟組合に期待したいことは、１つは総連全体テーマの実践とそ
の過程や結果に対する率直なフィードバック、もう１つは、労連独自
テーマの実践と、他の労連での横展につなげる為の総連本部への事
例の共有の２点。加えて昨年の総合生活改善の取り組みで運動キッ
クオフにあたり様々なご意見をいただいた各経営者の皆さんに、
2016年の経過と2017年の取り組みを共有いただきたい。皆さんの積
極的な参画をお願いする。
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質問・意見
全国マツダ労連　石田 中央委員

車体・部品部門の一体となった取り組みについて
　全体の底上げ・格差是正を推し進めるにあたっ
ては、労連や総連のバックアップを含め、単組・労連・総連が一体と
なって取り組むがことが欠かせない。そこで、「単組・労連・総連が
一体となった取り組み」について、具体的にどのように考えているの
か、その中で、車体・部品部門における一体となった取り組みについ
て伺いたい。

質問・意見
ダイハツ労連　木村 中央委員

「3,000円以上」の意義と販売部門の
一体となった取り組みについて

　格差の是正や、販売会社の魅力向上、整備士不足などの人材確保
に関する販売会社特有の問題が浮き彫りになっている中、強い意思を
もって「3,000円以上」を求めていく必要性があると考えている。改めて
「3,000円以上」の持つ重みや取り組みの意義について、本部の考え方
と販売部門における一体となった取り組みについて伺いたい。

本部答弁　冨田 副事務局長

　本年の要求基準は、浮き彫りになった春の取り
組みの構造課題の克服に向けて、ゼロから論議を
積み上げて主体的に導きだしたもの。その課題の
一つが、我々が「求める経済・社会」の実現。社会保障制度の改革
が待ったなしの現在、改革に伴う痛みを倍加させないためにも、日
本経済をプラスサイドに置き続けていかなければならない。
　二つ目の課題が真の意味での構造「転換」。産業を支える全ての仲
間が自らの賃金課題を継続的・安定的に改善できる環境を全員で作
り出し、回復・成長の途上にある単組や目指す水準の取り組みにある
単組の可能性を最大限広げていくためにも、統一的な水準ではなく、
「3,000円以上」とした。加えて、積み重ねてきた労働の質的向上に見
合った、生産性向上の成果配分の観点も加味した。また、これらの課題
を克服することが、自動車総連のみならず、社会全体の底上げ・格差
是正の定着と前進につながり、基幹産業としての自動車産業の態度や
重み、社会・経済に対するインパクトなどにも資するものと考えている。

　一体となった取り組みについて、全ての単組は、自社の賃金課題
や人材確保に向けた課題認識を経営と共有し、解決・改善を図って
いくと同時に、メーカー単組はバリューチェーン全体の、大手・中堅
単組は、それぞれのグループ内の中小単組の取り組みの前進に資す
る交渉環境づくりについて、自社の経営に働きかけていただきたい。
　労連台・総連台においても、産業労使会議や経営者オルグを通じ
て、積極的に働きかけを行うとともに、単組、労連、総連それぞれの
取り組みの経過を共有し、闘争期間における共闘効果を最大限発揮
していきたい。

本部答弁　佐々木 副会長（車体・部品部会長）

　車体・部品部門は、多くの業種、規模の単組で構
成されており、「全体の底上げ・格差是正」に向け
た役割や期待も非常に大きい。本年は、真の意味で

の構造転換を成し遂げていく上でのターニングポイント。そのポイン
トの１点目は、各単組が自らの目指す姿に向けてブレークスルーでき
るかどうか、２点目、車体・部品部門は、重層的な産業構造になってい
る側面もあり、中小単組の取り組みが進むよう、グループ内や中小の
仕入先の経営者に対する働きかけを自社の経営者に求めていくなど、
全体の交渉環境づくりに向けた役割発揮が期待されている。総連本
部の立場でも、部工会との産業労使会議での働きかけや、中央生活
闘争委員会での情報や好事例の共有など、積極的に行っていく。

本部答弁　桑原 副会長（販売部会長）

　販売部門では、業種間・規模間の格差が依然とし
て存在しているとの問題意識のもと、とりわけ、「絶対
額」を重視した取り組みの重要性を業種別部会で改
めて共有し、具体的取り組みを論議してきた。地域特性が比較的色濃
い販売業種において、企業内最低賃金の締結状況や水準を地域毎に
見える化し共有するなど、取り組みの基盤整備も進めてきた。労連台・
総連台でも地域別労使懇談会や経営者オルグなどの各労連独自の活
動や自動車総連と自販連との懇談会等の場で働きかけを行っていく。
　いちばんの原動力は、それぞれの単組の思いと主体的な行動。
マザーマーケットである日本市場の活性化とそこで働く組合員の意
欲・活力の向上が自動車産業の中長期的な成長の基盤でもあるとの
思いを共有し、これからの交渉に販売部門一体となって臨む上での
決意としたい。

議事

第１号議案
2017年総合生活改善の取り組み方針（案）
　第１号議案「2017年総合生活改善の取り組み方針（案）」について、冨田副事務局長より提案し、方針案は全会一致で採択された。

　第２号議案「2017年度 特定（産業別）最低賃金の取り組み方針（案）」について、吉清労働条件局長が提案し、
全会一致で採択された。 吉清 労働条件

局長

第２号議案
2017年度 特定（産業別）最低賃金の取り組み方針（案）
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２０１７年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

取り組みの考え方・要求基準

2017年総合生活改善の
取り組みの意義

継続 転換
社会保障制度改革に伴う
痛みを倍加させないた
めにも、「日本経済を 
プラスサイドに置き続け
る」

・熊本地震からの早期復旧
・収益改善の取り組み
・変化への対応（生産変動・技術革新）
・不断の人材育成　等

中小・非正規の底上げ・ 
格差是正をより定着・
前進させるためにも、
「総合生活改善におけ
る真の意味での構造転
換を推し進める」

自動車産業
労使への期待

＜取り組みの原動力＞

「働く者の将来不安の払拭と日本経済の自律的成長」 に向けた道筋を示す

職場における“労働の質的向上”
・雇用の維持
・ものづくりの存立
・未来への挑戦（IoT、AI、CO2削減 等）
・付加価値の最適循環　等

自動車産業の“責任”

１．賃金
１）基本的な考え方
○中小単組や非正規労働者の処遇改善の流れをより力強いものと
し、自動車総連全体の底上げ・格差是正の定着と前進を図るこ
とで、「働く者の将来不安の払拭と日本経済の自律的成長」に
向けた道筋を示す。
○企業規模・業種・雇用形態にかかわらず全ての職場では、もの
づくり産業としての社会的責任を踏まえつつ、収益改善や日々
の生産性向上の取り組み、未来への挑戦などに、たゆまぬ努力
を続けている。
　その過程で、組合員一人ひとりが労働の質を高めてきたことは
紛れもない事実であり、適正な成果配分と、更なる成長に向け
た人への投資を求める。
（１）現下の経済・産業の情勢、及び、産業・企業の基盤強化に

資する労働の質的向上と付加価値の適正配分の観点から、
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）併せて、目指すべき水準に向けた個別ポイント絶対水準要
求、直接雇用の非正規労働者に対する取り組み、企業内
最低賃金の取り組みについても、着実な前進を図る。

（３）真の構造転換にむけ、単組、労連、総連がそれぞれの役割
を果たし、自動車総連一体となった取り組みを強力に推進
する。

（４）連合・金属労協の方針も踏まえる。

２）具体的要求基準
【平均賃金要求】

　全ての単組は、求める経済・社会の実現、現下の産業情
勢を踏まえ、強い意思をもって、賃金格差・体系の是正と
生産性向上に対する成果配分を求めるべく、3,000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、各単組の判断に
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

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
定締結額の水準引き上げや締結対象者の拡大の取り組みも着
実に進める。
（１）各労連の計画的な運動の推進を基として、全ての未締結

単組は新規締結に必ず取り組む。
（２）すでに締結している単組は、着実に取り組みの前進を図る。
①要求基準に未達の場合は、締結額の引き上げを図る。

＜要求基準＞

　18歳の最低賃金要求は、158,000円以上とする。
・基準未達成の単組は、基準額以上での協定化を目指す。
・基準達成の単組は、｢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。

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。

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、これまでの特定（産業別）最低賃金の枠組
みのもとで、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、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。

５）年齢別最低保障賃金の取り組み
○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
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を守る観点から、その重要性は増している。
○各単組は、まずは自組合における賃金実態をしっかりと把握
し、現状の課題を抽出する。
○その上で、配分交渉などの場を通じて、基準を下回る水準で働
く組合員を無くす取り組みを行うとともに、協定化についても
引き続き取り組んでいく。

＜取り組み基準＞
20歳　161,000円　　25歳　180,500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、賃金引き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．働き方の改善
１）基本的な考え方
（１）個々人のワーク・ライフ・バランスのとれた働き方の実

現、多様な働き方に基づく職場全体の生産性向上、持続
可能な産業基盤の前提である人材の確保の観点から、職
場に現存する障壁（恒常的な長時間労働、休みの取りにく
い環境など）を取り除くべく、働き方の改善に積極的に取
り組む。

（２）その障壁の中でも、恒常的な長時間労働は産業全体の重
要課題であるとの認識に立ち、「全部門で総実労働時間
1,800時間台の達成」に向けたSTART12の第三次３ヵ年計
画に基づき、労連・単組の状況・判断に即し、総実労働時
間の短縮に取り組む。

（３）とりわけ、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はもとより、過重労働によ
る健康障害・過労死の防止の観点からも、これまで以上に
力点を置いて取り組む。

（４）長時間労働是正や均等・均衡処遇など働き方に関する国の
議論の動向、法改正への対応、上部団体方針、及び、職場
の実態などの観点を踏まえつつ、年間休日日数のあり方や
育児・介護との両立など、広く働き方や労働諸条件の改善
に資する論議を、引き続き深める。

２）具体的な取り組み

・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。

・直近の36協定締結でも年間特別延長時間720時間以下での
締結に至っていない単組においては、年間720時間以下で
の締結とするべく、これまで以上にこだわって取り組む。

・単月の所定外労働時間についても、その実態を踏まえた
上で、36協定の月間特別延長時間の引き下げに向けて、
計画的に取り組む。

・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。
・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についても、
計画的に取り組みを進める。

・適切な労働時間管理や総実労働時間削減等、労働時間に
関する労使協議の場の設置を含め、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）全ての労働者が安心して働き、暮らせる、安定した社会の

実現が、日本経済の自律的成長と産業・企業の更なる発展
に向けた基盤となるとの認識のもと、非正規労働者に関す
る取り組みを積極的に推進し、労働組合の社会的な役割
を果たす。

（２）一人ひとりのモチベーション向上、同じ職場で働く仲間と
しての一体感の醸成の観点から、非正規労働者に対する関
与・対応力の充実を図りつつ、正社員登用や教育訓練の機
会の拡充等、労働環境の整備・改善に継続して取り組む。

（３）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
本との考え方のもと、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・向上を図る。

（４）間接雇用の非正規労働者に対しては、別に定める労働者
派遣法改正への対応方針に基づき、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、第５次組織拡大中期
計画に基づき、着実に取り組みを進める。

２）具体的な取り組み
〇賃金、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。

　なお、賃金改善分については、平均賃金要求基準を踏ま
え、時給20円を目安とし、各単組における労務構成や配
分決定のあり方などを考慮して決定する。

・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、各労連及び各単組は、別に定める労働者派
遣法改正への対応方針に基づき、より一層の関与・対応
力を高める取り組みを進める。
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・加えて、各関係団体及び個別企業の経営者に対し、処遇改
善を訴えていくことで、労働組合としての社会的役割を果
たす。

○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、全ての未締
結単組は必ず新規締結に取り組む。

（２）すでに締結している単組は、着実に取り組みの前進を
図る。
①要求基準に未達の場合は、締結額の引き上げを図る。
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。

○その他の労働条件改善について

・2016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）正社員登用制度の促進
（２）能力開発・スキルアップ制度の充実
（３）労組への定期的な報告体制の構築
（４）非正規労働者の過度な拡大に繋がらない取り組み

　  
○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、第５次組織拡
大中期計画を積極的に推進していく。

５．解決日程の早期化

６．上部団体との連携、自動車総連一体と
なった取り組み  

７．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
改善の取り組みと併せ、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。
・「総合生活改善の取り組みにおける政策・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・制度が、国会での審議を経て可決・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193通常国会では、自動車産業や労働者保護ルールに関
する法案など、我々の掲げる重要政策に関連する法案・
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、こうした政策の実現を目指し、組織内議員をは
じめとするフォーラム議員や上外部団体との連携をこれ
まで以上に深めるとともに、組合員に対する国会審議動
向のタイムリーな情報展開や理解促進を図っていく必要
がある。

２）具体的な取り組み

（１）自動車総連の取り組み
・重点政策推進項目の実現に向けて、民進党や関係省庁に
対し、機動的な働きかけを行う。

・国会審議の動向等は、自動車関係政策のみならず、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。

・政策実現に向けた自動車総連の諸活動、関連法案・予算
案の審議状況などについては、FAXニュースなどでタイ
ムリーに情報発信を行う。

（参考）＜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　　○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）

（２）労連・単組・地協の取り組み
・自動車総連及び連合、地方連合会等、上部団体の活動に
積極的に参画、関与していく。

・組織内議員及び「車と社会を考える政策フォーラム」議員と
の連携を更に強化し、活動内容の周知、理解促進を図る。

・連合、金属労協、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、金属労協、自動車総連の政策・制度課題の取り組
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、金属労協、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
催する会議体での意見反映や、各種集会に参加する等、
連合とも連携し実現に取り組む。

（参考）＜連合が春季生活闘争と関連して実現を目指し
取り組む政策＞

①地域活性化に向けた中小・地場産業への支援強化
②雇用の安定と公正労働条件の確保
③社会保障と税の一体改革の推進によるセーフティ
ネットの拡充
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