
第85回中央委員会を開催
自動車総連は１月11日、神戸国際展示場（兵庫）において
第85回中央委員会を開催した。

進めよう！確かな一歩
みんなが目指す明日に向けて

第85回中央委員会
●髙倉会長挨拶（要旨）
●来賓挨拶
●国政報告
●報告承認事項
◆中間経過報告
◆中間会計報告

●議事
◆第１号議案：2018年総合生活改善の

取り組み方針（案）
◆第２号議案：2018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25回参議院議員選挙

（比例代表）候補者推薦

　第85回中央委員会は洞地中央執行委員
（部品労連）の司会で開幕し、髙倉会長の
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、「2018
年総合生活改善の取り組み方針（案）」、
「2018年度 特定（産業別）最低賃金の取り
組み方針（案）」、「第25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。

2018年総合生活改善の
取り組み方針を決定

髙倉 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  洞地 中央執行委員
（部品労連）
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髙倉会長挨拶（要旨）

第48回衆議院議員選挙以降の政治動向
　今回の衆院選は大変分かりづらく、取り組みにくい構
図での選挙となったが、自動車総連組織内議員・愛知11
区・古本伸一郎は、厳しい情勢の中、見事６期目の当選
を勝ち取ることができた。今後は、次期参院選や統一地
方選に向け、いかに一体感を持って臨んでいけるかが
重要である。野党勢力が分断している中で、我々の政策
実現に向けては、党派を超えた連携が不可欠である。自
動車総連としても、組織内議員を核とし、車と社会を考
えるフォーラム議員との連携を広げていく。
　こうした情勢下、本日、次期参議院議員選挙の候補
者の推薦提案を行うが、現在の組織内国会議員の所属
は「民進党」である。参院選・比例代表選挙での政党の
獲得議席は、政党名による得票が圧倒的に個人名を上
回っており、政党の信頼度が大きく影響する。従って、
民進党には国民により信頼され、明るい未来を付託でき
る政党に生まれ変われる最良の方策を見出し、国民に
政権選択の明確な選択肢を提示していく必要がある。
　いずれにしても、政党はどうあれ、我々の目指す政策
実現に向け、まずは職場が結集・団結して、組織内議員
を支援する体制を作ることが肝要である。

総合生活改善の取り組み
１）賃金の引き上げ
　自動車総連は、これまでも日本経済を牽引する基幹
産業としての、自動車産業の位置づけにふさわしい賃金
水準を目指し取り組みを推進してきた。今次取り組みに
おいては、我々の目指す姿である「働く者の将来不安の
払しょくと、日本経済の自律的成長」の実現に向け、強
力に推進していく。方針の策定では、自動車産業・企業
の実態や将来を見据え、生産性三原則に立ち返り、賃
金を始めとした労働条件の維持・向上と、産業・職場の
生産性や働き方の質の向上に資することを念頭に置い
た。特に各単組、特に中堅・中小が自ら目指す賃金の在
り方を強く訴求するなど、企業規模・業種、正規・非正
規に関わらず、自らの賃金課題を継続的・安定的に改善
し、底上げしていける状態、すなわち真の意味での構造

改革を推進し、全体の底上げ・格差是正の前進を果た
していく。今次取り組みのポイントを３点述べる。
①格差是正・全体の底上げに向けた、絶対額を重視し
た取り組み
　賃金の上げ幅中心の共闘では限界があり、目指すべ
き賃金水準・根っこからの高さへの到達に向けた要求
根拠の組み立てが、労使間での論議になりやすい側面
もある。上げ幅だけでなく、絶対額を重視する「個別賃
金」による要求・回答の引き出しにも積極的に取り組ん
でいただきたい。
②非正規労働者への取り組みの強化
　雇用の改善、賃金・労働諸条件の引き上げ、組織化
などに、引き続き総合的に取り組む。様々な雇用形態の
組み合わせの中で、雇用の安定を図り、同一価値労働・
同一賃金を基本とした均等・均衡待遇を確立すること
が課題である。特に今回、初めて賃金の要求基準の中
に、引き上げ額として「20円」を明記したので、一歩で
も二歩でも前進させていただきたい。
③働き方改善の実施
　ワークライフバランスの取れた働き方の実現、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確保の観点から取り組んでい
く。働く者の視点に立った、働き方の改善に資する協議
や提言を、全ての単組で実施し、コンプライアンスも含
む働き方の質の向上に対する、将来への決意を示す取
り組みとしていただきたい。
　以上の３点について、各労連・単組において実現に向
けて何ができるのかを、それぞれ考えて取り組んでいた
だきたい。
　この後、今次取り組みでの具体的な賃金引上げの要
求基準を、3,000円以上とすることを提案する。なお、昨年
同様に「以上」としたが、格差是正や日本経済の自律的
成長を実現させていくためにも、本年は昨年以上に、この
「以上」に込めた思いは強く、各単組における具体的要求
水準に明確な意思を込めて、積極的に反映してほしい。

２）生産性三原則に則った取り組み
　総合生活改善における真の意味での構造転換を引き
続き推進し、働き方を含めた自動車総連全体の底上げ・
格差是正の前進を果たすべく、生産性三原則に則り、
①賃金を始めとした労働諸条件の改善、②働き方の改

髙倉 会長

真の意味での構造改革を 
全体の底上げ・格差是 
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来賓挨拶

国政報告

善、③付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」、この３
つが連動した活動を一体となって進めていく必要があ
る。我々が目指している生産性運動は、人間尊重を基本
とし、経済・企業の発展のため、生産性向上に関する経
営と労働の協力が必要であり、そのことが労働者の経済
的・社会的地位の向上をもたらす、という考え方に基づく
ものである。労使の協力に基づくこれまでの取り組みは、
各企業の近代化と競争力の向上に結実してきた。さらに
は、民間企業を中心とするこの運動の広がりと定着が、日
本の経済発展と国民生活の向上に寄与してきたことは間
違いのない事実である。今後も我々は自信と誇りを持っ
て、生産性運動を展開していかなければならない。

３）人への投資
　今次闘争においても経営側は、国内外での競争の激
化や、新技術・新分野への投資や研究開発を重視し、コ
スト・労務費の削減、「人への投資」を抑制してくること
が予想される。それでは個人消費の活性化にはつなが
らず、経済や企業の成長を阻害することになり、同時に、
働く者の活力や意欲そして希望が失われ、企業の競争
力の最大の源泉を削ぐことにつながる。経営として最優
先で考えるべきことは「人への投資」であり、このことは
間違いなく将来への活きた投資に繋がると確信する。

４）付加価値の適正循環
　なお、各労連の具体的な要求水準については、自動
車総連の方針を踏まえ、それぞれの労連ごとのグルー
プや企業の実態、さらに、自らの賃金水準・賃金実態の
位置づけを踏まえた格差是正や賃金体系の整備などに
係わる問題意識に基づき、主体的・自主的に検討し設定
していただきたい。特に、中堅・中小の賃金の底上げと
格差是正を図る取り組みについては、引き続き、連合や
金属労協の中小共闘とも連携し強化していく。３年目の
取り組みとなる、バリューチェーンにおける付加価値の
適正循環の構築では、バリューチェーン全体での付加
価値の増大を図り、大手と中小の格差是正をさらに進
める必要があり、構成する企業の労使交渉の環境整備
や、個々の組合の交渉力強化の支援が重要となる。大
手企業の組合は、関連企業や取引先企業の組合への支
援を徹底していただき、引き続き実効性のある取り組み
の推進をお願いする。

　来賓として、金属労協（JCM） 野中副議長と連合
兵庫 辻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
より国政報告をいただいた。

金属労協(JCM)　 野中 副議長

ふるもと伸一郎　衆議院議員

連合兵庫　辻 会長

いそざき哲史　参議院議員

はまぐち誠　参議院議員

推進し
正の前進を果たす
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　中間経過報告として、「運動の経過報告」を金子 
事務局長、「付加価値の『WIN-WIN最適循環運動』
について」を髙田業種政策局局長、「2018年度 税制改
正に向けた取り組み報告」を小池政策局局長、「2017

中間経過報告

髙田 業種政策局 局長 小池 政策局 局長 川崎 企画総務局 局長森田 組織局 局長 寺田 会計監査金子 事務局長

年度 特定（産業別）最低賃金の取り組み結果」を森田
組織局局長が行った。そして「中間会計報告」を川崎
企画総務局局長が報告、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。

報告承認事項

と将来に向けた責任ある回答を求めていく。
　今次総合生活改善の取り組み意義の三位一体の取り
組みについて、具体事例等があれば、お伺いしたい。

本部答弁　中川 副事務局長
　部品労連の3,000円を超えた要求基準
案の策定に当たっては、現状への危機感
をもとに、相当な議論があったものと思う
が、今次方針案の「以上」という部分に込
めた思いを具現化されたものであり、仲間
の力となるものと受け止める。心より敬意を表したい。
　三位一体の取り組みの具体例について申し上げる
と、労働諸条件では、各単組にて賃金の根元からの高
さを地域、業種の中で比較し、改善への道筋を労使で
握っていくこと。働き方では、人材不足の中、どのように
生産性を高めつつ働き甲斐、働きやすさを追求していく
かを、今回を起点に労使が真摯に論議していくこと。付
加価値の最適循環では、バリューチェーン全体が適正
に取引し、自動車産業全体で付加価値を高めていく活
動に労使が積極的に参画していくこと。
　これらの活動について、自動車総連としてもバック
アップしていく。将来不安の払拭、日本経済の自律的成
長につなげられるよう、ご尽力をお願いしたい。

　第１号議案「2018年総合生活改善の取り組み方針
（案）」について、中川副事務局長より提案し、桑原車
体・部品部会長、鶴岡販売部会長、郡司輸送部会長、
八角一般部会長、久重メーカー部会長の各部会長より
発言があり、方針案は全会一致で採択された。

質問・意見　部品労連 竹垣 中央委員
　将来の競争力確保に向けた「人への
投資」、産業の持続的成長の前提となる
「人材の確保」の観点が、格差是正や底
上げに資するものとして触れられている

が、部品企業労使の近年の取り組みでは、経営環境の
厳しさから賃金改善分を獲得できておらず、人材流出
の一因となっている。人材確保や流出防止への危機感
を賃金実態から強く意識することで、総合生活改善にお
ける真の意味での構造転換を強く推し進めるためにも、
部品労連では、労連全体での3,000円を超えた要求基準
の設定を、明日の中央委員会での確認としている。
　「WIN-WIN最適循環運動」の産業全体の生産性向
上という観点も励みとしながら、労使で、組合員に現在

第１号議案
2018年総合生活改善の取り組み方針(案)

議事
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第２号議案
2018年度 特定（産業別）最低賃金の
取り組み方針（案）

　第２号議案「2018年度 特定（産業別）
最低賃金の取り組み方針（案）」を吉清
労働政策局（労働条件担当）局長が提案
し、全会一致で採択された。
吉清 労働政策局（労働条件担当）局長
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　第３号議案「第25回参議院議員選挙
（比例代表）候補者推薦」を並木副事務
局長が提案し、全会一致で採択された。

質問・意見　日産労連 岩附 中央委員
　自動車総連が掲げる「自動車関係諸税」をはじめ
「働き方改善」などの政策推進に向け、組織内議員
の役割、責任がますます大きくなっている中、自動車

第３号議案
第25回参議院議員選挙（比例代表）候補者推薦

並木 副事務局長

2018年総合生活改善の取り組み方針（抜粋）

◆自動車産業労使の果たすべき役割・責任として、総合生
活改善の取り組みを通じ、「働く者の将来不安の払拭と日
本経済の自律的成長」に向けた道筋を確かなものにする。
・総合生活改善における真の意味での構造転換を引き続き
推し進め、働き方を含めた自動車総連全体の底上げ・格
差是正の前進を果たすべく、生産性三原則に則り、次の
３つが連動した活動を自動車総連一体となって力強く推
し進める。
（１）賃金引き上げを始めとした「労働諸条件の改善」に

ついて、全ての単組が目指す姿の実現に向けて取り
組み、自動車総連全体の底上げ・格差是正の前進を
果たす。

（２）働く者の目線に立った「働き方の改善」に積極的に
取り組み、長時間労働からの脱却と、安全で健康か
つより質の高い働き方・仕事の進め方を実現する。

（３）付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」により、
バリューチェーン全体における適正取引の推進、
生産性の向上を図る。

１．賃金
①月齢賃金
１）基本的な考え方
○中小の底上げ・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・格差是正の確
実な前進を果たすことで、「働く者の将来不安の払拭と日
本経済の自律的成長」に向けた道筋を確かなものとする。

○規模・業種・雇用形態にかかわらず、組合員一人ひとり
が、職場全体の生産性向上に取り組み、労働の質を高め
てきたことに対する成果の適正配分と、更なる成長に向け
た人への投資を求める。
○各単組・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と同時に、上部
団体方針も踏まえた取り組みとする。
（１）現下の経済・産業情勢、及び、成果の適正配分・人

への投資の観点から、賃金カーブ維持分を確保する
とともに、賃金改善分を有額で設定する。

（２）自動車総連全体の底上げ・格差是正を着実に進める
べく、自らの目指す賃金水準の実現に向けた「絶対
額を重視した取り組み」を、各単組の状況に応じて
進めると同時に、平均賃金要求と併せて、個別ポイ
ント絶対水準要求も積極的に行っていく。

（３）自動車産業労使の社会的責任、及び全体の底上げ・
底支え、格差是正の観点から、非正規労働者の処遇
改善、及び最低賃金の取り組みを一歩前進する。

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
勢を踏まえた上で、労働の質の向上に対する成果の適正
配分と人への投資、及び賃金格差・体系の是正を求める
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、時給20円を目安とした賃金改善分を設定する。

産業、働く者の代弁者として「いそざき哲史」を再び
国政へ送り出さなくてはならない。今次取り組みは、
「いそざき哲史」が現職参議院議員として初めて迎
える選挙であり、各労連、労組へ直接伺っての活動
には、かなりの制約が入ることから、今後の活動には
様々な工夫や新たな取り組みが必要となる。
　日産労連は出身組織として、率先垂
範でその責任と役割を果たしていく所
存である。次期自動車総連組織内候補
者として、12労連の皆様の力強い推薦
決定がされるようよろしくお願い申し
上げる。 岩附 中央委員

取り組みの考え方・要求基準について2018年総合生活改善の取り組みの意義
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個別ポイント絶対水準要求
　自らの目指す賃金水準の実現に向け、「絶対額を重視
した取り組み」を推し進めるとともに、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・体系是正を図るべく、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

＜絶対額を重視した取り組み＞

②企業内最低賃金協定の締結
＜取り組み基準＞

（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高卒初任給に準拠した水準での協定化を目指
し、次の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、160,000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、「JCM
目標基準164,000円以上」あるいは「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
実態に応じていずれを優先するか決定する。

③特定（産業別）最低賃金の金額改正に向けた取り組み
④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、まずは自単組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、配分交渉等の場
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む。

＜取り組み基準＞
20歳　163,000円 25歳　182,500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
○年間賃金の重要な一部として、長期安定的向上を図るとと
もに、低下した水準の底上げに引き続き取り組む。
○企業業績に過度に左右されない安定向上の観点と、組合
員の一年間の努力・頑張りに対する成果配分の観点、双方
のバランスを考慮する。
○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。また、賃金と
の同時決定と、夏冬型・年間月数方式を堅持する。
○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作るとの観点から、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
○「個々人のワーク・ライフ・バランスの取れた働き方の実
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、働き方の改善に積極的に取り組む。
○生産性三原則の観点からも、企業全体・職場全体の生産
性向上に係る話し合いに積極的に取り組みつつ、働く者の
視点に立った生産性向上、すなわち、職場が積み重ねてき
た「働き方の質の向上」の事実と将来への決意を示す取り
組みとする。

○恒常的な長時間労働構造を是正すべく、総労働時間1,800
時間台の実現に向けたSTART12の取り組みに基づき、労
連・単組の状況に即し、総労働時間の短縮に取り組む。加
えて、自動車総連36協定締結方針に則り、より抑制的な36
協定締結に向けた対応を着実に進める。

○働き方に係る国の論議・法改正の動向、及び上部団体方
針等を踏まえ、育児・介護と仕事の両立、60歳以降の働
き方、障がい者の雇用、及び年間休日のあり方や日数の増
加等、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。
○産業全体・業種横断で取り組むべき働き方課題につい
ては、業種別部会や付加価値の「WIN-WIN最適循環運
動」にて具体的論議を深め、働き方の改善を推し進める。
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２）具体的な取り組み

（１）労働諸条件改善の取り組みとの関係性を整理しつ
つ、全ての単組は、働く者の視点に立った、働き
方の改善に資する協議や提言に取り組む。
＜話し合いの観点（一例）＞

・職場風土／意識の変革 ・既存業務の改廃
・仕事のプロセスの改善 ・人材育成の早期化
・多様化の促進 ・諸制度の新設、見直し 等

（２）各単組の状況に応じた総労働時間短縮の取り組み
を進めるとともに、より抑制的な36協定とすべく、
「自動車総連36協定締結方針」に則り、特別延長
時間（年間・月間）の引き下げにこだわって取り
組む。
・直近の36協定締結でも特別延長時間が、年720時
間以下・月80時間以下に至っていない単組は、そ
れぞれ年720時間以下・月80時間以下での締結と
するべく、可及的速やかに取り組む。

・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。

・年次有給休暇の完全取得に向けた取り組みを推
進する。

・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、早期適用を
図るべく取り組む。

・所定外労働時間の削減や適切な労働時間管理
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引き続き進める。

４．非正規労働者に関する取り組み
１）基本的な考え方
○全ての労働者が、将来不安なく、安心・安定して働き、生
活できる社会の実現が、日本経済の自律的成長と産業の
更なる発展の基盤となるとの認識のもと、労働組合として
の社会的責任、自動車産業における雇用の状況、及び、
雇用形態間の様々な仕組みの違い等を踏まえた上で、各
単組の状況に応じた取り組みを一歩でも二歩でも前進し
ていく。
○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、同じ職場で働く仲
間一人ひとりの働く意欲・やりがいの向上、職場の一体感
の醸成、職場全体の多様性・生産性の向上、更には均等・
均衡待遇の実現の観点から、賃金改善を始めとした労働
諸条件や職場環境の改善を積極的・継続的に進める。

○正社員登用制度や教育訓練の充実、無期転換ルールの確
実な運用、及び各種法令に沿った制度の構築・運用等、同
じ職場で働く仲間が安心して働くことができるよう、労働
組合として求められる役割を果たす。

○非正規労働者の取り組みの基盤をより確かなものとするた
め、総合生活改善の取り組みと並行し、直接雇用の非正
規労働者の組織化に向けた取り組みを、第6次組織拡大中
期計画に沿って着実に進める。

○間接雇用の非正規労働者については、改正労働者派遣法
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。

２）具体的な取り組み

（１）均等・均衡待遇の実現に向けた賃金・一時金を始
めとした労働諸条件の改善

＜直接雇用の非正規労働者＞
・原則として、賃金改善分を設定する。一時金が設定され
ている場合は、正規従業員に準じた取り組みを行う。

・その他、雇用形態により、制度の有り無しや水準の違
いがある場合は、「同一価値労働同一賃金」の実現の
観点から、別に定める自動車総連の取り組み方針に則
り、取り組みを進める。

・中でも、改正労働契約法に基づく無期転換者について
は、処遇格差・労働条件格差が固定化しないよう、別
に定める自動車総連の取り組み方針に則り、取り組み
を進める。

＜間接雇用の非正規労働者＞
・別に定める自動車総連の取り組み方針に基づき、一層
の関与・対応力を高める取り組みを進めると同時に、
経営に対し、処遇改善を訴えていく。

（２）雇用に係る経営対策の取り組み

＜直接雇用の非正規労働者＞
①正社員登用制度の促進、無期契約への転換
②能力開発・スキルアップ制度の充実
③コンプライアンスの取り組み
④労働組合への定期的な報告体制の整備
⑤非正規労働者の過度な拡大に繋がらない取り組み

＜間接雇用の非正規労働者＞
①改正労働者派遣法への対応として、別に定める取り
組み方針に基づき、一層の関与・対応力を高める。

②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

・非正規労働者の取り組みの基盤をより確かなものとする
ため、総合生活改善の取り組みと並行し、直接雇用の
定年後再雇用者や有期契約従業員 （期間従業員を含
む）、パートタイマーの組織化に向け、第６次組織拡大
中期計画に沿った取り組みを着実に進める。

・無期転換に関する取り組みを機に、労働協約・組合規
約の内容を確認するとともに、無期転換者の確実な組
織化を図る。
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 第25回参議院議員選挙（比例代表）組織内候補予定者決意表明

『礒
い そ ざ き

﨑 哲
て つ じ

史』参議院議員　「職場原点」を活動の基軸とし全力で頑張っていく！
生年月日：1969年４月７日生
出　身：東京都 ／ 血液型：ＡＢ型 
モットー：辛いときこそ笑顔を絶やさない

（常に前向きな心でいられるように）
経　歴：
1993年３月 東京電機大学工学部 機械工学科　卒業
1993年４月 日産自動車株式会社　入社
2013年７月 第23回参議院議員選挙（民主党(当時) 

比例代表)　初当選 
【現　職】
参 議 院：議院運営委員会理事 ／ 環境委員会委員 ／
 資源エネルギーに関する調査会委員　
民 進 党：組織委員会委員長代理
 参議院国会対策委員会委員長代理
労働組合：全日本自動車産業労働組合総連合会（自動車総連）顧問

　次期参議院議員通常選挙の組織内候補予定者
としてご承認いただき、心より感謝申し上げます。
　国会議員としての活動は、圧倒的な“数の力”と
の戦いであり悔しさの連続でした。しかし、真っ当
な指摘や問題提起は、必ずや政府・与党の政策に
影響を与えることができると考え、これまでの間、
皆様に支えていただきながら、職場の声、産業の実

態を議会で訴え続けてきました。こうした活動によって、少しずつですが
提案が実現される経験を積むこともできました。
　今後も働く仲間の皆様と家族の安心のために、「職場原点」を活動の
基軸とし全力で頑張る所存です。

礒
﨑 

哲
史
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

＜要求提出日：２月末日まで＞
○拡大戦術会議登録組合（12組合）は、２月14日（水）を統
一要求提出日とする。
○車体・部品部門においては、拡大戦術会議登録組合の要
求提出後１週間以内（２月21日(水)まで）に要求提出を完
了する。
○各単組は、要求提出後、ただちに団体交渉を開始する。
＜統一交渉日＞
○拡大戦術会議登録組合（12組合）は、統一交渉日を設定
し共闘体制を強化する。
○交渉の内容は、各単組が決定することを基本に、自動車
総連の中央生活闘争委員会や業種別部会を通じて情報の
共有化を図る。

第１回 統一交渉日：２月21日（水）
第２回 統一交渉日：２月28日（水）
第３回 統一交渉日：３月７日（水）

＜ヤマ場の日程＞
○2018年総合生活改善の取り組みにおけるヤマ場の日程に
ついては、連合方針、JCM方針を踏まえ、共闘全体の中
で最大の成果を引き出すべく、戦術的な日程配置を行うこ
ととする。具体的な日程の確認は、中央執行委員会または
中央生活闘争委員会で決定していく。
＜闘争機関の設定＞
○具体的な戦術や解決目標等を決定するため、三役及び中央
執行委員で構成する｢中央生活闘争委員会｣を設置する。な
お、ヤマ場に向けた開催予定日は下記の通りとする。

第１回 中央生活闘争委員会：２月７日（水）
第２回 中央生活闘争委員会：２月26日（月）
第３回 中央生活闘争委員会：３月10日（土）

※以降、必要に応じて開催する。

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

＜具体的な取り組み＞

（１）自動車総連の取り組み
・支援する各党・議員、関係省庁に対する機動的な
働きかけ　等

（２）労連・単組・地協の取り組み
・「ここがポイント！」等を活用した組合員への理解
活動　等

（３）連合との連携
・連合主催の会議体での意見反映や、各種集会への
参加　等

政策・制度課題の取り組み

取り組みの枠組み
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