
- 28 -

第１号議案

2020年度 運動方針(案)

＊ 部分は、青森地区本部独自の取り組み方針

はじめに

１．私たちは、昨年10月19日に開催した第66回定期大会において確立した年次方針に

基づき、諸課題の実現に向け積極的に取り組んできました。全駐労全体での取り組

みでは、これまで一貫して組合が要求してきた祝日の増加については、2015年に日

米両政府における新「特別協定」協議で合意した事項の中に、段階的な祝日の３日

追加を盛り込ませ、2016年度の山の日(８月11日)に続き、昨年度は４月１日より従

業員の誕生日が祝日として適用されました。組合の「対立ではなく話し合い」との

基本スタンスの下で、新たに在日米軍司令部Ｊ１４の労務課長に就任したマギー・

ルー氏との信頼関係の構築にも努め、これまで管理休暇は施行直前に周知されてき

ましたが、５月１日の天皇即位日に関しては、１ヵ月以上前の周知となりました。

２．早期解決優先事項(通称ＦＴＩ：Fast Track Issuesの略。2012年３月より開始)

では、従来の団体交渉ではなく、組合・在日米軍・防衛省の三者協議により、契・

協約の改定を実現してきました。中央段階においては、在日米軍と組合との直接対

話を通じて率直に意見交換する場が構築されつつあり、早期解決を求めてきた「傷

病休暇無休期間３年延長」などのパッケージ案件のうち 「ほう賞休暇制度」の契、

・協約改定が本年４月１日付で調印・実施することができました。これも三者協議

を通じて米側に直接かつスピード感を持って伝達できる道筋が確立したことによる

賜物です。また、在日米軍司令官の肝いりで発足したにも関わらず、エクスチェン

ジ職場で差別的取り扱いがなされている特別昇給制度については三者で検証し、早

期是正を求めていきます 「対立ではなく話し合い」で解決できる三者協議の機会。

を多く設けていくことは、非常に重要であり、今後も様々な課題に恒常的な三者協

議会の設置を目指して取り組んで参ります。また、中央のみならず、地方における

労務問題等について早期解決を目指し「話し合い」で解決できる機会を数多く設け

るためにも、各地区本部・支部との連携を強化していきます。

３．2021年３月31日には「特別協定」が５年の期限を迎えます。厳しい国内財政状況

から、これまで同様に日本政府内の議論においてもＩＨＡの労務費負担や駐留軍等

労働者の賃金水準そのものに対し様々な厳しい意見が出されるものと思われます。
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しかし、日米同盟の深化・拡大が重要事項であることは両国が確認しており、防

衛白書にも「在日米軍の円滑な運用に欠くことのできない存在」と明記され同盟強

化の一翼を担う私たち駐留軍等労働者の雇用の安定、労働条件の維持・改善は必要

不可欠です。雇用の安定を大義として締結された特別協定に関わる当事者として、

次期特別協定の改定協議に私たちの声が反映されるよう求めていくことが重要とな

ります。

４．青森地区本部としての取り組みでは、AAFES自動販売機職場の閉鎖問題では、組

合員については傷病休暇中の１名を除く２名が本人の希望に沿った形で配転等の

手続きを終えることが出来ました。また、長年の懸案となっていた基地内での組

合情報等の掲示については、６月に行われた三者協議会を経て、８月から掲示を

スタートすることが出来ました。また、 重要課題である組織拡大では、2019年

度は、前年を上回る組合員数の増加が出来ました。これまでの地道な取り組みが

少しずつですが浸透してきたものと思われます。

５．これらの取り組みを振り返り、組合員の期待に応えるためにも組織を強く大き

くすることが 大の課題であるとの認識の上に立って、邁進していくことを決意

し 「2020年度運動方針（案）青森地区本部の主要な取り組み」を提案します。、

なお、全駐労全体の「2020年度運動方針」並びに「中央経過報告」の詳細につ

いては定期全国大会資料（別冊）を参照していただき、全駐労全体の運動方針の

ポイント並びに青森地区本部独自の取り組みについては、後述の「2020年度運動

方針（案）のポイントと青森地区本部の主要な取り組み」で提起することとしま

す。
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１．雇用確保・離職者対策の強化

（１）在日米軍再編に伴う雇用確保の取り組み

１．沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画を巡り、沖縄防

衛局が埋め立て事業に着手してから７月１日で５年を迎えました。当初の工程表で

は着手から５年以内に埋め立て完了を想定していましたが工事は遅れています。沖

縄県は沖縄防衛局に対し行政指導により工事中止を求めています。翁長雄志前県政

は2018年に埋め立て承認を撤回しましたが、石井啓一国土交通大臣が撤回取り消し

、 、 。を裁決し 玉城デニー県政は裁決の取り消しを求め ７月17日に国を提訴しました

これによって、辺野古問題は新たな局面に突入しようとしています。

． 、 。２ 厚木基地の米空母艦載機部隊は 2018年３月に岩国基地への移駐を完了しました

移駐先である岩国基地及びその近隣に米軍人・軍属、家族の約3,800人が転入する

ことになりましたが、大規模な転入に伴う従業員の配置計画と移駐元の厚木基地の

今後の運用計画など、雇用に影響を及ぼすであろう詳細な情報は皆無に等しく、早

急な人員配置計画の把握と提供、それらの情報が報道先行にならないよう求めてい

きます。

３．2017年３月27日に国会で可決・成立した「米軍再編特措法 （2027年３月末まで」

延長）による技能教育訓練を確実に実施させる他、これまで防衛省に対し継続雇用

を前提とした前段的な措置として要求してきた、①米側要員の職位を日本政府雇用

に切り替えるなど継続雇用に必要な職位を確保すること、②軍・部隊・基地を超え

た広範囲な対象従業員の希望を尊重した転任・配転を可能とするなどの具体案を引

き続き求めていきます。

４．また、在日米軍再編に係る雇用確保対策については、従業員代表(全駐労)、雇用

主防衛省、ＬＭＯで構成する中央・地方の雇用調整機関（米軍再編に係る情報交換

会等）を必要に応じて開催するとともに、個別具体的な雇用計画、雇用調整にあた

っては、関連する必要な人員の配置等、雇用主責任が果たせる労務管理体制の確立

を図ることなどを中心に雇用対策を求めていくこととします。

（２）雇用の安定確保の取り組み

１．在日米軍再編を除くその他の基地及び駐労雇用について、常用従業員を基幹労働

2020年度 運動方針(案)のポイント/青森地区本部の主要な取り組み

～ 具体的な取り組み ～
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とする原則を踏まえた雇用安定確保対策の推進を求め、欠員の完全補充、業務量に

見合う人員の確保を求めていきます。恒常的な業務の遂行にあたっては、ＨＰＴ、

限定雇用、直接雇用・ＰＳＣ、派遣労働の乱用に反対し、これらの業務従事者につ

いて常用化とすることを要求します。また、米軍再編等による再配置への対応や育

児休業等長期不在者の代替などには「限定期間従業員制度」の運用で雇用安定確保

に取り組みます。さらに、個人請負には馴染まない職種のＰＳＣ募集など、偽装請

負が露見した場合には、国政の場で追及するなど、違法行為は認めない姿勢で対処

して参ります。

２．駐労においては週勤務時間が25～30時間以下のパート労働者が在籍し、その方達

は将来を見据えた生活設計を立てるにも厳しい状況下にあります。通常の生活が成

り立たない労働者の存在を日米の政府機関が容認し、放置することは許されること

ではありません。日本国憲法で保障されている健康で文化的な生活権の確保という

視点からも、フルタイムを希望する常用パート従業員については、優先的にフルタ

イムに転換する制度の確立を求めると共に、パート従業員を現在以上に増員せず、

将来的には減員することを要求します。

３．2012年に成立した改正労働契約法では、同じ職場で５年を超えて働いた場合、本

人の希望に応じて期限の定めのない雇用に転換できることから、2018年４月にＨＰ

Ｔ雇用制度を改正させ、対象者は常用従業員での採用、改正ＨＰＴ制度の雇用期間

は 長３年としましたが、今年度４年目、５年目となるＨＰＴ従業員の常用化に向

けた取り組みも強化します。なお、限定期間従業員など、長期間反復雇用されてい

、 、る有期雇用の従業員についても 常用雇用に切り替えるよう要求していくこととし

臨時的業務については、限定期間従業員制度の対応で十分であることから、ＨＰＴ

制度は将来的廃止を要求します。

４．今日的な雇用情勢の中では、私たち自らの意識も改革していかねばなりません。

2016年４月よりＭＬＣに導入された語学能力級(ＬＰＬ)をはじめとして、駐労の職

場でも能力を向上することが自らにとっても有利であり、また、基地を離れること

を余儀なくされた場合、民間に再就職する際にもより高い技術、資格を持っている

ことが有利になります。そういう意味でも技能向上の努力は必要であり、組合とし

ての能力開発支援策についても取り組んでいきます。

５．三沢基地における雇用の安定確保の取り組みでは、2019年３月に行われた防衛

局・防衛事務所との労使協議会で雇用情勢に影響を及ぼすような変動は無いとの

回答がありましたが、昨年のAAFES自動販売機職場の閉鎖問題のように今後も米軍

の予算削減や運用変更により一方的な職位の削減や労働条件の切り下げが行われ

ることを十分念頭において、万が一雇用への影響が具体的になった場合は、中央

本部と連携して雇用確保に全力を挙げることとします。

また、三沢基地で続いている限定期間従業員の募集については、必要な業務は
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常用雇用で募集するよう、引き続き、防衛事務所を通じて米軍に強く求めていき

ます。

さらに、三沢基地での限定雇用の反復雇用問題が全駐労年次要求事項に入れら

れたことを踏まえて、改正労契法に基づく５年超雇用者の常用雇用への切り替え

が適切に行われることと正当な理由の無い雇止め等が行われることのないよう中

央本部と連携しながら取り組みを強化していきます。

（３）改正高齢従業員制度の適正運用について

１．駐労の高齢従業員制度は、再雇用拒否を巡る法廷闘争や労使協定破棄など組合の

粘り強い取り組みにより、2016年12月２日に改正調印され、2017年１月１日施行で

運用されています。私たちが働く米軍職場においては、制度が改正されたとしても

適正運用がなされているか常に監視し続けていかなければなりません。近年でも、

2018年に横須賀ＤＤＹＪとキャンプ瑞慶覧ＮＡＶＦＡＣにおいて、高齢従業員再雇

用拒否問題が発生しました。防衛省に不承認取り消しを求め、駐労議連三役による

防衛省・外務省へのヒアリングを実施、同年４月の中執・中闘団交、６月の大衆団

交の結果、一応の解決を見ることができましたが、今後も適正運用の継続に向けて

気を抜くことができない課題です。

２．三沢基地における継続雇用制度の運用では、昨年12月期と本年６月期の定年退

職者の再雇用については、希望する組合員全員が再雇用されており、再々雇用者

についても希望者全員が再雇用されました。

しかし、再雇用対象者が年々増えていく状況のなか、全国では毎年のように再

雇用が認められないことが発生しており、三沢でも過去に組合未加入者で再雇用

が認められないケースが確認されていますので、青森地区本部として組合員が安

心して65歳まで働けるよう、高齢従業員制度の運用について厳しく監視を続け、

職場監督者による恣意的な対応や不当な圧力などにより再雇用を諦めることが無

いよう雇用主・防衛事務所並びに使用者軍側に対し強く求めていく必要がありま

す。

（４）日本政府による労務費負担の継続

１．現特別協定は、2021年３月31日で５年の期限を迎え、これから日米政府間で次期

特別協定締結のための協議が行われることとなります。

状況としては、過去の特別協定改定協議以上に、アメリカ政府は日本政府の費用

負担増を求めてくることも想定されますが、日本政府からはＩＨＡの労務費負担や

駐留軍労働者の賃金水準そのものに対してもさまざまな意見が出されてくるものと
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思われます。私たち全駐労にとっては、特別協定によって労務費を日本側が負担す

ることが雇用の安定、労働条件の維持につながり、重要な意味を持ちます。また、

雇用の安定を大儀として締結された特別協定に関わる当事者として、次期特別協定

の改定協議に私たちの声が反映されるよう求めていくことが重要となっています。

具体的には、以下の基本的な考え方を踏まえ、駐労議連の協力を得て進めていく

こととします。

(1) 次期特別協定の改定協議に向けては、ＩＨＡを含めた労務費負担の対象範囲を維持す

るとともに、ＡＡＦＥＳ等における雇用問題などを解消するための雇用安定に資する上

限人員数の確保をめざします。

(2) 1991年１月17日の第659回日米合同委員会での合意、いわゆる「国内法令遵守、国家

公務員準拠」での契・協約を改定する努力を改めて求めることといたします。

(3) 決定権限や基地内立入などの雇用主責任体制の確立、労使間の関係改善、賃金・労働

条件については、労務費負担の実態に即した制度に改めるよう求めていきます。

２．駐留軍等労働者のステータスの確立

（１）駐留軍等労働者の身分に関する基本方針

１．駐留軍等労働者が様々な不利益、制約を受けていることを踏まえ、ステータスの

確立については、国の安全保障という公務に携わる者としての身分上の位置づけを

法律で明確にし、その上で、給与等の処遇及び雇用の安定、能力開発、福利厚生に

ついては、原則として国家公務員に準じた施策を実施すべきです。そのための経費

(労務費等)については、雇用主である政府の責任において確保すべきであります。

（２）法的身分の明確化に向けた具体的な取り組み

１．そのための基本的な取り組みとして、我々が求める「法的身分」を明らかにする

ため現在行っている沖縄大学の春田吉備彦教授を中心とした専門家との共同研究・
き び ひこ

調査を2021年を目途に進め、調査研究結果及び労務管理に関する検討会報告を根拠

として、私たちの雇用主である防衛省および、ＬＭＯ等に関連する法律の中に、駐

留軍等労働者の身分をはじめ雇用、賃金・労働条件の決定方法、福利厚生などを規

定させることによって、法的身分を明確にさせることを求めていくこととします。

、 、 、 、なお 取り組みを進めるにあたっては 駐労議連 顧問等の協力・助言を得ながら

国会・地方議会・連合などを通じた政策的な働きかけも検討することとします。
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３．国内法令遵守、労働慣行の尊重

（１）従業員の安全確保と衛生管理の徹底

１．従業員に対するアスベスト対策については、アスベストに係る米軍窓口「アスベ

ストプログラム管理官」を設置させ、米軍基地・施設の安全担当者に直接連絡でき

る体制を確立することができました。また、日米双方が部署間の連携強化と問題認

識の共有化、対応策の強化にも努めさせてきました。しかし、全駐労各地区本部・

支部などから報告として、各軍・各基地によって「アスベストプログラム管理官」

が日本環境管理基準(ＪＥＧＳ)に規定されているような活動実態にないとの懸念も

示されています。今後は 「アスベストプログラム管理官」が正常に機能するよう、

取り組みを継続します。

２．東日本大震災の発生にともなう福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故が発生し

たことを受けて国の原子力災害対策指針が改正され、原子力艦災害マニュアルも改

定されました。組合が、これまで求めてきた従業員の避難や行動の基準等について

は、在日米海軍横須賀基地と厚木基地において 『緊急準備ガイド』が周知されて、

いましたが、昨年、在日米海軍作成の「緊急事態対策ガイドブック」が米海軍施設

に勤務する従業員に配布されました。従業員への安全確保対策の観点から他軍にお

いても、同様な対応となるよう引き続き防衛省に対して求めていきます。

３．在日米軍基地・施設の中には戦前、あるいは終戦直後から70年以上使用されてい

る建物が数多く存在します。当然のことながら、そうした老朽化施設は、現行の建

築基準法の耐震基準に則って建設されたものではなく、大規模地震が発生すれば倒

壊する危険があります。私たちが地震大国・災害列島で生活しているという認識の

もと、防衛省に対し、老朽化施設で職務に従事する従業員の安全確保に関する早急

な対応を、引き続き求めていきます。

４．2017年春以降、北朝鮮がミサイル発射実験を繰り返したことから朝鮮半島情勢の

緊張が一気に高まりました。在日米軍基地においても、こうした事態を反映したと

思われる動きが見られ、緊急時における従業員の勤務態勢について、全従業員をミ

ッション・エッセンシャル(ＭＥ)に指定できるとする在日米軍の指針(USFJ Instru

ction36-502)が2017年８月９日付で発出されました。また、同指針に基づいて従業

員に署名を求める軍・部隊も出ていますが、防衛省本省や在日米軍指令部からの説

明と異なる運用により現場で混乱を招いています。こうしたことから、組合は2019

年４月３日付けでＭＥに関する質問書を提出し回答を求めていたところ、2019年7

月16日付けで基本的な考え方を組合に示しました。

５．この基本回答によれば「ＭＥ従業員とは、主に台風や大雪等の悪天候時において
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暫定的・一時的に基地が閉鎖された場合でも、通常の勤務を求められる従業員であ

、 、 」り ＭＥ従業員に指定されたからといって 特別な任務が付与されるわけではない

「米軍の指針には、ＭＥ従業員は、緊急時又は緊迫した状況下においても出勤を求

められるとありますが、直ちに従業員の身に危険が及ぶような状況下での出勤は求

められるものではありません」など、従前より確認してきた「従業員は非戦闘員で

あり、テロ行為などの場合は戦闘行動に参加させることなく、避難させることを原

則に対応する」に加え 「従業員の安全確保について、具体的なテロ行為などが行、

われた場合などにつき在日米軍の指針への明記も米側と協議していく」との基本姿

勢を示しています。今後は、ミッション・エッセンシャルの考え方や緊急時に求め

られる業務の範囲などについて、従業員の安全確保という観点から、雇用主防衛省

、 「 」 。を通して 在日米軍とも調整しつつ Ｑ＆Ａ の作成を追求することといたします

６．三沢基地における安全確保・衛生管理の徹底に関する取り組みでは、現存して

いる古い建物等で未だにアスベストが残っている物があることから、在職者の新

たな被害が発生することがないよう雇用主・防衛事務所に必要な措置を講ずるよ

う求めていくとともに、アスベスト疾病が多くの場合発症までに数十年もかかる

、 。ことを念頭に 引き続き健康診断対象者の選別に遺漏がないよう求めていきます

７．また、三沢基地内の老朽化施設の問題については、組合が労使協議会の度に従

業員の安全対策を求めているにも関わらず、残念ながら今年も米側の対応を理由

に防衛本省から具体的な解決策が示されていないとの回答でした。災害はいつ起

こるか分からず、従業員の安全対策は、雇用主、使用者双方が責任を持って取り

組むべき重要課題であり、青森地区本部として、引き続き中央本部とも連携して

施設の耐震診断の実施や補強などの必要な対策の実施と緊急時の避難や行動につ

いての周知など従業員の安全確保対策を求めていきます。

（２）法令遵守、公務員準拠の取り組み

１．育児・介護休業制度については、2017年１月と同年10月の２度にわたって国家公

務員準拠による契･協約改正を実施させ 「子の看護休暇 「介護休暇」の部分有給、 」

化、育児休業に関して 長２歳まで取得できることになりましたが、国家公務員と

の格差２日を有給化とする課題が残っています。そこで、介護休業等の申請に準じ

、 、た子の看護休暇申請手続きの簡素化を実現し より休暇が取得しやすい環境を整え

従業員の負担軽減を目指すとともに引き続き「国家公務員準拠」の観点から子の看

護・介護休暇の完全有給化、そして次世代育成支援策の確実な実施を求めることと

いたします。

２．2012年成立の改正労働契約法は、同職場で５年を超えて働いた場合、本人希望に
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応じて期限の定めのない雇用に転換できるとされており、ＩＨＡ(ＨＰＴ)の制度改

、 、正は実施させましたが 限定期間従業員制度等の有期雇用についても実態を把握し

実態に応じて無期転換制度を要求します。また、2018年６月に成立した「働き方改

」 、革関連法 で明記された同一労働同一賃金の原則に基づく従業員の処遇のあり方や

、 、従業員に影響を及ぼす可能性のある その他の関連法についての調査・研究も進め

状況が整い次第、雇用主防衛省に対して要求してまいります。

３．駐労職場においても「障がい者雇用促進法」の立法趣旨を受け止め、労働組合と

しての社会的責任と役割を果たす観点からも、まずは障がいを負った従業員に対し

て、配置転換等による雇用継続など、障がい者の雇用促進について具体的に推進す

るよう求めていきます。

４ 「自らの生命と身体は、自ら守る」という基本原則にたって、日本の労働安全衛．

生法に基づき、労働組合の推せんする委員が参加する安全・衛生委員会の設置と、

安全衛生管理者の育成・適正配置が早急に実現するよう求めていきます。

５．日常の労働災害防止、労働者の生命と健康を守る闘いでは、従業員のメンタル

ヘルス対策としてストレスチェック制度は導入されたものの、実際にメンタル疾

患等で休職した従業員の総合的な健康管理を行う「労働健康管理委員会」の設置

や職場復帰支援プログラムの策定が遅れている状況です。メンタル疾患で長期休

職に至るケースが毎年のように発生しており、組合としても該当する組合員への

支援を可能な範囲で慎重に行っていく必要があります。また、その他の疾病によ

る長期休職組合員についても同様に必要な支援を行っていきます。

さらに、近年、気候変動や異常気象により北東北でも猛暑日が続くなど、熱中

症対策が必要な状況になっています。職場や作業環境に問題がないか検証し、引

き続き、必要な対策を求めていきます。

（３）国内労働慣行の尊重

１．中央段階においては、早期解決優先事案(ＦＴＩ)からは、従来の団体交渉によら

ない契・協約改定に関わる三者協議の実績も積み上げてきました。また、地方段階

においても基地内組合活動の許可手続を巡る協議を可能とするために、米側の基本

指令(ＳＩ)が改定されました。こうした実態を踏まえ 「対立から対話」による問、

題解決の体制を盤石なものとするため、全駐労・防衛省・米軍で構成する恒常的な

三者協議会の設置を引き続き求めていきます。加えて、こうした中央段階の三者協

議の深化と合わせて、基地内組合活動の自由化を追求していくためにも、地方段階

における三者協議の機会を数多く設けることは重要であり、引き続き健全な労使関

係の構築に向けて取り組んでいくこととします。
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２．労働協約の効力は、法令に次いで優先され、就業規則や労働慣行より優先的効力

を持つとされています。よって、駐労においても信義・信頼に基づく労使関係を確

立する意味で、個別の労働協約ではなく、包括的な労働協約の締結を求めていくこ

ととします。

４．賃金・労働条件の維持・改善

（１）2019年度賃金改定の取り組みと2020春闘について

１．2019年度賃金改定の取り組み及び2020年春闘については、連合が７月５日に公表

した 終回答集計(６月末時点)によれば、月例給は平均賃金方式(ベースアップと

定期昇給を含んだ過重平均)で5,934円・2.07％増となり、昨年同時期比で63円増と

なりました。とりわけ100人未満の組合は初回集計から一貫して昨年同時期を上回

り、かつ、賃上げ分1,661円・0.73％は額・率とも全国規模分で も高くなってい

ます。

連合が2016春季生活闘争から提起してきた「大手追従・大手準拠などの構造を転

換する運動」の定着・前進を示すものであり、賃金水準の規模間格差是正に向けた

前向きな動きであると評価されます。また、一時金については、組合員一人あたり

平均(加重平均)で年間月数で4.86ヵ月(昨年同時期比0.06月減)、年間金額で

1,531,983円（同25,175円減）となっています。

２．人事院は８月７日に、国会と内閣に対して月例給を0.09％、387円、一時金を

0.05月引き上げる勧告・報告を行いました。これを受け公務員連絡会は、本年の人

勧等に対し、①月例給の官民較差に基づく俸給表改定に関する評価、②一時金の改

定が再任用職員で見送られたことや勤勉手当で措置することへの遺憾の意、③住居

手当の見直しへの受け止め、④定年の段階的引き上げをはじめとする高齢期の雇用

と給与のあり方の対応に全力をあげる、⑤長時間労働の是正やハラスメント防止対

策におけるこれからの課題、⑥非常勤職員の夏季休暇が新設されることの評価につ

いての声明文を発出しました。本年の人事院勧告の取り扱いを巡っては、秋の臨時

国会で所要の改正法案が提出され審議されていくことから、今後は政府、国会に対

して人事院勧告の完全実施を求めていきます。

３．駐労においては、2015年秋以降の新特別協定改定協議を巡る厳しい取り組みの中

で、生涯賃金に大きな効果をもたらす特別昇給制度を導入させ、また、2011年度人

事院勧告による55歳以上の昇給停止措置についても引き続き阻止することができま

したが、旧格差給等の経過措置と退職手当の経過措置について段階的な廃止を受け

入れざるを得ませんでした。在日米軍司令官の肝いりで制度を発足させた特別昇給

制度は、エクスチェンジ職場で差別的運用が行われており、退職手当等の生涯賃金
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に影響を及ぼすことから早期是正が求められています。公務をめぐる厳しい情勢の

渦中にあることを認識しつつも、私たちの生活を守る賃金水準の維持・改善を求め

ていきます。さらに、公務員定年延長の動向を踏まえた、駐労における定年延長の

調査・研究を行ってまいります。

４．2020年春闘については、連合、公務労協・公務員連絡会、国公連合に結集して、

それらの方針を踏まえて取り組みます。なお、具体的な2020春闘方針(案)は、来年

２月開催予定の第１回中央委員会で改めて提起し、確立することとします。

（２）賃金制度等の維持・改善

１．駐労の賃金制度は、米軍が使用者という職場環境、不安定な雇用状況などの条件

の下で、歴史的な経過とその中における日米間協議、労使間の合意を経て今日の職

務給制度として確立してきました。これに対して公務員の現行賃金制度は、職務内

容と職階(ポスト)によって賃金が上がっていく制度となっています。このように駐

労と公務員では、賃金制度が異なります。また、国公においては定年延長に伴う給

与改定等の大きな制度見直しが控えているとの情報もあることから、駐労の給与制

度も、それに伴い検討を行う必要があります。よって、昨年より発足した組合・防

衛省・ＬＭＯ三者による賃金制度等勉強会での議論等を深化させ、国公と駐労の格

差解消のための精査に努めていきます。

また、駐労独自の特別昇給制度については、中闘団交や大衆団交などの場におい

て、明らかに米側の恣意的、差別的扱いとも取れるエクスチェンジ部門における運

用の不備を指摘していますが、今後も引き続き適正な運用がなされたか否かの実施

状況の検証を行うことが重要です。

２．国家公務員の病気休暇は有給休暇90日間は駐労と同様ですが、90日を超える病気

は休職制度が適用され、賃金・諸手当の80％が１年間支給されるとともに、休職期

間は 長３年間となっています。したがって駐労の業務外傷病休暇についても、国

家公務員の病気休職制度の運用実態を考慮して、無給休暇期間中の賃金・諸手当の

80％を１年間支給する制度の新設を求めつつも、ペイロールにとどめる期間(在籍

期間)の３年間延長を待ったなしの 優先課題として、一人でも多くの仲間が安心

して治癒に専念できるよう、早期実現を強く求めていきます。

（３）祝日休の追加等休暇制度の改善

１．駐労の祝日休については、新特別協定の日米間合意により、協定期間内の５年間

で段階的に３日の祝日休が追加されることとなり、初年度であった2016年度に８月

11日の「山の日」が対象となり、2018年度は４月１日より従業員の誕生日が祝日に

適用となりました(2020年度には海の日〈７月第３月曜日〉が祝日となります)。長

年の要求が前進したことを率直に評価しつつも、国家公務員との較差日数は、まだ
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３日間残されており、引き続き較差解消を要求していくこととします。また、公務

員の勤務時間は2009年４月１日から、１日７時間45分(１週38時間45分)に短縮され

ましたが この勤務時間短縮の実現については 防衛省がようやく2015年３月に 賃、 、 「

金を引き下げることなく、始業時間または就業時間のいずれか15分を短縮する案」

を対米提案させることができましたので、早期実現に向け、交渉を進めていまいり

ます。

２．駐労では、団体交渉出席のための休暇はなく、専従以外の者は年休を取得して団

体交渉に臨むことが通例であり、交渉当日はもとより前日より休暇を取得して事前

準備に充てるなど大きな負担となっています。したがって、国内の一般的な労働慣

行と国家公務員制度に準じて、団体交渉に参加する者に｢特別休暇｣を与えるよう要

求していきます。

３．現在、夏季休暇の取得期間は、５月１日から９月30日までとなっていますが、９

月は米会計年度の切り替え時期と重なっていることから、予算や会計に携わる従業

員は、夏季休暇の取得が困難となっており、そうした職場の組合員から夏季休暇の

取得期間を10月まで延長して欲しいとの要望が出されています。そうした職場環境

に置かれている組合員の勤務実態を集約し、夏季休暇の取得期間を５月１日から10

月31日までとするよう引き続き要求することといたします。

４．昨年４月のＨＰＴ雇用制度改正により、年次有給休暇の繰越、妊娠休暇(産前産

後休暇 、生理休暇、子の看護・介護休暇、育児･介護休業及び勤務時間短縮をＨ）

ＰＴ従業員にも適用するなど、休暇制度を中心とした大幅な改善を行わせることが

できました。しかし、妊娠、出産に係る休暇は依然として無給のままであり、常用

従業員と比べて不十分な休暇制度となっています。国家公務員準拠との兼ね合いも

、 。ありますが 引き続きＨＰＴ従業員の休暇制度改善に取り組んでいくこととします

（４）福利厚生施策の抜本見直し・改善

１．在日米軍基地は、約２万５千人超もの従業員を抱え、民間大手に匹敵する職場で

すが、従業員の福利厚生施設・施策などは、民間企業や公務員に比べて大きく立ち

後れています。このような実態をしっかりと受け止めて、駐留軍等労働者全員を対

象とした共済組合に類する組織体の新設もしくは防衛省共済組合への加入を求め、

駐労議連等の協力を得て、必要とされる法改正に向けた取り組みを追求します。ま

、 、た 休憩室や更衣室などをはじめとする福利厚生施設の新設・改善要求については

各地区で職場から個別・具体的な要求を吸い上げ、それを集約・精査して具体的に

提案していくこととします。

２．さらに、女性の就業率の高まり、働く者の子育て支援は大きな課題となっており

ます。駐労においても都市部ほど、子育て支援の要望・意見が多く出され、基地・
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施設周辺の保育施設に関する情報提供などの施策も行わせてきました。今後は組合

員の要望を反映させ新たな要求を構築するべく調査･研究を進めると同時に、次世

代育成支援・女性活躍推進のための行動計画に係る実施計画の確実な実施を求めて

いくこととします。

５．労務管理体制の充実・強化

１．駐労労務管理については、引き続き、現地雇用主である防衛局・事務所との職務

権限の見直しを含む連携強化を強く迫り、従業員へのサービス強化につながる労務

管理体制となるよう求めていきます。

２．同じ政府雇用でありながら、ＩＨＡはＭＬＣと比較すると就業計画や勤務時間な

どで、著しく制限・抑圧されている内容の規定があり、また、人事措置に関して意

見の不一致事項がないため雇用主である日本側の関与が排除されています。不利益

部分の解消については、ＭＬＣの改定に合わせてＩＨＡも同時に改定させてきまし

たが、引き続き改善を求めていきます。加えて、各軍別に行っている在日米軍の労

務管理体制を一元化させることを追求していきます。特にＡＡＦＥＳをはじめとす

るエクスチェンジ職場については、権限を持つカウンターパートが不明瞭という深

刻な事態の一刻も早い状況改善を強く求めます。

３．駐留軍等労働者の採用・解雇をはじめとする人事措置の決定権限や賃金・労働条

件の決定および労使関係の問題解決などについては、日本側で 終決定できるよう

な制度に改めるよう求めていきます。また、駐留軍等労働者の基本的人権・プライ

バシー擁護の確保、各種健康管理対策の充実並びにメンタルヘルスに関する対策強

化を求めます。

４．青森地区本部の労務管理体制の充実・強化の取り組みでは、組合員の労働環境

や雇用情勢を判断するためにも、問題発生時の団体交渉とは別に組合と東北防衛

局・三沢防衛事務所・機構三沢支部との四者による定期協議が重要と考えますの

で、現在行われている定期協議を継続することで、職場の状況や基地の動向など

の情報の共有化を図っていきます。

さらに、現在行われている従業員サービスに問題がないか、他基地の状況も確

認し、不十分な点は早急に改善させるよう取り組んでいきます。

６．駐労関係法人の活動支援

１．基地の大変動はいつ起こるかわからず、また、この大変動は特定の地域に集中す
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ることから、ハローワークなど既存の離職対策のための窓口では対応できなくなる

ことも想定しなくてはなりません。そうした事態に備える意味でも、駐労・離対セ

ンターの活動は引き続き維持していくことが極めて重要です。具体的には、地方自

治体に対し補助金の継続に加えて、駐留軍等労働者や既に基地職場を退職した元従

業員に関わる石綿・アスベストなどの健康被害相談事業等についても、センターに

業務委託を行うよう取り組んでいきます。

２．組合は、駐留軍等労働者にとって全国一律の保健・医療サービスを受けられる駐

留軍要員健康保険組合(駐健保)を維持・継続することが必要であると考えます。し

かし、保険給付費や高齢者医療拠出金のは年々増加しており、2022年には団塊の世

代が後期高齢者となる「2022年危機」に代表される、高齢化の進展に伴う納付金等

の不確定要素があることから長期的観点からは、駐健保の安定的な維持、存続には

困難な課題が想定されます。よって、事業主(防衛省)に求められる保険料負担に対

しては必要な予算を確保するとともに、駐健保の継続に資する諸施策を講ずるよう

強く求めるなど、駐健保の維持、継続を支援するとともに、引き続き組合員の声を

駐健保の運営に反映できるよう、組合推薦の駐健保互選議員の皆さんと連携を図っ

ていきます。

３．一般社団法人「青森県駐労福祉センター(駐労センター)」については、三沢基

地の体制が大きく変わるような事態が発生した場合の離職者対策の拠点として活

動できるよう、引き続き体制を整備していきます。

、 「 」また 駐労センターとともに組合退職者の交流の場としての 基地退職者の会

の設立に向け、引き続き「基地退職者の会」発足に向けて努力していきます。

７．社会的・国民的な課題の実現

（１）政策・制度要求実現の取り組み

１．2019年６月６日、連合は復興・再生を支援する取り組みの一環として、第80回中

央委員会を千葉県有明で開催し 「2020春季生活闘争中間まとめ 「2020年度連合、 」

の重点政策」などを決定しました。なお、2020年度の 重点政策は以下のとおりで

す。

【 重点政策】

(1) 自然震災からの復興・再生の着実な推進

(2) 経済・産業政策と雇用政策の一体的推進および中小企業への支援強化

(3)「公平・連帯・納得」の税制改革の実現
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(4) 雇用の安定と公正労働条件の確保

(5) すべての世代が安心できる社会保障制度の確立とワーク・ライフ・バランス社会の早

期実現

(6) 教育機会の均等実現と学校の働き方改革を通じた教育の質的向上

２．全駐労は、引き続き中央・地方段階において、連合の要求と提言・重点政策の取

りまとめの議論に参加するとともに、策定された 重点課題・重点政策の実現に向

けた諸行動にも積極的に参加していくことといたします。

（２）平和と民主主義を守る取り組み

１．平和と民主主義は、すべての人々の共通課題であり、これなくして、人々は安心

して生活することができません。とりわけ世界貿易に依存し経済発展をとげてきた

日本にとっては、世界の平和と安定が重要になっています。安倍首相は、第25回参

議院議員選挙に際して憲法改正を争点のひとつとして掲げ、与党は改選議席過半数

を超える71議席を獲得し、参議院で合計141議席を占める結果となりました。仮に

憲法が改正され「集団的自衛権」による自衛隊の海外派兵が常態化すれば、その先

には、米軍を直接支援する私たち駐留軍等労働者の紛争地域へのなし崩し的な派遣

も危惧されます。こうした政治的懸念を鑑みながらも、私たちは、平和憲法の崇高

な理念のもとに、国際社会の中で世界平和と民主主義の実現を目指さなければなり

ません。

２．この世界平和の実現は、国連中心主義を基本理念として掲げ、国際協力を中心と

して運動を進めていきます。また、グローバル経済の下で地域間の格差が拡大して

いる中で、途上国の経済社会発展、民主化推進を求め、世界平和の基礎となる貧困

、 、 。問題の解決 人権擁護 環境保全などの実現に向けた運動にも取り組んでいきます

さらに、世界的な軍縮を推し進め、核兵器、生物・化学兵器の全廃に向けた行動

。 、 、を展開していきます 今年度の具体的な活動としては 連合主催で開催される沖縄

広島、長崎、北海道の「平和行動」に参加していくこととします。

（３）駐労政策課題実現の取り組み

１．私たちはこれまで「駐留軍労働政策議員連盟(駐労議連)」の国会議員を中心に駐

労政策課題の実現を推し進めてきました。2019年４月の衆議院沖縄３区補欠選挙で

は、沖縄県知事となった玉城デニー前議員の後継として屋良朝博衆議院議員が誕生

しました。７月21日投開票で施行された第25回参議院議員選挙においては、比例区

では全駐労推薦の小沢雅仁参議院議員が誕生、改選期を迎えた重点候補者の牧山ひ
まさひと

ろえ(神奈川)、榛葉賀津也(静岡)、森本真治(広島)各議員全員が再選を果たしまし

た。駐労議連には、加盟を希望する国会議員もいることから、今後、海江田万里会

長、那谷屋正義事務局長を中心に調整のうえ、議連を開催して、新メンバーの加盟
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承認を決定することとなります。

２．次期国政選挙は政権選択の衆議院議員選挙です。全駐労は駐労問題に関して、理

解ある議員を一人でも多く、国政の場で増やすことを念頭に、次期衆議院議員選挙

に臨まなければなりません。

３．こうした国政段階における政治的な関わりに加えて、特別協定や臨措法などの継

続の取り組み、基地の整理縮小に伴う雇用確保などの対策をはじめとする駐労政策

課題の実現には、米軍基地を抱える県や市町村などの理解と協力が不可欠であり、

そのためには、国会議員と地方議員の連携が必要です。こうしたことから、駐労議

連のメンバーを中心とした地方版駐労議連の枠組みづくりに取り組んでいくことと

します。

（４）共闘運動の取り組み

１．中央段階における共闘関係は、オブザーバー加盟を含め政府予算に関係のある、

、 、13組織で構成する国公連合(国公関連労働組合連合会)に全駐労として加盟し 連合

公務労協、国際公務労連(ＰＳＩ)、教育文化協会には、国公連合を通じて参加し活

動を進めていきます。また、労働者福祉中央協議会(労福協)および、石綿対策全国

連絡会議については、全駐労として加盟していきます。さらに、韓国の駐留米軍基

地で働く労働者で組織している全国駐韓美軍韓国人労働組合(駐美労組)との交流

も、引き続き進めていきます。

２．地位協定改定・見直しに関しては、全駐労を含む15地方連合会で構成する「日米

地位協定の抜本見直しに向けた対策会議」がとりまとめた「地位協定改訂見直し連

」 、 。合要求 が 2004年１月16日の連合第４回中央執行委員会において了承されました

この中には、全駐労が求めた、①第３条に公務に関わる雇用主の基地内立入に同意

する旨を明記、②12条５項の「相互間で、別段の合意をする場合を除く」の削除、

③12条に日本側による雇用条件決定権限を追加、④12条６項を「裁判所・労働委員

会の決定を 終決定」とする内容に改正を求めた４要求が全て含まれています。

よって、全駐労が求めている米軍優位の地位協定の影響を受けている当事者とし

「 」 、て 駐労職場における時代錯誤的な労務管理の実態 を明らかにしていくとともに

同協定の抜本的な改定・見直し要求運動に積極的に参加しその実現をめざします。

３．青森地区本部の共闘関係は、三沢地区・上十三地域を含めて引き続き連合青森

の活動を中心に進めていくこととします。具体的には、連合青森執行委員を派遣

し、連合上十三地域協議会（地協）では、副事務局長を派遣していきます。

また、全駐労が中央段階で産別として加盟している国公連合が青森県には組織

されていませんので公務関連として青森県公務労協に幹事を派遣するとともに国

公連合については、これで通り国公連合東北地区協議会の活動に引き続き可能な
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範囲で協力していくこととします。

８．組織拡大と強化・活性化の推進

１．全駐労が駐留軍等労働者を代表する組織として求められている役割と責任を果た

すため、単一組織としての機能・役割を強化する組織改革を実践してきましたが、

このことと合わせて組織拡大が 大かつ喫緊の課題となっています。

これまで、全駐労全体の組織率が も高かったのは、1995年６月の68.1％(組合

員数15,004人、従業員数22,043人)ですが、本年３月末現在の組織率は、59.4％(組

合員数15,325人、従業員数25,800人)と、 も組織率が高かった時と比較して、8.7

ポイント低下したことになります。

． 、２ こうした中においても長年の懸案課題であった祝日(５年間で３日)追加をはじめ

改正育児休業法に係る「 長２歳まで育児休業の再延長が可能」を克ち取り、時給

制臨時雇用制度(ＨＰＴ)においても諸機関労務協約の一部改正を実現させ、通算し

た雇用期間が５年を超える有期雇用従業員は、期間の定めのない雇用契約締結(無

期転換)の申し込みが可能となり 「ほう賞休暇制度」の契・協約改定を成し遂げ、

ました。さらに、臨措法再延長の課題では、中央・地方が一体となった取り組んだ

結果、2023年５月16日まで再延長を実現させました。こうした成果は、70年以上に

わたり闘争の歴史を積み重ねてきた全駐労の存在と、組合員の連携・団結なくして

は成し得ることはできませんでした。

３．日本の労働組合の喫緊課題に「組合離れ」が指摘されていますが、全駐労も例外

ではなく、ここ数年は組織率の低下傾向に歯止めがかからず、危険水域と言うべき

状況です。組織率50％を割り込むこととなれば、従業員を代表する労働組合として

交渉力そのものを失うこととなります。また、個人のニーズは多様化しており、組

合員が組合に加入する付加価値を見い出し、より良質なサービスを提供できる組織

だけが生き残れる時代に突入しています。私たちを取り巻く駐労問題解決のために

も、組合役員に留まらず、組合員全員(オール全駐労)で組合の存在意義を伝え、新

規加入者の獲得と脱退防止につながるよう、積極的にアピールしていくことが 重

要課題となっています。

（１）組織拡大目標の設定と取り組みの基本方針

． 、 、１ 全駐労全体としての平均組織率は 59.4％(2019年３月末現在)となっていますが

各地区本部ごとの組織率は、41.2％から81.8％までとかなりの差があり、中央段階

の組織拡大目標の設定にあたっては、各地区の組織率を考慮する必要があります。

また、ＭＬＣ・ＩＨＡ従業員数の割合や、ようやく組織化の対象として数年前から
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取り組みを開始したＨＰＴ従業員数なども念頭に入れなければなりません。

２．こうしたことから、すべての地区本部・支部が70％以上の組織率を達成すること

を当面の目標として、各地区本部が具体的に組織の拡大・強化計画を立てて取り組

むこととします。そのため、第一段階の目標達成として、全国で20代、30代の組織

率70％以上を目指します。その上で、過半数に到達していない地区本部を重点組織

、 、として位置づけ 組織拡大対策に資する取り組みに対する費用を交付するとともに

２年毎に５％の純増目標を別途設定します。

３．組織拡大を進めるにあたっては、特に新入職者を取りこぼさないためにも、組合

員向け学習会/セミナー、キャンペーンなどを実施して、試用期間中の従業員を加

入対象とするとともに、常用パート、ＩＨＡ従業員、限定期間従業員の組合加入促

進に努めることとします。また、経ヶ岬通信所の組合員については当面の間、中央

本部直轄とし更なる組合員の獲得に努めます。こうした取り組みについては、毎年

５月に開催の組織拡大・強化を目指すための中央対策会議で共有するとともに、引

き続き定期全国大会において年間の組織拡大状況を報告することとします。

４．組織拡大については、本部の新年度方針で喫緊の 重要課題として、危機感を

持って方針化されております。

特に、青森地区本部のように過半数に達していない地区本部については、拡大

数値目標を定めて 大限の取り組みを行うことが求められていますので、青森地

区本部として当面の目標を組合員数600名の達成に置いて取り組みを強化していき

ます。

具体的には、職場代表である地区本部委員にも組織拡大の取り組みの重要性に

ついて強く意識してもらうために、昨年に引き続き、定期大会後直ちに組織拡大

のための機関会議を行い、現在の組織状況の把握と今後の具体的な取り組みなど

について決定し、取り組みをスタートさせます。

また、毎年行っている部隊別・職場別など様々な対象でのオルグ懇談会や青年

組合員向けの学習会、各種セミナーの開催を継続することで組合活動への理解を

広げていくとともに、組合未加入者に向け、本年からスタートした基地内掲示に

よる組合活動の周知や加入拡大ビラの集中配布などを取り組むとともに再雇用後

の組合加入継続にご協力いただくよう取り組んでいきます。

さらに、改正労契法に基づく限定期間従業員等の常用化に取り組む中で、限定

期間従業員等の有期雇用者の組織化についても引き続き取り組んでいきます。

（２）組織体制の強化と活性化の推進

１．新規組合員獲得と合わせて重要になるのが組織の強化と活性化です。特にオープ
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ンショップである全駐労は、組合員が組合に加入し続ける価値を見い出せなければ

即、脱退につながります。こうしたことから日常的な組織活動の展開にあたり、組

、 。合活動の原点ともいうべき 職場情報の把握と日常的な世話役活動が欠かせません

これら課題を克服するためには、一部の地区本部・支部段階で行っている分会別・

職場別懇談会の拡充を奨励します。また、組織体制の強化と活動領域の拡大につい

て、(1)在籍専従制度を活用した次世代役員候補の育成、(2)英語力など組合員の能

力向上事業、(3)ボランティア等社会貢献活動への参加支援などを積極的に推進し

ていきます。

２．組合の活性化は、女性ならびに青年の組合参加にかかっています。また 「組合、

における男女平等参画」では、女性の参加や役員を増やすためにも、環境整備が不

可欠です。組合活動が深夜や休日に及ぶことや、組合活動の負担が特定の役員に偏

っている場合には、男性であっても、子育てなどを理由として組合活動ができない

こととなります。時間の使い方や役員の負担を考えた「ユニオン・ライフ・バラン

ス」に配慮した組合運営を目指すことは、組織の強化・活性化と拡大につながりま

す。具体的には、連合「第４次男女平等推進計画」に基づいた以下の取り組みを推

進していきます。

全駐労における具体的取り組み

(1) 男女平等参画推進委員会、女性委員会等の設置

各種委員会を設置し、委員会の開催、各種行事の開催・運営を通じ、①働きがいのある

、 、人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)の実現と女性の活躍の促進 ②仕事と生活の調和

③すべての働く仲間の結集と労働運動の活性化、の男女平等参画推進計画で定めた「３つ

の目標」に取り組みます。

(2) 男女平等参画推進計画の実行と進捗管理の徹底

《数値目標》

全駐労は、以下の数値目標の達成をめざして取り組みを進めます。

○ 全駐労の役員および中央執行委員会の女性参画率を2020年までに30％とします。その

ために地本・支部段階において、2020年までに女性組合員の比率に応じた役員および中央

執行委員会の女性参画率の達成をはかります。

(3) 組合員の意識改革

男性組合員の意識改革及び女性組合員の意欲の啓発・増進を図るため、教育宣伝に努め

るとともに、関連する会議・集会等を積極的に開催します。

(4) 定期大会・中央委員会・各種集会等における参画の推進

全駐労の女性組合員比率に応じた代議員・参加者構成をめざします。
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また、議長・司会等に女性を積極的に登用し、定期大会・中央委員会・各種集会等

ジェンダーバランスに配慮した運営を行うとともに、代議員や参加者の女性組合員比率を

管理し、意識の高揚に繋げます。

(5) 仕事と生活の両立支援のための取り組み

、 、 、家庭的責任に配慮しつつ 活発な組合活動に取り組めるよう 負担への配慮を行うなど

仕事と生活の調和のため創意・工夫に努めます。

また、各種会議・集会等に男女とも参加しやすいよう、日時の設定等に配慮するととも

に、効率的な運営に努めます。

３．日々発生する職場の労務問題等は、交渉・協議などの話し合いによる解決を目指

すことが基本であります。しかし、私たちの賃金・労働条件に限らず、全ての問題

・課題において米軍の同意が前提となっており、組合員が不当な人事措置や不利益

処分などを科された場合など、団体交渉によっても解決できず法廷で争うこととな

ります。 これまでも沖縄「年休裁判」や、横須賀の制裁解雇に対し地位確認と職

場復帰を求めて訴えを起こし勝利を克ち取ったケースなどがあります。私たちは、

こうした法廷闘争に対する組合員サポートとして、多額な出費を必要とする裁判費

用等貸付金制度を整備し財源を確保することとします。更に、これらの闘争に大き

な力となる専門家の支援は必要不可欠なことから、中央・地本段階における弁護士

との顧問契約を継続し、全駐労関係弁護士のネットワーク体制の構築に向け、引き

続き検討していきます。

４．青森地区本部の組織体制の強化と活性化の推進では 「男女平等参画推進」の、

観点から女性組合員の積極的な組合参画を図るために、基本となる女性組合員の

拡大に努めます。

また、組織の活性化には一人でも多くの青年・女性組合員の参加・協力が得ら

れることがとても重要です。そのためには、青年・女性組合員のニーズを捉え、

それぞれが独自に参加・活動しやすい環境を整えていくとともに、新しい人材の

掘り起こしや育成に引き続き努めていきます。

特に、近年は従業員の世代交代が進むなかで若い組合員の加入が増えているこ

とから、青年部の組織化に向けて、取り組みを強めていきます。

さらに、日頃の組合活動を担う専従者についても交代に向けた準備を引き続き、

進めていくこととします。

（３）自主福祉共済事業の拡充

１．私たちは、全国組織としてスケールメリットを 大限に活用することを通して組

合員の生活設計支援、相互扶助活動を展開していきます。また、組合加入者のメリ
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ットを確保し、総合生活相談窓口・生活サポートセンターとしての役割を果たして

、 、いくにふさわしい一大事業として発展させることを展望し 福利・厚生事業の実施

万一に備えた生活支援策である全駐労たすけあい共済「まもるくん」の加入率50％

に向けた取り組みを強めていきます。

２．労働者共済運動は、万一の場合に多くの仲間の支援により生活再建を行ない、自

前の運営組織による事業展開を行なうことにより、１人ひとりが負担する必要な掛

け金をより低廉にし、良質な保障をすることが原点であります。このような視点か
ていれん

ら、労働組合運動の中から誕生した、こくみん共済coop運動は重要です。また、組

合員とその家族の「いのちと暮らしを守る」活動として以下の方針に基づき積極的

に取り組みます。

(1) こくみん共済coopの共済制度推進

① 全駐労「団体生命共済」(病気入院特約・医療保障プランを含む)

※U-35制度の確実な実施と制度設計見直し議論の推進

② 全駐労「新団体年金共済」(ライフプランに応じて設計可能)

③ 住まいる共済(旧火災共済)

④ マイカー共済

⑤ 団体保障制度(行事サポート共済・役職員サポート共済・行事スポット共済・ 労働

災害サポート共済)

(2) 生活保障設計運動の充実・強化

組合員の生活を守り、豊かにすることを目的にこくみん共済coopと連携し、引き続き

「生活保障設計運動」を展開し、組合員に必要な保障を提供していきます。

(3) 自賠責共済・自然災害共済の取り組み

① マイカー共済加入者を対象とした「車検・自賠責共済の継続うっかり忘れ防止」や

「原付バイク等(250cc以下)の自賠責共済未加入防止」による「無共済(保険)車一掃」

に取り組みます。

② 多発している大規模な自然災害や、今後も想定される超大規模自然災害の発生に備

え、防災意識の向上をはかるとともに 「災害時無保障者をなくす」取り組みを引き続、

き強化します。

(4) こくみん共済coop中央推進会議との連携

こくみん共済coop中央推進会議での取り組みを各地区本部・支部と共有化するととも

に、地方段階における加入率の維持拡大に向けた取り組みを強化します。

(5) こくみん共済coopの共済契約等に関わる事務手続きは、組合員からの委任にもとづい

て全駐労の組合事務所が代行します。この事務手続に際して生じる費用相当額は、共済

契約者に代わって全労済から団体事務手数料として支払われます。

また、事務手続きを円滑に進めるために、こくみん共済coopより 小限の範囲におい

て、個人情報の提供を受けます。

３．営利を目的としない労働金庫(ろうきん)は、私たち働く仲間がお互いを助け合う
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ために、資金を出し合ってつくった金融機関です。よって、組合員のライフサイク

ルに合わせた生活設計を支援するため、ろうきんの「生活応援運動」を推進し、財

形貯蓄を中心とした、ろうきんへの預金の結集と低利な融資制度の利用拡大に積極

的に取り組みます。また、全駐労「新団体年金共済」とのベストミックスを展望し

た「ろうきん個人型確定拠出型年金(ろうきんiＤeＣo)」を推進していきます。合

わせて、組合員の消費教育についても、ろうきんと連携して実践していきます。

４．青森地区本部の自主福祉活動への取り組みは、引き続き労金・全労済の取り次

ぎ業務や推進委員会活動を中心に取り組んでいきます。推進委員会活動では、青

森地区本部から全労済では理事と上十三地区職場推進委員長を、労金では十和田

支店推進委員会に幹事を出していることもあり、相応の責任と期待を求められて

おり、それぞれの推進委員会活動においてさらに協力を続けながら担当者研修や

拡大ＰＲなどを積極的に行っていきます。

特に、全労済活動では、引き続き全駐労の独自共済として取り組んでいる全駐

労団体セット共済への若年層の任意加入拡大を図るとともに、自賠責共済、すま

いる共済（火災共済 、マイカー共済等の加入継続・拡大を進めていきます。）

、 「 」 、また 明治安田生命との提携共済である 全駐労たすけあい共済 についても

保障内容の拡充が行われたことから、組合加入の大きなメリットとして周知活動

を図ることで、より一層の利用拡大をはかっていきます。

さらに、組合員が生活防衛のためにどのような対策が出来るかを学習する機会

としてのライフプランセミナーなどの学習会活動を本年度も積極的に開催すると

ともに、語学能力級制度への対応として、組合主催によるTOEIC IPテストを実施

していきます。

５．地元商店や企業とのサービス提携については、無料ビール券の配布について利

用できる店舗を増やして今年度も継続するとともに、新たなサービス提携店の開

拓など引き続き利用の拡大を図っていきます。

また、組合員への福利厚生事業の周知活動を徹底した上で、宿泊補助をはじめ

とする地本独自の補助事業や民間生・損保との団体契約を継続するとともに利用

の拡大を図ります。

さらに、組合員の抱える様々な問題について組合に相談することで適切なアド

バイスや専門家の紹介が受けられるよう、組合を中心に司法書士や税理士、弁護

士など各分野の専門家と連携するワンストップサービスの体制づくりに引き続き

取り組んでいきます。

（４）情報・教宣活動の強化

１．組合員が、制度の適用や利用に関して判断できる実用的な情報の提供は、労働組
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合の果たす大きな使命であります。現在、ほとんどの組合員がパソコンやスマート

フォンなどのモバイルツールを活用して情報収集を行っており、素早い的確な情報

の伝達は喫緊な課題であります。また、情報の一元管理と共有化を進めることを通

して、組合員への幅広い情報の提供と内部業務の簡素化・効率化をはかることは、

時代的にも強く求められています。また、在日米軍基地は全国に点在していること

から、テレビ/ウェブ会議システムの運用に関する調査・研究を進めることによっ

て、より効率的な情報伝達や時間管理、それに付随した経費節減に努めます。

２．青森地区本部の情報・教宣活動の取り組みでは、引き続き、組合の活動を伝え

る手段としての紙情報「青駐労」の配布を中心にして、８月から始まった基地内

での情報掲示と地区本部ホームページの連携した取り組みを進めていきます。そ

のためにも「青駐労」の見やすい紙面を検討し、ホームページの内容を充実した

上で、それぞれを発行・更新回数を増やしていくとともに、新しく始まった基地

内掲示を活用して組合未加入者への組合活動の周知に取り組んでいきます。

（５）財政運営に関する考え方

１．組織拡大・強化及び活性化を進めて行くためには、確固とした財政基盤を築くこ

とが重要となります。組合費の徴収基準は、1989年の第44回定期全国大会の組合費

、 。平準化方針に基づき 全国一律で基本給の1,000分の15と定められ現在に至ります

しかしながら、2006年４月に実施された給与構造改革、2015年４月から実施されて

いる給与制度総合見直しによる２度の大幅な基本給切り下げに伴う地域手当支給率

の変更によって、 大20％もの賃金の地域格差が生じています。このことにより、

組合費もまた基本給を基礎として決められることから、実質的な地域格差を生み出

しています。

２．こうしたことと合わせて、組織拡大・強化につなげていくためにも、これからの

賃金制度の動向にふさわしい中・長期的な組合費のあり方の検討を継続する必要が

あります 「組合費のあり方検討委員会」を通じて、具体的な検討課題である、①。

組合費の計算方法のあり方、②組合員サービスとしての自主福祉共済原資となる組

合費(定額制)と基本組合費(定率制)のベストミックスなどについて議論を深化させ

ていくこととします。

３．以上のような運動方針をかかげて１年間の活動を財政的な面から支えていくた

、 。 、 、めには 財政の効率的な運用が不可欠です 日常活動をはじめ 組合要求の実現

自主福祉活動の充実などの方針を達成できるよう本年度も地区本部組合費年14回

徴収を継続していくこととします。その上で、財政の執行にあたっては、これま
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で以上に経費削減に努力し、財政の効率的運用に努めていきます。

４．なお、2020年度の予算（案）については、別号議案で提起していますのでご審

議をお願いいたします。


