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第４回未来講座-労働組合は希望の星足り得るか 

労働組合を強く・大きくー社会的影響力のある組織へ 

２０１６．１１．２０ 

 高知県労連委員長 田口 朝光 

 
構 成 

Ⅰ部 いま闘うとは何かー労働組合の存在価値 
Ⅱ部 労働組合は希望の星となりうるか 
 
Ⅰ部  いま闘うとは何かー労働組合の存在価値 

 
はじめに 

○変わるべきもの、変わらざるもの 
①存在理由の確認 

 ＝変わらざるものは何かを見極める  闘う＝資本からの独立 
 ＝理念の再定義 
 ＝理念の共有化＝組織風土の形成 
②状況への対応 

 ＝変わらなければならないものの見極め  闘い方 ※対立＝闘うではない 
 ＝具体的な目標設定と対応策 
○大局悲観、着手楽観 

 ※出ないクギ、流れない川、脱皮しないヘビ 
※競争原理が資本をいやが上でも自己革新に追いやる－これに対して労働組合は「非

競争原理」。従って、意識的な自己改革なしには「停滞する」可能性 
 
１．考えてみたいこと（問い直してみたいこと） 

 
Ｑ１．「出番論」は、組合員を本当に勇気付けるか？ 

※１９９７年をピークに賃金は下がっている▲労働者４人に１人は、年収２００万円

以下▲組織率は低下しっぱなし。高知県１９４７年：５２．７％。１９８１年３割

れ（２７．６％）。２００１年２割れ（１９．７％）。２０１０年１５．９％▲自民

１強、安倍１強。情勢は厳しい。いまこそ、労働組合、全労連の「出番だ！」 
※「ベキ」「（そうあって）ホシイ」であって「ヤロウ」「ヤレル」ではない。 

  そこにある「論理の飛躍」 
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※理念と方法論の欠如。めざすべき目標が語られていない。そしてそれに到達するた

めの道筋が・・。 ⇒ 展望を指し示す春闘！ 
 ※「窮乏化理論」の誤り？王様の論理。王様は何故王様で居られるか？ 

２つの側面：①王が富、武力などの力を持っている。②民が王と認めている。 
⇒ 主体（変革主体）は、窮乏化だけでは生まれない。 
また、状況のせいにすることでも生まれない。・・・主体形成の視点！状況を作

り出す春闘！ 
 ※情勢の厳しさを強調するときには、展望を同時に語れ！ ①内向き、②下向き、③

後ろ向きになる  ⇒ 展望を作り出す（共有する）交渉！春闘をめざす！  
 
Ｑ２．賃金闘争を考えてみよう？ 

１）賃金とは？何によって決まるか？ 

ⅰ）賃金の価値（価格）を決める３つの生計費 
①労働者自身の維持費、②家族の維持費、③育成費の社会的な平均 
※資本主義＝利潤獲得を目的とした商品生産社会、労働力も商品になる。 

 ※本籍地農民、現住所労働者 
ⅱ）労使の力関係、労働力の需給関係の中で具体的に価値が実現する（賃金が決まる） 
２）支払い能力を考える 

ⅰ） 支払能力は固定した数値ではない 
 ①幅がある 
 ②変動する     
 ③能動的である 
ⅱ）経営者の責任を免罪するものではない 
 ①支払能力の範囲内での運動とは違う 
 ②支払能力を生み出すのが経営者の責任 
ⅲ）協力もするが、責任も厳しく追及 

組織力量がなければ、良いとこ取りされる 
 組織率・団結力・政策能力の向上が前提 
 ※人件費比率＝総人件費（平均賃金×労働者数）÷売上高×１００ 
３）労働組合の運動モデルを考える 

ＱＣ①．インフレなしで７％賃下げ ⇔ １２％インフレで５％賃上げ 
ＱＣ②．デフレ２％で賃下げなし ⇔ デフレなし２％賃上げ 
⇒ 従来の労働組合モデル 経済成長モデル！  
※成熟経済、低成長経済での労働運動モデルを創造する必要がある。 

⇒ 提案型の運動・賃金闘争（支払い能力を拡大する提案、中長期の視点での賃金水

準獲得）。方法論としての団交と労使協議。 
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 ⇒ 分母型経営、四方よしの経営 
 
Ｑ３．戦闘的とは？いま、闘うとは何か？ 

○要求の「大きさ」「高さ」か？ ３万円と１万円では？・・・・獲得実績は？ 
○声の「大きさ」「勇ましさ」か？「机を叩くか叩かないか」？ 穏やかな話し合いは、

妥協的か？ 
○「労働組合が闘いを忘れてはダメだ！」の意味は？・・・・方法論まで固定化はして

いない！ 
○要求の「高さ」「大きさ」「一貫性」からは、成果は生まれない・・・・方法論の吟味 
○要求をどう捉えるか？最近の春闘アンケートの特徴。 
※労働組合は、「そうだ！」という身近な要求から。 
 ・オルグの話をさえぎり壇上に登った少女。1921 年東京モスリン工場でのストライ 
  キ 

・雨宮製糸工場でのストライキ・「長糞、長小便の禁」 
○労働者とは？生産手段を持たない・・労働力の販売。・・・これで一括りできるか？ 
 ※ドラッガー：ポスト資本主義＝知識とそれを生み出し扱う人間を中心とした世界。

知識が資産。 
○どちらがより協力的か？人間要求の多層性（マズローの理論） 
 A）１０００円をあげるから手伝ってほしい！ B）困っているので手伝ってほし！ 

※人は往々にして、無報酬の場合の方がより一生懸命に働くことがある。 
○攻撃の質の変化を考える！合理化が要求を覆い隠す（あきらめ、負け犬思想） 

●むき出しの攻撃 ⇒ 「合理化」による緩慢なる攻撃 
 ●搾取強化の３つの型（①労働時間の延長、②労働強化、③労働生産性の向上） 

＋ 管理 ＋ ノルマ ＋ 不況・経営難（財政難） 
 ●多忙化（物理的な時間を奪う） ⇒ 仕事の質の変化・精神的な消耗  
  ⇒仕事のやりがい、働きかいを明らかにする春闘、職場の展望を明らかにする春闘 
 
２．労働組合に求められるもの 

１）県労連としての基本姿勢 （2007 年 9 月 県労連書記長就任時） 
①マイナー意識を捨てる マイナー意識は私たちの考え方を狭くするし、行動を制限す

る。主体者意識の回復、発揮。 
②社会的に支持される運動 狭い労使関係の枠を脱して、県民に支持される運動をめざ

す。それには、理念の確立が重要。県労連は何のために存在し、その使命＝ミッション

は何なのかを絶えず明らかにして行動する。 
 ⇒ 県政課題と真正面から向き合う。①若者雇用の問題、②人口減少問題 
③労働組合にマネジメントを持ち込む 
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２）マネージメント 

 「酒場(パブ)」の語らいだけで十分か？必要ではあるが、不十分！ 

○経験、勘、度胸 ＋ マネージメント 
○経営者格差 ＝ リーダー格差 

 （社員力＋社員力・・）×（トップ力×３） 
能力＝価値観×情熱×行動力 

○塔を建てて、道を創る － 目標の設定と目標達成のためのシステム作り 
【ドラッガーを導きとして】 

○組織とは 
・組織とは目的的な機関である。しかも組織は、一つの「目的」に集中して、はじめて

効果的な存在となる。 
・明確かつ焦点のはっきりした共通の使命だけが、組織を一体とし、成果をあげさせる。 
○組織とマネージメント 
・マネジメントとは、あらゆる「組織」に共通する組織特有の機能である。 
・知識組織におけるマネジメントの仕事は、指揮命令ではない。方向づけである。 
・組織には、その組織の使命、精神、仕事、成果について、責任をもつ人間が必ずいる。 

※「カンパニア」とは政治的な目的で組織された大衆行動のこと。ロシア語のカンパ

ニア [ kampaniya] 
 

〇そもそも「規約」に沿った運営がされているか？ 

 執行委員会の開催／定期大会の開催／会計の処理／役員の選任 
 ※実質な民主主義の確保どころか、形式的なそれさえい出来ていないのが実態ではな

いか？ 
  チェックシート  別紙 
 
３）ボトルネックの視点 

 問題解決のための豊富な手段は大切。しかし、その中での優先順位が大切。 
 そもそもうまく行っていない原因は何か。どこで「つかえている」のか？それがボト

ルネック。 
 ※探しやすい所で落し物を探してはいないか？ 
 
４）ＰＤＣＡ考 

・Ｐが建前主義。本部方針の引き写し。 
・達成可能な目標設定の欠如 
 建前だけの目標 
・達成手段の不十分さ・欠如 
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・到達のチェック体制がない 
・従って、目標達成のための事後の対策がない ⇒ サイクルが完結していない 
○Ｐ＝Ｐrinciple  
  理念から出発＝存在意義と長い目 
・達成可能な目標の設定 
  長い目と現実的な目  
・達成手段の深掘り 
・目標達成への責任感・執念・情熱 

⇔ 達成できたか点検しない。達成できなくても悔しくない。 
 
５）幹部養成 

大衆性と階級性 

ひし形理論と組合民主主義 
※団交等：経営者、当局への敵愾心 ⇒ 階級性の養成 

集会、デモ行進、集団交渉 ⇒ 団結の力の自覚 
学習 ⇒ 理論的確信。元気の出る学習 ＋ 主体者としての学習（理念、方法論・・・） 

 
６）労働４権 

○個人的抵抗（盗み、サボタージュ、雇い主への報復－床の下で鍋をたたいた医療労働

者･…） 
○集団的抵抗（機会打ち壊し…）、ストライキ（高陵病院労組の例） 
○労働三件の獲得（団結権、団体交渉権、団体行動権） 
 ※労働組合は要求で団結、数と団結力が力  組合の力＝要求×.団結力×組織率 
①要求は、「欠けている」、「奪われている」・・・負の状態。不満を要求に高度化する。 
②実現：手段。「個人的」にか、「集団的」「社会的」にか。負を正に転化する。 
 「あきらめ」や「自虐的」になるかもしれない。 
 ※「錐ガエル」「樽ヘビ」「ざるドジョウ」の論理に学べ 
○不当労働行為制度と刑事・民事免責 
○労働組合は、弾圧に抗して育って行った ･･･ 合理化とグローバル化の中で 
      ････「政策決定への」参加権、政策能力の向上   
 
３．県労連の戦略 

１．県政課題と正面から向き合い、県政への影響力の強化をめざす。 
２．要求闘争を強化する。また、提案型運動をめざす。 
３．組織組合員の利益追求だけでなく、社会貢献の役割を積極的に果たす(社会的に積

極的支持を得られる運動をめざす)。 
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４．本部専従体制の強化と非専従を含む執行体制の確立。専従－非専従の協力体制を含

む執行体制、運動の強化を図る。（２１回定期大会議案 08.9.7） 
〇長所を生かす 

①組織が小さい－組合員との距離が近い。小回りが利く。意思決定の速さ。非官僚的・・・。  
 「小が大に勝つ」ための戦略。 
 ※姿を見せる（出来れば、大きく見せる）。宣伝活動。機関紙：宣伝、扇動、組織者。

マスコミの活用（人間関係の構築…）、ＳＮＳの活用（しかも、戦略的な活用でないと

ダメ）。 
②地域運動の重視 
※県教組の郡教組会館（高知城ホール。幡多、高岡、土長、安芸）を「地域運動の砦」

に（後に「組織拡大の砦」に。相談所の設置、地域の悩み事の「駆け込み寺」に） 
※様々な要求団体とのネットワーク。国民大運動実行委員会、食健連、社保協、高運連、

保育運動連絡会。原水協、平和委員会、農民連、民商、新婦人･･･） 
 
おわりに 

ＧＮＰ ⇒ ＧＮＨ ※価値観の転換／闘う場の移動 
労働組合が、本来の革新性を取り戻す時 
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Ⅱ部  労働組合は希望の星となりうるか 

 
１．労働組合は希望の星となり得るか 

〇労働者の状態：労基法違反約７割／長時間労働／不払い残業代の是正勧告年間１００

億円を超える／４割が非正規（女性は６割、若者５割）／ブラックバイト（制服自腹。

契約と異なるシフトの強制。突然のシフト変更。弁償、罰金。お金の不足、更には、売

上不足による赤字の共同責任による負担。残業代の未払い）＝日本社会全体の「ブラック

化」＝企業社会・会社社会の行き着く先 
〇長時間労働の原因 ①時間外労働が多い ②年休の付与日数が少なく、取得率も低い 

③サービス残業の状態化（年間Ｈ360 の残業制限「目安」＝上限ではない。特別条項で

年間 1800Ｈの残業時間を認める連合大企業労組も） 
〇こういう状況の原因は？ 
 企業側？ 労働者側？･･契約の観念（の弱さ。労働法だけではなく、民法の知識の欠

如） 自分は、労働者？ 組織と集団との関係は？（組織には目的があり、本来その目

的を共有する者の能力を伸ばすもの。そうなっていないとすれば、マネージメントが欠

如している。集団には、共通の目的はない。いや、あるとすれば、短期の目的。一緒に

飲むとか。組織は嫌いだが、集団は好き。その心の綾をどうくみ取るか？） 
 労働組合の「規制力」の弱さが、ヨーロッパとの違い。（資本家の魂は「利潤」であり、万国

共通） 

〇対抗手段は 個人・組合・監督署・弁護士 それとも、諦める？ 
〇労働組合のイメージは？ プラスか？マイナスか？  
〇労働組合は信頼されているか？ 安倍首相の言うこととどちらを信じる？ 新聞は？  
※日本の組合の信頼度は、政府と同じ 20％台。（各機関の信頼度の国際比較）。新聞 70％
台。TV60％台。労組は、彼の NHK より信頼されていない。 
２０％台は、マイナス評価。５０％以上にしてプラスのイメージ（評価）に！ 
そのためには、労組が「脱皮」（自己改革）しないといけない。脱皮しない蛇は死ぬ。出な

い釘は腐る。流れない川は、濁る。 
企業内の賃上げなどの組織内の利益だけでなく、地域課題、国民的課題に真正面から向

き合うことの必要性、重要性！ 
〇労働組合の役割は？･･･労働者と経営者は対等か？  不平等を対等に。憲法、労組法、

労基法では足りない。＋労働組合。 
「学問のすすめ」か、「労働組合のすすめ」か？ 
※天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず。しかし、現実には格差がある。それ

は学問のあるなしによる。だから、「学問をしなさい」（「学問のすすめ」）。 
 もう 1 つの提案は、その格差は、「労働組合（運動）」によって埋めなさい。「労働組

合（結成、運動）のすすめ」。 



8 
 

〇財界の長期戦略：①闘う組合の解体（戦後直後１９４７年の「産別会議」の分裂。国

労分裂・国鉄分割民営化１９８７年⇒労働者派遣法の施行１９８６年との関連性｡１９

８９年の総評左派：官公労を抑え連合結成）、②１９８０年の「共産党排除」、③１９９

５年の「新時代の日本的経営」方針。非正規化。財界は、長期戦略を持っている。その

手法の本質は、分断統治。 
〇労働組合は、あなたの味方か？ 連合の複雑な正体。第２労務部化する民間大企業労

組。労働組合の「未来の一部」を閉ざしている。VS 全労連（正論は言うが、力がない？） 
〇労組の直面する課題 ①組織率の低下（企業内では、全社員の利益を反映していない。

社会的には、社会のニーズに応えていない） ②チェック機能の低下（労働組合が、会

社の病気を知らせる神経の役割を果たせていない） ③社会的影響力の低下（労働組合

が、社会の病気を知らせる神経の役割を果たせていない。対案提示能力の欠如）  
〇まともな労働、まともな社会を取り戻す運動 ①直接雇用が当たり前の社会（均等待遇の

実現） ②あまりにも低い最低賃金の大幅引上げ 
〇地域課題と真正面から向き合う（①人口減少、②雇用問題）－「そこそこ雇用」の提

起（ストックとフローの考え方。ストックは土地、住宅。フローの複線化） 
〇３つの主人公になろう ①自分 ②会社 ③社会 
※今や経営側が、「改革」の旗を持っている。「革命」（「経営」のそれではあるが）を標

榜している。労働組合は、この世で最も「保守的な存在」。「改革競争」ではなく、もう

一つの「社会のあり方」を提起する「積極的存在」にならないといけない。政権批判の

「マイナー」な存在ではなく、自らのビジョン、理念を語る存在に！ 
 
２．若者はなぜ、選挙を選択しないか？ 

〇高知市長選挙で投票しましたか？ 
 全体の投票率 28.93％（前回 28.05％） 
 抽出投票率 20～24 才 11.49％ 25～29 才 18.07％ 
  30～34 才 16.58％ 35～39 才 21.05％  
  70～74才 52.00％ 女性最高は75～79才51.46%  男性最高は70～74才53.51％   
※低投票率は、立候補者の共同責任。誰が選ばれるにしろその「正当性」が問われる。

政治の敗北。同時に、主権者の敗北。また、マスコミの敗北（「顔ぶれ・戦いの構図に新

し身がない」「争点が浮き彫りにならなかった」などという第 3 者を決め込むことはで

きない。争点を明確化するよう報道する主体的な責任がある。国政選挙、県政選挙、市

町村選挙と投票率が、下がる傾向あり。マスコミへの露出度の違いが一因であることは、明ら

か） 
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〇期日前投票所 高知大学への設置は、「過剰サービス」「甘やかし」か？ 
 高知大 男 68 女 69 計 137 
   20～24 才 男 21 女 22 計 43 
 イオン 男１,200 女 2,419 計 3,619 
 全体  男 5,530 女 8,637 計 14,167（前回比 1.72 倍） 
 前回  男 3,367 女 4,866 計 8,233 
〇高知市における 国政選挙 46％、県議会議員選挙 42％、高知市議会議員選挙 38％。 
 2015.12 衆院選 全国 52.66％ 2013.7 参議院選挙 全国 52.61％ 
 高知県人は、政治好きか？ 精々、「床屋談義」「居酒屋談義」か？ 
〇政治とは？ 「支配する政治」と「代表する政治」 
 「苛政は虎よりも猛し」（礼記らいき） 
 国民が政治をあきらめても、政治は国民をあきらめない 
 政治は、国民の無関心を好む。無関心は、暴政の温床。 

① 愚民政策 ３Ｓ政策：Screen、Sport、Sex 
② 政治をあきらめさせる 暴政（愚政）が、国民をあきらめさせる。権力者は、自己

の失政さえ利用し、国民を政治から遠ざける。 
③ 分断統治（隊列にくさびを打ち込み、敵の主力を孤立させる。「共産党排除」もそ

の一種。特定の考え方を「排除」する手法は、民主主義とは本来相容れない。考

え方の異なる集団、個人であっても、その自由を守るためであれば、闘うのが本

来の民主主義）。 
⇒「政治を諦めたら、国民の負け」「国民を諦めたら、運動の負け」 

 ※「支配してくる政治」には、それでも「多少」反応するが、「代表する政治」には

まだまだ、親密さを感じていないのでは？政治は、自ら関わるもの。 
〇「茹でかえる」の話し （熱湯に放り込まれたら飛び出るが、水から徐々に加熱された

ら、良い気分になっているうちに茹でられてしまう） 
〇ショックドクトリン（惨事便乗型資本主義 ナオミ・クライン）戦争、テロ、自然災害を利

用し、今までできなかった政策を強行する。 
※権力者は、「ぬるま湯」だけではなく、「熱湯」さえ「利用」する。 
〇理性の重要性。頭は冷たく、心は熱く。知・情・意・行の一体化。しかし、感情を高

ぶらせながらも、どこか「冷静な第３者」が必要。それは、自己の内にも、組織の中に

も。 
 感情は、良い方にも、悪い方にも同調する。賢者は、慣れ親しんだとしても、決して染

まらない。理性もそうだ。 
〇今の若者はどのような成長過程をたどるのか？ 
昔の若者の成長過程 「文学青年」の時代があった。太宰治への感染。「暗い顔」が、青春

の証明。内面を掘り下げ、そこから「大人」に成長して行く。 
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 内面の深掘りから、現実に飛んで行く。現実の壁にぶつかり、飛び越えるか、立ちす

くむのか？また、穴を掘るのか。悩む青年は、成長する。 
 文学青年は、「書を捨てて街に出よう」（寺山修二１９６７年作） 
 ※大前提への「疑問」、「反発」、「抵抗」。 
 ※人生への疑問、問いかけの時期を経ずに、社会運動にどう到達するのか？ 
 「悩む青年」（ガラスの心を持った青年）と「悩まない青年」との２極化。 
 「止まない雨はない」「明けない夜はない」は、高度経済成長期の「真実」ではあって

も、低成長・マイナス成長の今では、「根拠なき楽観主義」？この時代の迷える羊には、

「雨もやまない」し、「夜も明けない」！（ガラガラポン思考への傾斜の危険性）。 
迷路に迷い込んだ青年にどう働きかけるのか？むしろ、どう寄り添うのか。労働運動

の新たな課題。他団体とのネットワーク。（高知うろこの会、ネットホップ、行政の支

援事業・・・） 
「悩まない」青年にどう接するのか？どう気づきを持ってもらうのかも、これまた、

新たな課題。 
※「対局悲観、着手楽観」が重要。現実を厳しく見る（一見悲観主義）、だが、悲観は

しない。打つ手については、あれもこれもやってみる価値あり（楽観主義）。 
〇書を（も）読み、ＳＮＳでつながり、街に出よう 

〇ＳＮＳは、自己を鍛えるか？ 
 ツイッター：１４０文字。言葉を削る ⇒ 言葉を磨く。 
 ツイッターとＦＢとブログの「三段活用」法とは？ 

 ツイッター：情報を拾う。 
 ＦＢ：単なるシェアではなく、一言付ける。 
    記事を比較して載せる。 
※エイゼン・シュタインの「モンタージュ理論」。例えば、シーン A：大きな肉を頬張る赤ら

顔の肥え太った資本家、シーン B：痩せ衰えた労働者が行き倒れになる。この何の関係

もない別々のシーンを並べることによって、「資本家が、労働者を搾取する」という思

想を見る人の中に喚起する。：記事同士の化学反応を起こさせる（単純な連想かもしれ

ない）。 
〇何が、人間を変えるのか？－きっかけ、こだわりと、気付きと仲間。 
「結局は自己責任だ。行動を起こすのも、起こさないのも。これから、何かをするかもしれな

い、しかし、ずっと何もしないかもしれない。それも、自己責任」 
 この言葉は、「後ろ向き」でもあり、「前向き」でもある。 
 これは、個人にも、集団としての国民にも当てはまる。個人は、一人でも良いから「仲

間」を見出すこと。集団は、目的を持った「組織」になること。最初は２人からかもし

れないが。 
以上 しかし つづく 
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2015 年 11～12 月「職場活動活性化・総点検月間」チェックシート 

（組織名） 

 ※チェックしたものを、依頼された単産もしくは地方労連にご提出ください。 

● 単組・支部用  

できている=○ ある程度できている=△ できていない=× 

1.会議の開催について  

(1)職場（分会）会議  

 ① 定期的に開催しています。   

 ② 過半数の組合員が参加しています。   

 ③ 職場の不満や要求が出されています。   

 ④ 出された不満や要求は、執行委員会にすみやかに知らされています。   

(2)執行委員会  

 ① 定期的に開催しています。   

 ② 会議は毎回成立しています。   

 ③ 職場の実態や組合員の声や要求を出し合い、論議できるように心がけています。   

 ④ 決定した内容は、すみやかに職場に知らせています。   

(3)定期大会  

 ① 1 年に 1 回大会を開催しています。   

 ② 実出席で過半数を超えています。   

 ③ 活発な討論が行われています。   

2.要求づくりについて  

 ① 職場の働くルールを守るための点検活動を行い、要求に活かしています。   

 ② 要求づくりに向けてアンケートやヒヤリング活動を行っています。   

 ③ 要求案については、すべての職場で論議が行われています。   

3.安全衛生、レク、組織拡大などの取り組みについて  

 ① 労働安全衛生活動に取り組んでいます。   

 ② 職場（分会）での懇親・交流、文化・レクリェーション活動に取り組んでいます。   

 ③ 職場の労働組合未加盟の人たちとの対話、組織化の取り組みをすすめていま

す。 

  

 ④ 単産や地方労連などから要請された署名に取り組んでいます。   

4.情報提供（機関紙・ﾆｭｰｽなど）について  

 ① 定期的に発行しています。   

 ② 全員が読めるようになっています。   

 ③ 執行委員会の決定事項や労使の交渉内容などをニュースですみやかに知らせ   
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ています。 

 ④ メールやブログ、ホームページなどを活用しています。   

5.学習・教育活動について  

 ① 新入組合員教育を行っています。   

 ② 執行委員会のなかで、定期的に学習活動を行っています。   

 ③ 単産や地方組織の労働学校、全労連わくわく講座、勤労者通信大学などを位置

づけています。 

  

6.交渉力の強化について  

(1)団体交渉  

 ① 交渉の際の役割分担（趣旨説明、記録、まとめなど）をあらかじめ決めています。   

 ② 労働者の雇用や賃金・労働時間にかかわる事項、人事など重要な事項について

団体交渉の議題にしています。 

  

 ③ 使用者に経営数値など必要な情報について公開させています。   

 ④ 妥結内容については、文書で協定化しています。   

(2)職場（分会）交渉  

 ① 職場（分会）要求にもとづいて職場交渉を行っています。   

 ② 職場（分会）会議で出された要求について改善がすすんでいます。   

 ③ 職場交渉の内容について執行委員会は把握しています。   

7.正常な労使関係の確立に向けて  

 ① 不誠実な団体交渉、団体交渉拒否などの不当労働行為は行われていません。   

 ② 締結している労働協約・労使協定の一方的な破棄、不履行はありません。   

 ③ チェックオフ(組合費の天引き）協定を結んでいます。   

 ④ 組合事務所（あるいは協定等で組合事務所同様につかえる部屋等）があります。   

 ⑤ 職場に組合掲示板、もしくは掲示できる場所があります。   

 ⑥ 時間内組合活動が保障され協定を結んでいます。   

集計 

できている=○   

ある程度できている=△   

できていない=×   

 

 

 


