１７けんり春闘方針

全労協

貧困･格差･差別を許さない! 働きがいのある人間らしい仕事を！
＝官民連帯・総がかりで 17 春闘勝利しよう!＝
途中省略（本文参照）

17春闘の課題を以下のように設定し、けんり春闘で、共同して全力で取り組む。
1、17 春闘の課題と目標
安倍政権の「働き方改革」はなにを目論むんでいるのか！
参議院選挙によって改憲勢力が 3 分の 2 を占める国会において、安倍政権は憲法審査会の始
動と共に、経済政策の目玉としてアベノミクスの失敗を繕うために大型補正予算の成立、TPP
合意の批准のために強引な国会運営を行っている。会期延長も言われている。
安倍首相は「働き方改革」と称して長時間労働の規制や同一労働同一賃金の検討などを指示
し、あるいは官邸主導によって最低賃金 25 円引き上げなど（16 年 10 月から実施）、貧困と
格差によって疲弊する労働者の淡い期待に寄り添うかのような言辞を労して 50％高い支持
率を保持し続けている。17 春闘に対しても経済界に賃上げを要請した。しかし、政労使合意
ではなく、首相は 11 月 16 日に開かれた「働き方改革実現会議」の席上で榊原経団連会長に
「今年も賃上げを」と要請したという。最早、政労使合意の下の「官製」ではなく、官邸の
指示＝「官邸春闘」の様相となってきた。ところで、安倍首相の言う「働き方改革」とはな
にか、労働時間管理を適用しない労働者を作り、拡大することに他ならない。春の通常国会
から継続審議法案である、私たちが「定額働かせ放題、過労死促進」法案として廃案を求め
てきた労働基準法改悪案をなんとしても成立させようとしているのである。そして、「同一
労働同一賃金」の検討とは私たちが求めているすべての労働者に生活できる賃金を保障し、
人らしく働くことのできる公正･平等の権利を保障することでなければならない。そのために
は最低賃金の大巾引き上げによって「働いても生活できない低賃金」やブラック企業など奴
隷的な労働を禁止することでなければならない。「解雇の金銭解決法」の検討も急いでいる。
そして「労働政策審議会の見直し」として称して公･労･使三者構成による審議方式の破壊も
検討を開始している。年内には検討会で成案化し、来春通常国会へ上程も予定されていると
言われる。私たちは秋闘を通して安倍政権の「働き方改革＝働かせ方改革」に対抗し、真に
人間らしい労働＝ディーセントワークを取り戻す運動と実戦を創り出すことが求められてい
る。私たちは今秋闘から 17 春闘にかけて一連の大きな闘いの流れを作っていく必要がある。
そして、現在様々な組織・団体によって闘われている現状を統一的に集約し大きな流れを形
成することによって社会全体の喫緊の課題を打ち出していくことが求められている。いわば
「貧困と格差と差別と闘う総がかり行動」が求められている。安倍政権と対抗し、安倍自公
政権の打倒によって平和で人間らしい生活を取り戻すことである。

2、私たちの要求
・・非正規労働者の要求を汲みあげて・・
◎要求について
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ディーセントワークと生活できる賃金
①どこでも誰でも「20 万円/月以上、1500 円/時以上の最低賃金補償」
法定最低賃金を 1500 円以上に、今すぐ 1000 円の保障
②20,000 円以上、7％以上の大幅賃上げ要求（昨年同額）
③時間外労働の法規制・・1 日 2 時間、月 20 時間、年 150 時間
④時短･要員増・・インターバル休憩、年休取得の拡大と絡めて
⑤非正規労働者の処遇改善（最賃闘争、公契約運動、20 条裁判等を総合的に連携さ
せ、経団連・自治体への攻勢を強める。）
⑥公共サービス関連民間労働者の集中的賃上げと自治体への申し入れ
⑦外国人労働者の処遇改善・・共生の実現
⑧安倍「働き方改革」の監視と同一労働同一賃金時間外規制の実現要求
◎社会的運動
①安倍政権打倒・・・解散総選挙闘争の取り組み （来春?)
※5 月末までに選挙区の区割り案が答申され、新たな選挙区調整が行われる。
小選挙区における野党共闘と統一候補の追求（296 選挙区）
②戦争法廃止！ 沖縄新基地建設阻止 脱原発社会の実現
集団的自衛権発動阻止!・・南スーダン『駆けつけ警護」反対
自衛隊の海外からの撤退・・
沖縄・辺野古、高江 現地闘争への派遣・参加
原発再稼働阻止・・・もんじゅ－核燃サイクルの廃止
武器輸出･原発輸出反対!・・経団連抗議
共謀罪の新設阻止! 特定秘密法廃止を!
③労働法制改悪反対、均等待遇実現、・・・
労基法改悪＝残業代ゼロ法案廃案、最賃引き上げキャンペーン
解雇の金銭解決制度、労政審解体策動との闘い
④「貧困/格差/差別を許さない総掛かり行動」の建設
最賃闘争、反貧困、弁護団、生活保護、介護/保育、移住者に係わる闘いを大
きな総行動運動として合流共闘を追求して発展させる。
全国一律最低賃金の引き上げと公契約条例の制定
⑤社会保障切り捨て反対！セーフティーネットの再確立
⑥TPP 合意文書批准阻止、実行を許さない闘いが重要
農漁業、医療・保険 ISD 条項、・・日本社会の破壊
3、17 春闘の闘い方
官民連帯春闘、職場討議を重視し、ストライキを配置して闘う
①公務公共サービス関連民間労働者･非正規労働者の賃上げと確定闘争と連携・最賃引
き上げにともなう自治体関連予算へ波及させる！！
確定闘争、職場闘争と連携した各行政への要請行動の取り組み
②労契法 18 条（5 年契約更新の無期転換）運動、並びに雇い止めの動きに対する闘い
（ex 東北大学非常勤ショック院雇い止め騒動など）
非常勤講師・・雇い止めの動きと 20 条裁判
③秋闘の成果、高まりを春の民間非正規労働者賃上げにつなげていく
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④スト権確立とスト配置を背景に交渉の強化・・
⑤東京総行動・反原発キャラバンと経団連行動一つにして闘う
2 月総行動、（2017 年 2 月 17 日(金)
3 月反原発キャラバン（平和フォーラムに拡大して実施）と合流
⑥総決起集会へ全力を傾注し貫徹
夜の集会とデモに集中（600 人規模 中央会館は 900 人）
⑦地域共闘建設、地域春闘の追求、行政交渉の追求
地域春闘集会、ストライキ相互支援体制を強化しよう。
⑧四月後半中小激励をの設定・・詳細未定
貧困･格差･差別を許さない総がかり行動
①安倍政権の労働者分断と取り込みに対抗する・・ウソと欺瞞からの解放
トータルな社会運動へ発展させ、労働組合の役割を発揮する。
個人・労働者の尊厳を取り戻す・・基本的人権･労働基本権の死守
・・格差・差別を許さない
（性別、障がい者、雇用形態、民族、国籍、）
（パワハラ、過労死、長時間労働・・生活時間を取り戻す闘い）
労働組合の権利・・団結権・団体行動権（全ての公務員労働組合へ）
②労働者のための労働法制の充実
総がかりとは・・・人が人らしく生きて働ける社会
反貧困運動・・生活保護と社会保障・・子ども・高齢者
学ぶ権利・・・奨学金地獄
子育て・介護・・･保育園、医療･介護・・施設充実と保育士、介護士の労働条件
これら様々な要求と闘いを一つの潮流として結集する作業
※「戦争法廃止！ 総がかり運動」との連携、
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組織・体制・財政について
◎名称 「１７けんり春闘全国実行委員会」とする。
◎体制
参加労組には全て幹事組合をお願いし、その中から代表幹事組合をお願いする。
幹事組合・・全労協／都労連／東水労／金属機器労組連絡会／国労／電検労／
全港湾／全造船関東地協／全日建連帯／東京清掃労組／全統一／
全国一般全国協／中小ネット／郵政ユニオン／石油連絡会／ネット
ワークユニオン東京／電通労組／N 関労／東京全労協
代表幹事組合・・・全労協／全港湾／全造船関東地協／民間中小労組懇談会
大阪ユニオンネット
共同代表を代表幹事組合の代表者にお願いしたい。
代表幹事組合代表者
金澤 壽（全労協）
松本耕三（全港湾）
宇佐見雄三（全造船関東地協）
平賀雄次郎（民間中小労組懇談会）
垣沼陽輔（大阪ユニオンネット）
事務局長
中岡基明（全労協事務局長）
3

事務局は全労協に置く
〒 105－0004 東京都港区新橋 6 丁目 7 番の 1
川口ビル 6 階
事務局体制について
全労協／全港湾／中小ネット／全造船関東地協／全国一般全国協・東京３労組
／全統一労組／東京全労協を基本構成とし、
事務局会議は常にオープンにし、参加労組の出席は自由とする。
実行委員会・・参加労組・組織で構成し、方針を決定する。
◎財政
＊例年通り、掛かった経費を各労組・組織の組織事情を勘案して各労組から分担金
を徴収する。
5、スケジュール （今後実行委員会で詳細は詰めていく。）
＜年内の取り組み＞
12 月 3 日(土)
もんじゅを廃炉へ 敦賀現地集会
12 月 10 日(土) 日比谷野外音楽堂 13：00～
「高江オスプレイ･パッド、辺野古新基地建設を許さない東京集会」
＜2017 年 春の闘い＞
第一波 1 月
通常国会開催（1 月※日～ ）
※解散総選挙？
●戦争法廃止総がかり行動の一連の行動が予定される。（19 日行動）
第二波 ２月
東京総行動、経団連抗議行動、
◎全ての争議勝利、日本経団連要請・抗議行動
東京総行動・・２月 17 日（金） 12：10～経団連要請行動
＊国鉄集会（分割民営化３０年）・・2 月 17 日(金)四谷区民館
第二波 ３月 春闘ストライキ、脱原発闘争、
※郵政ユニオン 本社前集会 ・・2017 年 3 月 6 日（月）
◎外国人労働者のためのけんり総行動 3 月 12 日（日）
※大手企業回答予定日 ・・・・・・３月中旬｛15 日（水）？｝
＊さようなら原発 1000 万人アクション
3 月 18 日(土)
福島集会
3 月 20 日(月・祝） 代々木公園集会
フクシマキャラバンと経団連行動要請行動予定
第三波 ４月
◎春闘総決起集会
4 月 6 日(木) 銀座ブロッサム（中央会館）
◎中小／未解決組合支援（４月末）
※ 総がかり行動
5 月 3 日（日） 大規模集会 有明防災公園
以 上
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