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全国労災病院労働組合
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第1号議案：2014年度運動方針(案)

医療・国民生活・平和と民主主義をめぐる情勢

（１）7 月の参議院議員選挙で過半数の議席

を獲得し、衆参両院で絶対的多数となった安

倍政権は、10 月 1 日には、消費税の 8%への

増税を予定どおり 2014 年 4 月から実施する

ことを決定しました。また 10月 15日から始

まった臨時国会で、「国家安全保障会議(日

本版 NSC)設置法案」「社会保障改革プログ

ラム法案」「高校授業料無償化廃止法案」な

ど多くの重要法案もほとんど審議をしないま

ま会期末までに強行成立させました。さらに

多くの反対を押し切り、「特定秘密保護法

案」を強行採決しました。

安倍政権は、2014 年 1 月開会の通常国会

でも、労働法制全面改悪案などの諸法案と、

軍拡・大企業優遇と大増税を前提とする予算

案の提出なども企んでいます。

安倍政権は、普天間基地の即時閉鎖、新基

地建設反対というオール沖縄の総意を踏みに

じり、自民党沖縄県連や沖縄県知事の公約を

裏切らせてまで辺野古への新基地建設を推し

進めています。

また、安倍首相が年末に強行した靖国参拝

１．安倍内閣・自公連立政権の動き
は、中国・韓国だけでなく、EU 諸国、アメ

リカ政府、国連事務総長からさえも厳しく批

判されました。

（２）特定秘密保護法反対の世論は急速に広

がっています。著名なジャーナリスト、日本

弁護士連合会、ノーベル賞受賞者を含む学

者、保守の政治家など、あらゆる分野の団体

・市民がたちあがりました。「原発ゼロ」を

めざすたたかいも、首相官邸前から全国各地

に行動が広がっています。

安倍政権の悪政阻止に向けて、労働組合や

反原発、TPP 反対などでたたかう民主勢力

の前進、国民的共同のさらなる発展が求めら

れています。

著名なジャーナリストらが記者会見で「特定秘密保護
法案は廃案に」と訴え(11月11日)
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（１）安倍政権は、8 月から生活保護基準の

引き下げを強行しました。生活保護基準は最

低賃金や就学援助などの基準となっており、

基準が引き下がれば、他の社会保障費も容易

に削減が可能となり、国民生活の土台に大き

く影響します。この改悪は 2014年 4月と 2015

年 4月にもおこなわれることになっています

が、子育て世代では最大 10%の減額となり

ます。高齢世帯は 2006 年の老齢加算の廃止

に加え、年金引き下げ、医療・介護の負担

増、消費税増税と何重にも負担が生じます。

さらに安倍政権は、臨時国会で、前国会で

廃案になった「生活保護法改悪法案」「生活

困窮者自立支援法案」をわずか 8時間半の委

員会審議で可決・成立させました。

（２）安倍政権は 12 月の臨時国会で、社会

保障制度改革プログラム法を自民党・公明党

による強行採決で成立させました。同法は、

政府の任務を「自助・自立のための環境整

備」と規定し、社会保障の「向上及び増進に

努めなければならない」と定めた憲法第 25

条を踏みにじるものです。

さらに、2017 年度までに医療・介護・年

金・少子化対策等の具体的改悪が示されます

が、医療では、急性期病床の削減による患者

追い出し、大病院の外来診療の縮小、70 歳

～ 74 歳の医療費 2 割負担など、負担をさら

に全体に重くし、フリーアクセスに制限をつ

け、国民皆保険制度の形骸化をすすめようと

しています。

介護保険では、「重点化・効率化」を名目

に、要支援者 150万人から訪問介護と通所介

護を取り上げ、その後に特別養護老人ホーム

から要介護 1・2 を締め出すなどの方向が示

されています。しかし、介護保険改悪をめぐ

２．医療・社会保障をめぐる動き

っては、審議会の段階で市町村などが猛反発

し、見直しに追い込まれており、国民の要求

との矛盾が深まることは不可避です。

（１）内閣府は、2013 年 9 月に発表した月

例経済報告で「景気は緩やかに回復しつつあ

る」との判断を示しました。しかし 2007 年

と 2012 年の比較でみると、常用雇用指数は

2.8p 増にとどまり、一方で実質賃金指数は

5.1p 減となるなど、ほとんど改善が見られ

ません。また一時金(賞与)は下がり続け、夏

期・年末ともに約 5万円の減となるなど、経

済指標の多くが低迷状態で推移し、景気・国

民生活は悪化しています。

「ワーキングプア」はますます深刻化して

います。年収 200万円未満の労働者は全労働

者の約 4 分の 1 にあたる 1090 万人に達して

います。さらに、生活保護受給者は 2013 年

3 月には 216 万人を超え、7 月には世帯数が

約 160万世帯に達し、過去最高の水準となっ

ています。「アベノミクス」は、円安によっ

て物価を上昇させる一方で、賃金引き上げに

は波及せず、「景気回復」を実感できないの

が現実です。

（２）雇用情勢もさらに深刻化しています。

総務省の「就業構造基本調査」では、非正規

雇用の労働者は 2012 年には 2043 万人に達

３．労働者の状況と情勢

５０００人が集まった「消費税大増税中止を求める
国民集会」(4月11日・日比谷野音)
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し、前回調査(2007 年・1894 万人)、前々回

調査(2002 年・1628 万人)と比較しても大き

く増加しました。また、女性労働者の 57.5%

を非正規が占め、その賃金も男性正規労働者

の半額となっています。

労働者のメンタル事情も賃金水準・雇用情

勢に比例して悪化の一途をたどっています。

厚生労働省「平成 24 年度脳・心臓疾患と精

神障害の労災補償状況」によると、労災認定

され、保険給付が決定されたメンタル障害の

件数は、2012 年は 475 件にのぼり、過去最

高を記録した 2011 年度をさらに上回りまし

た。このうち月 80 時間以上に及ぶ時間外労

働をしていた労働者は 298人にものぼってい

ます。

（３）労働者の雇用・労働情勢が悪化の一途

をたどるなか、安倍政権は 6 月 14 日に閣議

決定した「日本再興戦略」「規制改革実施計

画」で「世界で一番企業が活動しやすい国」

をかかげ、雇用・労働法制の全面改悪の具体

化を急ピッチですすめています。

「規制改革実施計画」には、「限定正社員

(ジョブ型正社員)」の制度化、労働時間法制

の見直しなどが盛り込まれました。労働者派

遣については、「無期雇用の労働者の派遣に

ついては期間制限をなくす」「個々の派遣労

働者に対して同一派遣先の派遣制限を 3年と

する」とし、派遣労働の基本原則を根本から

覆すものです。労働者派遣法改悪案について

は通常国会への提出がねらわれています。

（４）資本金 10 億円以上の大企業は、賃金

抑制と法人税の引き下げなどの優遇措置など

の影響をうけ、2011 年の 267 兆円から 2012

年には 272 兆円へとさらに増大させていま

す。賃金引き上げのために内部留保を活用す

ることは、政治レベルでは今や共通認識とな

っています。内部留保を還元させ、賃上げ・

雇用の安定で「内需拡大」「デフレ脱却」を

はかることこそが、今、求められています。

（１）安倍政権は、現行憲法下で集団的自衛

権は行使できないとしてきた政府見解を変更

するために、内閣法制局長官を差し替えたの

をはじめ、特定秘密保護法、国家安全保障基

本法などを制定し、「立法改憲」「解釈改

憲」によって集団的自衛権行使を可能にする

ことをめざす方向に軌道修正しています。安

倍政権は、2014 年中にも国家安全保障基本

法案の成立をめざすなど、「海外で戦争でき

る国」への動きを加速させようとしており、

今後も動向を注視していく必要があります。

（２）福島第一原発の事故は、汚染水の地下

水や海水への流出など、政府の「収束宣言」

以降も重大な被害を拡大し続けています。東

京電力にもはや解決能力がないことが国民の

目に明らかになっていますが、政府はいまだ

に東京電力まかせで国としての責任を果たし

ていません。政府と東京電力の場当たり的な

対応とずさんな労務管理は、現場労働者を疲

弊させ単純ミスを頻発させています。

福島では、約 15 万人がいまだに苦しい避

難生活を強いられています。政府には、「収

４．憲法改悪阻止、原発ゼロを

めざす闘いと情勢

NoNukesDay共同行動(6月2日)の「原発ゼロをめざす
中央集会」には全国から１８０００人が参加
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束宣言」の撤回と「原発ゼロ」の政治決断の

もとで生活と生業の再建をはかることこそが

求められています。

労災病院をめぐる情勢

（１）安倍政権は、政権発足直後に安倍首相

を議長とする「行政改革推進会議」をたちあ

げ、独立行政法人「改革」の議論をすすめて

きました。

「行政改革推進会議」は、「独立行政法人

改革に関する有識者会議」の「中間とりまと

め」(6 月)と、それにもとづく分科会・ワー

キンググループの検討結果ををふまえ、12

月 20 日に「独立行政法人改革等に関する具

体的な方針について(以下、「方針」)」を発

表しました。安倍内閣は 12 月 24 日、この

「方針」について、独法通則法の改正も含め

て「平成 27 年(2015 年)4 月からの改革実施

を目指す」ことなどを閣議決定しました。

「方針」は、制度面では、独法を「中期目

標管理型」「単年度管理型」「研究開発型」

に分類し、「適切なガバナンスを構築する」

１．政府の独立行政法人改革を

めぐる動き

2013年春闘、機構の「ゼロ回答」に抗議して1時間
スト決行(3月14日・大阪支部)

としています。また、主務大臣が具体的な目

標を設定し、独法に対して業務運営の改善を

命令できるとするなど、主務大臣の関与を格

段に強化しています。

組織面では、法人の統廃合、特殊会社化な

どにより、独法を現在の 100 法人を 87 法人

に削減するとしています。

（２）「方針」は、独法役職員の賃金につい

て、「人件費総額について国が中期計画の認

可を通して関与するものの、支給基準は主務

大臣に届け出れば足り」「法人の自律的な運

営が可能」であるとしながら、一方では「各

法人において業績給等の実施状況を公表さ

せ、その導入を促進する」「信賞必罰の考え

方の下、業績評価を反映する取組を実施する

ことにより、業績の向上や業務の効率化を促

進する」とし、成果主義賃金制度の導入促進

をうたっています。

また独法の賃金水準については、「国家公

務員より高い水準を設定することも可能とす

る」とする一方、「総務大臣が定める様式に

より、給与水準を毎年度公表する」「国家公

務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高

い法人は、高い水準であることの合理性・妥

当性について、国民に対して納得が得られる

説明を行うものとする」「主務大臣は、法人

の説明を検証し、その給与水準の妥当性につ

いて、判断理由とともに公表」「国民の納得

が得られないと認められる場合には、給与水

準そのものの見直しなど適切に対応するよう
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法人に要請する。総務省は、主務省から報告

を受けて公表する」など、労使自治による賃

金決定に多くのハードルを設定し、労使交渉

に実質的に「介入」する姿勢を明らかにして

います。

（３）労働者健康福祉機構についての「方

針」は、「各法人等について講ずべき措置」

のなかで、「労災に係る基礎・応用研究機能

と臨床機能との有機的統合により、予防・治

療・職場復帰支援を総合的に展開する体制を

構築し、労災疾病の発生からそのメカニズム

の解明まで一貫して把握・研究することが可

能となるよう」、労働安全衛生総合研究所と

統合し、「中期目標管理型の法人として位置

付ける」としています。

また、「労災病院については、法人本部に

よる各病院に対するガバナンス強化を図る」

「病院運営の実態を的確に把握し、内部統制

が有効に機能する体制を構築する」としてい

ます。

（１）機構は、政権交代による独法「改革」

の方向性の変更、第 3期中期目標期間への確

実な移行などをかかげ、これまでと同様に、

収入の確保、支出の抑制をはかり、各病院に

対する締めつけを強めてきました。また、経

営状況が 2013 年度の収支計画を大きく下回

っていることから、2014 年度の各病院の人

員増が厳しく抑制され、経営が著しく好転し

ている病院でも、看護師以外の補充・増員が

厳しく制限されています。さらに、赤字基調

の病院では「月８日」などの労働協約の実

行、法違反状態の解消に向けた人員増すらも

認められない状況になっています。労働者に

対しては一時金削減などの改悪をおしつける

一方、賃金・労働条件の改善にはまったく応

２．機構の経営状況など

じないという状況が続いています。

2012 年度の機構・労災病院全体の経営状

況は、経常利益が約 8 億 300 万円(2011 年比

2 億 9000 万円増)となるなど大幅に改善し、

減価償却費、退職給付費用の目減り分の補填

に当てる費用を含めても約 2 億 7000 万円の

黒字となっています。2011 年度は独法会計

基準の改訂を要因とする「見かけ」上の赤字

が生じたことを考慮すれば、経営は実質的に

は 3年連続で「黒字」となっており、改善傾

向が維持されています。

（２）2012 年度の労災病院の病床数は、34

病院 13,072 床で前年度比 5 床の増加となっ

ています。病床利用率は、承認病床に対して

79.2%(前年度比 1.7p減)、稼動病床に対して

82.2%(前年度比 1.1p減)となっています。新

入院患者数は 247,144 人で前年度比 0.4%の

増加、平均在院日数は 15.3 日(前年度 15.7

日)と年々短縮されています。

外来患者数は 6,698,154 人となり、前年度

比 1.2%の減少で、2000 年度の 10,890,128 人

をピークに減少が続いています。

労災患者数は、入院で前年度比 9.1%減、

外来で前年度比 5.9%減で、入院・外来とも

に再び減少に転じています。全体の患者数に

占める労災患者の割合は、入院 3.0%(前年度

比 0.3p 減)、外来 2.2%(前年度比 0.1p 減)と

なっています。

2013年春闘、3月29日終業前1時間のストライキを
決行した静岡支部のスト集会
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労災病院の役割強化と充実をめざす闘い

（１）全労災は、労災病院が果たしてきた公

的医療機関としての機能と役割、雇用を守る

方針を大会で決定し、運動してきました。

機構は 10 月 10 日の団交で、政府の独法

「改革」について、厚生労働省とも協議して

次のように対応すると発言しました。

① 新たな法人の形態に関し、労災疾病に

対する予防から診断、治療、リハ、職場

復帰支援、これを一貫して提供すること

を法人の理念・役割として実現させるた

めの法人形態をめざす。

② 現在の労災疾病等の 13 分野の研究事

業について必要な見直しをおこなうとと

もに労働者の健康支援に資する研究を適

切に実施する体制を構築する。

③ (独)労働安全衛生総合研究所との組織

統合、「日本バイオアッセイ研究センタ

ー」の事業を統合後の業務に加える方向

で検討。

④ 組織の合理化、事務事業の精査等、一

定の見直しが必要。

⑤ 産業保健事業、メンタルヘルス対策支

援事業、地域産業保健事業の事業の一体

化等について検討。

⑥ 機構本部を関東労災病院敷地内に新築

・移転することを検討。

（２）全労災は 10月 25日、厚生労働省の担

当者から、独法改革の内容について政府の検

討状況等についてレクチャーをうけました。

また、5 月 31 日・12 月 9 日に衆参両院の国

会議員に要請行動を実施しました。要請行動

では、

① 労災病院が現在おこなっている政策医

療(労災医療)及び地域医療の充実のため

に、法人の根拠法に労災病院の設置義務

を明確に規定すること。現在ある労災病

院をグループとして全国一体的に運営す

ること

② 労災病院に対し、労災患者の受け入れ

を義務化すること

③ 「産業保健推進センター」の事業を機

構の事業から分離させること

④ 交付金の使途の適正化をはかること。

本部人件費等をカットすること

⑤ 機構への「天下り」を禁止し、現在在

籍する「天下り」を徹底的に排除するこ

と(国家公務員の出向を含む)

などを要請しました。

（３）全労災は、旧美唄労災病院や青森労災

病院などで医師が確保されず、病棟閉鎖など

医療の実施に大きな支障をきたしている問題

について、機構本部の責任によって医師を確

保することなどを本部団交のたびに追及しま

した。機構は、新たに「医師短期派遣制度」

を創設したことを回答しましたが、根本的な

改善には至っていません。



 7 

旧大牟田労災病院(2005 年度末廃止)、旧

岩手労災病院(2006 年度末廃止)の問題につ

いては引き続き、「三池高次脳連絡会議」

「医療を守る花巻地域の会」や岩手医労連、

福岡県医労連とも協力し、厚生労働省との交

渉や集会に積極的に参加してきました。大き

な前進はありませんでしたが、現地での奮闘

が続いています。

（４）鹿島労災病院については、医師不足に

より外科等 3科の病棟が閉鎖され、病床数半

減を強いられています。また、燕労災病院に

ついては、新潟県知事らで構成される検討会

が JA 新潟厚生連三条総合病院との再編統合

案をうちだしています。

この問題について全労災は、機構の対応策

などを本部団交で問い質しましたが、機構は

具体的には回答していません。

厚労省・機構の不当労働行為との闘い

（１）全労災は 2012 年 7 月、2012 年度夏期

一時金交渉における機構の交渉姿勢と一時金

の大幅削減、厚生労働省の交渉拒否が、2012

年 4月 4日付和解協定に違反する不当労働行

為にあたるとして、日本医労連と連名で神奈

川県労働委員会に不当労働行為救済申立をお

こないました。

事件の審査は、2012 年 12 月までに 4 回の

「調査」、第 61回定期全国大会以降では、4

回の「審問」がおこなわれました。全労災

は、毎回白衣姿の組合員を動員し、事件の勝

利解決をめざす強い決意を示してきました。

（２）2 月 25 日の第 1 回審問では「主尋

問」、4 月 15 日の第 2 回審問では「反対尋

問」がおこなわれました。全労災は、横山委

員長、小池前副委員長、菅原書記長、田中中

央執行委員の 4 人の証人が、厚労省・機構

の主張に反論する「陳述書」と証拠を示し、

代理人弁護士の尋問に答えるかたちで証言し

ました。一方、機構側証人の細川理事は、

１．第61回定期全国大会以降の
取り組み

「理事長の裁量による変更権」「機構の置か

れた立場」をことさら強調し、機構の交渉姿

勢や発言をすべて正当化しましたが、夏期一

時金を大幅に削減しなければならなかった明

確な理由については一切語りませんでした。

また、和解協定締結から 3ヵ月後に再度の申

立に至った経過や和解協定の解釈など、全労

災側に問題があったかのように無理矢理「立

証」しようとする意図を露骨にして尋問して

きました。しかし、全労災側証人は、白衣姿

で傍聴席を埋め尽くした組合員に大いに激励

され、堂々と機構側代理人に反論しました。

（３）5 月 23 日には、審査委員長の要請に

傍聴席を白衣姿で埋め尽くした第1回審問(2月
25日・神奈川県労働委員会)
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より和解に向けた協議がおこなわれました。

全労災は、和解条項案として「期末・勤勉手

当は労使協定にもとづいて支払うこと」「厚

労省は労使協定を尊重すること」を提示しま

した。これに対して厚労省も機構も、全労災

が示した和解条項案を検討もしないとして、

対決姿勢を明確にしました。

（４）7 月 1 日には第 3 回審問、9 月 9 日に

は第 4回審問がおこなわれました。全労災は

第 4回審問に、「理不尽な厚労省の介入と機

構の不当労働行為責任を断罪する」よう求め

た最後陳述書を提出するとともに、機構に

「出向」している厚生労働省幹部が、機構で

も重要ポストに就き、全労災との団交にも出

席している実態を、厚労省の機構支配の証拠

として提出しました。さらに横山委員長が補

充陳述をおこない、「月８日」協定の不履行

や労働協約なしでの夏休み強行など、機構が

労使交渉をないがしろにしている実態を明ら

かにし、「『労使自治の原則』が遵守され、

正常な労使関係を構築するために全面救済命

令を求める」と訴えました。

（１）全労災は、7 月 1 日付で「声明」を発

表し、「『労使自治の原則』に則った正常な

労使関係と労災病院の“安全・安心”の医療

・看護を確立するために、神奈川県労働委員

会が公正な全面救済の命令を下すことを求め

て、引き続き全力をあげる」と決意を表明し

ました。また、団体署名「厚生労働省・労働

者健康福祉機構による不当労働行為事件の全

面救済命令を求める署名」に取り組むことを

決定しました。日本医労連・全労連も加盟組

織に文書を送付し、取り組みを訴えました。

（２）「国による不当労働行為」「政府によ

２．団体署名の取り組み

る労使自治への介入」に反対する全労災のた

たかいは、地域・民主団体に大きな共感を呼

びました。団体署名は、特に公務員や教職員

など公務労働者の労働組合で積極的に取り組

まれました。団体署名の取り組みを契機に、

全労連が ILO(国際労働機関)に提出した要望

書にも独法の労使交渉に対する政府の介入に

反対する意見が記載されるなど、公務員の労

働基本権回復をめざす運動でも、全労災のた

たかいがクローズアップされました。

団体署名は 12 月までに 2,130 団体分を集

約し、日本医労連以外の団体は約 4分の 3に

も及びました。

（３）全労災と日本医労連は 9 月 24 日、神

奈川県労働委員会に署名を提出し、全面救済

の命令を下すことを要請しました。行動には

横山委員長、日本医労連・山田委員長、全労

連役員、全国組合協議会の代表も参加しまし

た。以降、12 月の命令前までに、日本医労

連や神奈川県医労連、神奈川労連の協力も得

ながら、合わせて 7回の署名提出・要請行動

をおこないました。

（１）神奈川県労働委員会は 12月 19日、機

構の不当労働行為をほぼ全面的に認定する命

令を発しました。その内容は、「交渉を尽く

３．命令交付とその後の取り組み

全面救済命令を求める団体署名を労働委員会に提出
する横山委員長と日本医労連・山田委員長(9月24日)
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さないまま一方的に不利益変更することは許

されない」「機構の行為は、組合の交渉力を

弱め、その弱体化をもたらすおそれがあるも

のとして支配介入にあたる」として、機構の

不当労働行為を厳しく断罪しました。「命

令」は厚生労働省に対する申立を棄却したも

のの、機構に対する申立では全労災の主張を

全面的に認める画期的な命令となりました。

全労災は同日、「声明」を発表するととも

に、厚生労働記者会、神奈川県政記者クラブ

勝利解決に向けて「団結ガンバロー」(第2回審問
・4月15日・神奈川県労働委員会)

で弁護団、日本医労連とともに記者会見をお

こないました。

（２）全労災は 12月 25日、「命令を真摯に

受けとめ、再審査申立をおこなわないこと」

を機構に要請し、労使関係正常化に向けて協

議を開始することを訴えました。「再審査申

立するな」の要請は、全労災のすべての支

部、日本医労連加盟組合からも機構に多数届

けられました。また、一部の労災病院の病院

長らも支部の要請に応え、機構に同様の要請

をおこないました。

これに対して機構は、「あくまでも第三者

機関で争う」との立場を明確にし、12 月 27

日、神奈川県労働委員会の判断に誤りがある

として、中央労働委員会に命令取消を求めて

再審査の申立をおこないました。

機構の動きをうけ、全労災も 2014 年 1 月

6 日、厚生労働省と機構を被申立人とする再

審査の申立をおこないました。事件は今後、

中央労働委員会で争われます。

増員・配置人員改善、下請拡大反対の闘い

（１）全労災は、2005 年の「看護師一人月８

日以内の夜勤」の協定を確実に実施すること

を求めてたたかってきました。第 61 回定期

全国大会以降は、実施確認に至っていない横

浜、富山、吉備、門司の「月８日」即時実施

を最重点課題にかかげ、ストライキをかまえ

て団交のたびに機構を厳しく追及しました。

そのなかで、これまで機構が非公開としてき

た「配置数(定員数)」「スタート数」につい

１．「看護師一人月８日以内の夜勤」
協定の実施をめざす闘い

ても団交の場で明らかにさせました。

機構は、3 月 13 日からの団交で、門司の

「月８日」について、従来の「新たに医師 2

名が確保できたら実施する」との回答を翻し

て、医師確保が見込まれる状況になったにも

かかわらず、実施を拒否し、増員さえも認め

ませんでした。富山についても、来年度に収

入増が見込まれる状況であるにもかかわらず

実施を拒否しました。

3 月 27 日の団交では、未実施病院での具

体的な実施時期の目途すら示さず、「2013

年度の収支動向を見きわめて検討する」と回

答しただけで大きく姿勢を後退させました。
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（２）4 月 25 日からの団交でも、実施時期

の具体的な目途すら示さず、「収支動向を確

認しなければならない」などと回答し、「月

８日」協定の実行に勝手な条件をつけてきま

した。この団交で機構は、2013 年度初めの

看護師確保状況について回答しましたが、ス

タート数では 18 病院で合計 163 名にのぼる

不足が生じ、8 病院では配置数(＝定員数)を

合計 63 名も下回っていることを明らかにし

ました。全労災の追及に機構は、「外来、手

術室でバッファがある(から問題ない)」と暴

言を吐きました。

（３）11 月 14 日からの団交で機構は、横

浜、富山、門司の「月８日」について、「検

討したができない」「実施は未定」と回答す

るなど、これまでの姿勢をさらに後退させま

した。全労災は、収支状況を口実に協定をふ

みにじる機構の姿勢を厳しく批判し、具体的

な実施計画を示すことを強く求め、機構に

「次回団交で具体的な目標を示したい」と表

明させました。

しかし機構は、11 月 21 日からの団交で、

全労災が具体的な実施計画・目標の回答を求

めたのに対し、未実施病院の収支見込みと目

標を述べるにとどまり、「これが示しうる具

体的な計画」と開き直るなど、姿勢をさらに

大きく後退させています。

「第25回現業部門代表者会議」には9支部17名
が参加(10月18日～19日・日本医療労働会館)

（１）全労災は、看護体制・救急体制改善の

要求をかかげて機構を追及してきました。機

構は、新人看護師の夜勤開始時期を採用後 3

ヵ月以降とすること、「応援」勤務の禁止な

どの要求はことごとく拒否し、具体的な前進

には至っていません。

（２）全労災は、看護師の「応援」勤務の禁

止を要求して機構を追及してきました。全労

災の追及を一定反映し、病院でも露骨なかた

ちでの「応援」勤務は少なくなってきていま

すが、一方で、「研修」名目で「応援」勤務

をさせる病院があることが明らかになってい

ます。看護師の勤務体制の問題については、

病院や職場の実態をさらに明らかにするとと

もに、なし崩し的な改悪を許さないたたかい

が重要になっています。

（１）全労災は、退職者の正規職員による補

充、業務量に見合った人員配置、下請・派遣

労働を拡大しないことを要求してたたかって

きました。また、「現業部門については、す

べて正規職員によって運営すること」を統一

要求にかかげるとともに、「人員配置協議」

前後の段階での支部での取り組みにあわせて

本部段階でも追及を強めました。

機構は、経営基盤の強化を大前提として、

現業部門の退職者・欠員補充は認めず、業務

委託や派遣によって対応する姿勢を継続して

います。また、2013 年度の収支状況が計画

を下回っていることを理由に、医療職などの

増員を厳しく抑制しています。

（２）関東支部では、昨年に引き続いて調理

２．看護体制・救急体制改善の闘い

３．定員補充、配置人員改善、
下請反対の闘い
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師の正規職員での補充をかちとる画期的な成

果をあげました。関東での成果を力に、各支

部でも現業部門の正規職員による欠員補充を

求めるたたかいが取り組まれました。いくつ

かの支部では、現業部門の正規職員での補充

の必要性を病院に認めさせ、人員配置協議で

具体的に機構に要求させるなど、運動は確実

に広がっています。

香川支部では、欠員となる電気士の補充を

要求し、支部ストをかまえて病院を追及し、

本部団交でも追及がおこなわれました。機構

は、「繰越欠損金の解消をめざすなかでは困

難」「問題が生じた場合には個別に対応す

る」などと拒否しました。香川支部では引き

続き、嘱託の正規化への取り組みがすすんで

います。

賃金改善、嘱託職員の労働条件改善の闘い

（１）2013 年春闘は、「デフレ不況克服に

は賃金引き上げと雇用の安定が必要」との世

論が大きく広がりました。しかし財界は、政

府に TPP 早期参加や雇用・労働の規制緩和

を迫るなど、厳しい情勢のもとでのたたかい

となりました

全労連・国民春闘共闘は、「変えよう職場

・地域と政治、勝ちとろう賃金・雇用・くら

しの改善を」をスローガンに、具体的には

「誰でも時間額 100 円以上、月額 10,000 円

以上の賃金引き上げ」を最低獲得目標とする

賃上げ要求などをかかげるとともに、消費税

増税反対、TPP 参加阻止、原発ゼロの実

現、憲法改悪反対など重点課題の取り組みを

総合的に展開しました。

（２）全労連・国民春闘共闘は、集中回答日

を 3月 13日、全国統一行動日を 3月 14日に

設定し、国民春闘の「再構築」をめざしてた

たかいました。さらなる国際競争力の強化と

規制緩和による利益優先社会の追求を強める

財界・大企業との厳しいせめぎ合いとなった

１．2013年春闘など全体の経過と
闘い

2013 年春闘は、全労連・国民春闘共闘の奮

闘で、加重平均 5,927 円・1.99%(前年比+479

円・+0.13p、7 月 9 日時点)となり、全体的

には前年を上回る結果となりました。一方、

連合は 7 月 3日時点で 4,866円・1.73%(前年

比36円・0.01p)となっています。

（３）安倍政権は、55 歳以上の国家公務員

の昇給を実質的に停止させる給与法改悪案を

6 月 17 日に成立させました。実施は 2014 年

1 月からとなっています。安倍政権は、独法

も同様の改悪措置をとるよう「要請」と称し

て押しつけています。

国家公務員賃金の大幅減額を強制した「国

家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する

法律」について安倍内閣は、臨時特例措置を

2014 年 3 月で終了させることを 11 月の給与

関係閣僚会議で決定しました。不当な賃下げ

攻撃は、国家公務員のみならず、独法、国立

大学法人、地方公務員にも波及しましたが、

日本医労連や国公労連(日本国家公務員労働

組合連合会)、全大教(全国大学高専教職員組

合)が裁判も含めたたたかいを展開し、臨時

特例措置の延長を阻止しています。
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（１）日本医労連は、医療・介護分野での深

刻な人手不足の解消や著しく低水準の医療・

介護労働者の抜本的な賃金改善など、「誰で

も月額 20,000 円以上、パート時給 200 円以

上」の賃金引き上げ要求をかかげ、全労連・

国民春闘共闘に結集し、数次の統一行動を配

置して取り組みました。3 月 14 日には 347

組合約 13,000 人がストを含む行動に決起し

ました。回答指定日以降もたたかいが継続さ

れた結果、日本医労連の産別平均(単純平均)

は、5,249 円・2.06%の引き上げとなりまし

たが、2012 年比で 31 円・0.01p のマイナス

となっています。

（２）全国組合の賃金闘争は、経営者がそろ

って国家公務員や「同業他社」の賃金・諸手

当の水準を上限としておしつけ、退職金など

の改悪をうちだすなかで、厳しいたたかいに

なりました。

全医労(全日本国立医療労働組合)は、看護

師確保と賃金・諸手当の改善を追及するなか

で看護師の「夜間看護等手当」の増額をかち

とりました(深夜 4,200 円、準夜 3,500 円)。

増額について国立病院機構は、2014 年 4 月

から 3年間の限定措置としていますが、全医

労はさらなる増額と支給継続を要求してたた

２．医労連の賃金改善の闘い

第84回中央メーデー、都内をデモ行進する日本
医労連・東京医労連の参加者(5月1日)

かっています。

全日赤(全日本赤十字労働組合連合会)は、

日赤本社の人勧準拠の方針打破による賃金改

善を追及してきました。賃金表の改善には至

ってはいませんが、看護師等の深夜手当につ

いて、1 ヵ月 30 時間を超えた時間について

は 25%引き上げることを確認しました。ま

た、夜勤日数の増加抑制等もあわせて確認し

ています。

国共病組(国家公務員共済組合連合会病院

労働組合)は、協定を破棄して「勤務評価制

度」(＝成果主義賃金制度)を 2013 年 1 月か

ら強行した経営者を不当労働行為で訴え、自

主交渉とあわせて撤回をめざしてたたかいを

継続しています。年末年始勤務手当について

は 17年ぶりに増額させ、7,000円に改善させ

ました。

公共労(公立学校共済組合職員労働組合)

は、国家公務員にはない年末年始手当、早出

手当の廃止と夜間看護手当の廃止について、

同意しない公共労の組合員には夜間看護手当

の増額支給を認めないとする経営者を不当労

働行為で訴え、2012 年 12 月に都労委で公共

労勝利の和解が成立していました。しかし経

営者が和解協定を反故にしたため、公共労は

再度、都労委に訴えていました。

公共労は、年末年始出勤拒否闘争もかまえ

て追及した結果、11 月に和解が成立し、再

度、公共労の全面的な勝利和解となりまし

た。

社会保険病院は、厚生年金病院・船員保険

病院とともに 2014 年 4 月に「独立行政法人

地域医療機能推進機構」に移行するため、新

法人での賃金・労働条件確定に向けた作業が

すすめられています。健保労組(健康保険病

院労働組合)は、現在の使用者である全社連

(全国社会保険協会連合会)が雇用確保の責任

を事実上放棄している状況のもと、日本医労
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連・県医労連とも共同し、医療と雇用確保に

向けて全力を挙げて取り組んでいます。

（３）退職金をめぐっては、各全国組合とも

国家公務員に準じた改悪の押しつけとのたた

かいとなりました。

全医労は、国家公務員退職手当法が適用さ

れ、改悪が強行されました。国共病組も改悪

提案を撤回させるには至りませんでした。

公共労は経営者から改悪提案があったもの

の、強行を許してはいません。

全労災に対して機構は、10 月 10 日におこ

なわれた団交で、退職金について、国家公務

員と同様に改悪することを正式に提案してき

ましたが、全労災は、道理のない改悪の提案

をきっぱり拒否しました。以降の団交では交

渉の議題にもなっていませんが、機構は改悪

提案を撤回してはいません。

（１）全労災は、賃金・諸手当改善の要求で

誰でも 2万円以上の賃上げ、全労災の賃金制

度案などの要求をかかげ、情勢もふまえて賃

金改善を重視して取り組んできました。

3 月 13 日からの団交では、ベースアップ

はもとより、長年改善されていない早出手当

や祝日出勤手当、通勤手当の引き上げなど部

分的な改善も含めて機構を追及しました。こ

れに対して機構は、「現状を超える対応は困

難」「繰越欠損金の解消をめざすなかでは困

難」などとして、全面的に「ゼロ回答」を繰

り返しました。全労災は 3 月 14 日始業時か

ら 1時間のストなどの行動を決行しました。

また 3 月 27 日からの団交でも、機構が一方

的に席を立って団交を決裂させたため、全労

災は 3 月 29 日日勤終業前 1 時間のスト、3

月 29 日から 4 月 1 日朝までの時間外・宿日

３．賃金・一時金をめぐる全労災の
闘い

直・待機拒否などの行動を決行しました。

（２）全労災は、2013 年度の夏期一時金要

求を 4 月 16 日に提出し、要求実現をめざし

て取り組んできました。

6月 6日からの団交で機構は、2012年度決

算が黒字との見込みを明らかにしていたにも

かかわらず、団交では、通則法、閣議決定、

繰越欠損金などを総合的に勘案した結果など

として、夏期一時金を合計 1.87 月とするこ

となどを回答しました。また、6 月 13 日か

らの団交では「様々な検討をおこなった結果

のギリギリの回答」などとして、合計 1.90

月を回答してきました。また、夏期一時金を

規程どおりに支給しない理由にした繰越欠損

金について、「現時点において具体的な方針

はない」と回答し、一時金削減に明確な理由

も根拠もないことを露呈させました。

機構が不当労働行為事件として争われてい

る 2012 年交渉と一字一句変わらない回答を

繰り返し、最後には一方的に席を立って団交

を決裂させたため、全労災は 6 月 14 日、終

業前 1時間のストなどを決行するとともに、

全支部が支給日までに「一部として受け取

る」旨の通知を各病院長に提出しました。

7 月 2 日にも夏期一時金問題で団交がおこ

なわれ、全労災は賃金改善をはじめ、要求全

般にわたって機構を追及しました。しかし機

構は「ゼロ回答」を繰り返し、団交を決裂さ

せました。

（３）全労災は、9 月 27 日に年末一時金・

年末年始手当の要求を提出し、「ゼロ回答」

となっていた賃金・労働条件改善とあわせて

機構に誠意ある回答を求めました。

機構は 11月 14日からの団交で、年末一時

金について、規程も国家公務員の水準も下回

る 2.02 月(期末 1.32 月、勤勉 0.7 月)とする

ことなどを回答してきました。また年末年始
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手当については、「12 月 28 日 0 時から 1 月

5日 24時までの勤務者に 1勤務 7,000円」と

することを回答しました。

全労災は、年末年始手当が年末年始の 9連

休すべての日を支給対象とされたことや、年

末一時金について機構が「理解を得られてい

ないことをふまえ、再検討する」としたこと

などをうけ、11 月 15 日に予定していた終業

前 1時間のストなどの行動は中止しました。

年末年始手当については、① 12月 27日の準

夜勤(中勤)及び 1月 6日付の深夜勤(夜勤)の

勤務者にも支給すること、②救急対応の「二

交替制の夜勤」は勤務 2回とみなすことを確

認したうえで協定しました。

（４）全労災は、11 月 21 日からの団交に終

業前 1時間のストなどを設定するとともに、

「ゼロ回答」を打破する強い覚悟をもって臨

みました。

しかし機構は、年末一時金について「前回

団交以降様々な検討をおこなった結果のギリ

ギリの回答」として 2.05月(期末 1.35月、勤

勉 0.70 月)とすることを回答しました。全労

災は、2012 年夏期一時金交渉、2013 年夏期

一時金交渉と一字一句変わらない回答を繰り

返す機構の異常さを指摘し、その交渉姿勢を

「不当労働行為にあたるきわめて不誠実な対

応だ」と厳しく批判しました。

全労災は 11月 22日からのストなどの行動

12月10日、始業時から1時間のストライキを決行
した関西支部。全労災は12月に3回のスト決行

を背景に、機構に何度も再考を求めました

が、機構はスト回避に努力する姿勢を一片も

見せないまま、最後には「争議行為を速やか

に回避するように」などと言い放って席を立

ち、団交を決裂させました。

全労災は機構の不当な対応に抗議し、11

月 22 日日勤終業前 1 時間のスト、11 月 22

日日勤終了後から 11月 25日朝までの時間外

・宿日直・待機拒否などを決行しました。

（５）全労災は、11 月 21 日からの団交が決

裂してからも、「ゼロ回答」となっている賃

金・労働条件改善などの要求の前進と諸問題

の解決のために、12 月に 3 回のストをかま

えて、機構に再度団交をおこなうよう求めま

した。

これをうけておこなわれた 12 月 3 日の団

交で全労災は、解決に向けてあらゆる方法論

を模索するという姿勢を明確にし、年末一時

金の大幅削減強行を撤回して誠実に交渉する

ことを機構に求めました。しかし機構は「回

答を変更する状況にない」として、交渉を事

実上拒否し、団交は決裂しました。全労災は

12 月 10 日、始業時から 1 時間のストなどの

行動を決行するとともに、全支部が「一部と

して受け取る」旨の通知を各病院長に提出し

ました。

12 月 17 日にも団交がおこなわれました

が、機構は従来の姿勢をまったく変えず、

「2.05月差し上げてるじゃないか」と暴言を

吐き、さらに一方的に席を立って団交を決裂

させました。全労災は 12月 18日、始業時か

ら 1時間のストなどの行動を決行するととも

に、12 月 31 日・1 月 1 日の日勤者・日勤帯

の時間外労働拒否を機構に通告しました。

（６）12 月 25 日におこなわれた団交は、12

月 19日に 2012年度夏期一時金交渉以降の交

渉姿勢が不当労働行為にあたると判断された
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機構が、命令を真摯に受けとめるか否かが、

最大の焦点となりました。しかし機構は神奈

川県労働委員会の命令を一顧だにせず、不当

労働行為と認定された交渉姿勢をあえて貫く

という異常な対応に終始し、団交を決裂させ

ました。

全労災は 12月 26日、始業時から 1時間の

ストなどの行動を決行するとともに、12月 31

日と 1月 1日には日勤者の時間外労働拒否な

ど行動を決行しました。

（１）嘱託職員の賃金・労働条件について全

労災は、すべて正規職員並とすることを基本

に、①各職種の最低賃金の改善、②諸手当の

正規職員並の支給、③勤務実態に応じた定昇

実施、④退職金制度の確立、⑤希望する職員

の優先的本採用化、⑥正規職員並の年休・特

４．嘱託職員の賃金・労働条件
改善の闘い

別休暇付与、⑦育児・介護休業制度の明確化

を要求し、前進をめざしてきました。

（２）嘱託職員の賃金・労働条件については

改善には至りませんでした。また、夏期一時

金、年末一時金はともに 84,000 円(前年同

額)とすることを機構に回答させています

が、妥結・協定には至りませんでした。

（１）全労災は労働者代表選出について、支

部が職員の過半数を組織していない場合には

選挙による労働者代表選出に臨む方針を決定

し、取り組んできました。

（２）2012 年の選挙戦で勝利した大阪支部

は、今年は対立候補の出馬を阻止し、支部長

の信任投票による当選をかちとりました。横

浜支部も原則的に取り組み、数年ぶりに横浜

支部の代表が労働者代表に選出されました。

５．労働者代表選出の闘い

労働条件改善、福利・厚生改善の闘い

（１）全労災は、職員が利用できる保育所の

設置、施設・設備、保育体制の改善、妊産婦

の夜間労働の全面禁止、50 歳以上の女性労

働者の夜間労働軽減、パワハラ防止の対策確

立、原発事故の影響調査、夜間労働従事者の

ガン検診の保障、組合運営保育所に対する経

費援助の増額などの要求をかかげて取り組み

ました。

夏休みについては、機構が不当な交渉姿勢

をとるなどして団交が紛糾し、労働協約締結

に至らない状況が続くなか、機構は夏休みを

１．労働条件改善の闘い
前年に準じて「慣行として」実施すると一方

的に病院に指示し、労働協約がないまま夏休

みの実施を強行しました。

全労災は、支部で交渉・協定をめざしまし

たが、各病院が一律的に「本部間交渉事項で

ある」としたため、「夏休みは制度とし 5日

間取得できる」と判断し、支部と病院との交

渉を打ち切り、本部交渉に戻しました。

（２）保育所について、機構は 3 月 27 日か

らの団交で、「24 時間保育」導入など制度

の改悪を提案してきましたが、全労災は改悪

提案をきっぱり拒否しました。6 月 6 日から

の団交で、全労災福島支部が運営していた保
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育所を病院の運営に移行して 9月 1日に開設

することを協定しましたが、「24 時間保

育」などの改悪は阻止しています。

（３）「身上調査書」については、全労災の

要求をうけて、任意の記入項目を明確化する

など 2013 年度から取り扱いが若干改善され

ました。改善後も、一部でいまだにずさんな

取り扱いがなされている実態があるため、全

労災は管理のさらなる徹底を機構に求めてい

ます。

（４）全労災は研修・委員会などについて、

その主催者、参加義務の有無にかかわらず、

すべて「業務」として取り扱うことを要求に

かかげて取り組みました。

不払い労働の解消、時間外労働の縮減に向

けて、大阪支部が「看護記録の作成」「始業

時間前の情報収集」「各種委員会」など 17

項目を時間外業務と認めさせた確認書(2012

年 2 月)と同様の協約締結を求めるたたかい

がいくつかの支部でも取り組まれました。部

分的な前進をかちとった支部もあり、さらに

運動を大きく広げることが重要です。

（５）労働条件改善要求ではこの他に、労働

時間の短縮、1 日 90 分の育児時間、育児休

業の 3歳までの延長、育児短時間の子の就学

時までの延長、福島第一原発事故による被曝

の可能性のある職員とその家族の検診等の実

施などの要求をかかげてたたかいました。要

求全般にわたって粘り強く追及しましたが、

機構が、賃金・労働条件、一時金など要求全

般にわたって不誠実な対応を繰り返し、ほと

んど「ゼロ回答」に終わっています。

（１）全労災は、福利厚生費の引き上げと民

主的運営、社会保険料負担割合を労働者 3、

２．福利厚生の充実に向けた闘い

使用者 7とすること、研究費の引き上げ、研

究・研修時間の保障と研修旅費の改善、使用

者負担による必要な健康診断の実施と有害・

危険業務など感染予防措置の徹底を要求して

取り組みをすすめてきました。

（２）労働者健康福祉機構健康保険組合の保

険料については、健保組合事務局の事務的ミ

スによる介護勘定分の追加徴収の問題が発生

しました。機構は 10月 10日の団交で、健保

組合加入者から不足分を徴収することなどを

全労災に提案してきました。全労災は 11 月

14 日からの団交で、事務的ミスによる負担

増を加入者に押しつけるべきではないと主張

し、機構に再検討を求めました。機構は「健

康保険組合の 2012 年度までの決算も終わっ

ているので、処理の方法をあらためて検討し

たい」と回答し、提案を実質的に取り下げて

います。

（３）労働関係法人厚生年金基金について

は、厚生年金法改正案が 6 月 19 日に成立

し、健全性の基準を満たしていない厚生年金

基金を 2019 年までに解散させ、代行部分は

母体企業から国に返還させることになってい

ます。加入者・受給者の権利保護に向けた早

急な対策の確立が求められています。

（４）全労災は、健保組合に議員 10 名、厚

生年金基金に代議員 10 名、労働者健康福祉

機構厚生会に役員 6名をそれぞれ送り、事業

の充実と民主的運営に向けて奮闘しました。

（５）2013 年度福利厚生費については、福

利厚生費を 6,039円、特別福利厚生費を 1,300

円(ともに前年同額)とし、6 月 6 日からの団

交で確認・協定しました。
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医療・社会保障・看護をめぐる闘い

（１）日本医労連は、医師・看護師・介護職

員など医療・介護労働者の大幅増員と処遇改

善、夜勤交替制・長時間労働の改善、「社会

保障・税一体改革」反対、社会保障の拡充を

求めて、9 月から 11 月まで「全国一斉いの

ちまもる地域キャラバン行動」に取り組みま

した。各地では、県医師会・看護協会など医

療関係団体との懇談、自治体や地方議会への

要請など多彩な取り組みが展開されました。

（２）日本医労連は、安全・安心の医療・看

護をめざし、新たに「安全・安心の医療・介

護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める国会

請願署名」の取り組みを開始するとともに、

「昼間 4 対 1 以上、夜間 10 対 1 以上」など

人員配置基準の新設・改善などの要求をかか

げるとともに、①夜勤制限協定の締結と改

善、三交替による 3人以上・月 6日以内、労

働時間 1 日 8 時間以内・週 32 時間以内、勤

務間隔 12 時間以上、②不払い時間外労働の

一掃、長時間労働の規制、母性保護の徹底、

③「特定行為に係る看護師の研修制度」創設

反対、介護労働者の医療事故の防止対策の抜

本強化などをかかげて運動をすすめました。

（３）10 月 24 日に開催された「いのちまも

る 10・24国民集会」には、全国から約 3,000

名が参加して、医師・看護師・介護職員の大

幅増員、「社会保障・税一体改革」反対、医

療費の先進国並みの確保、患者・利用者の負

１．日本医労連の闘い
担軽減などをアピールしました。全労災は集

会に 15支部 37名が参加しました。

（１）第 33 回看護職代表者会議は、7 月 5

日・6 日の 2 日間、東京・日本医療労働会館

で開催され、22 支部 57 名が参加して活発に

討論しました。

会議では、「月８日」を完全実施させるた

めに支部や職場での勤務表の点検作業をおこ

ない、協定無視、協定破りを許さない姿勢を

持ち続けることを確認しました。「特定行為

に係る看護師の研修制度」の問題についても

活発な討論がおこなわれました。参加者から

は「看護とは何か、看護師は何をする職種な

のか見極めなければ看護が揺らいでしまう」

との意見もだされました。また、ジャーナリ

ストの西谷文和さんが講演しました。

（２）全労災は、日本医労連の看護闘争に結

集し、職場を基礎としたたたかいの前進に向

けて運動をすすめてきました。今年も本部 9

名、支部 4 名の計 13 名で「看護闘争委員

会」を構成し、看護職代表者会議の開催準

備、職場における運動の強化などに奮闘して

きました。労災病院の実態と増員・労働条件

改善の必要性を明らかにするために、「新人

看護師の夜勤開始時期」「応援勤務」など状

況の調査、「勤務実態調査」(6 月)を実施し

ました。また、「看護闘争ニュース」を 3回

発行しました。

２．全労災の看護闘争
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平和と民主主義を守る闘い、国民的共同の課題

（１）安倍政権は 12 月、臨時国会で「特定

秘密保護法案」「国家安全保障会議設置法

案」などを強行採決で成立させました。民主

党、みんなの党、日本維新の会も、与党の強

行採決に協力しました。

「特定秘密保護法」は、公務員や国会議員

の活動を制限し、すべての国民の知る権利を

奪う弾圧法です。

特定秘密保護法については、反対する世論

と運動が空前の規模で広がりました。国連や

人権団体、海外のマスコミからも懸念の声が

あがり、法成立後も国民の運動は広がり続け

ています。

（２）「原発ゼロ」を求める国民の世論と運

動が大きく広がりました。6 月 2 日には「原

発をなくす全国連絡会」主催の「原発ゼロを

めざす中央集会」が開催され、全労災各支部

からも参加し、全体で 18000人を超える大集

会となりました。10 月 13 日には東京で共同

行動「10・13 NoNukesDay原発ゼロ☆統一

行動」がおこなわれ、全国から 4万人が参加

しました。

11 月 2 日には福島で「なくせ！原発 安心

して住み続けられる福島を！ 11・2ふくしま

大集会」が開催され、全国各地から 7000 人

が参加し、日本医労連、全労災福島支部から

も多数が参加しました。

（３）沖縄県の仲井真知事は 12月 26日、米

海軍普天間基地の「県外移設」という公約を

破り、名護市辺野古に新基地を建設する公有

水面の埋立てを承認しました。世論調査で

も、「承認すべきではない」が 7割を超えて

おり、「県内移設反対」の県民の総意はなん

ら変わっていません。

沖縄の労働組合などの民主勢力は、辺野古

に基地をつくらせないという方針を貫いてき

た名護市の稲嶺市長の再選に全力をあげてた

たかいました。2014 年 1 月 19 日に開票とな

った名護市長選挙では、稲嶺市長が基地容認

候補を大差で破って再選を果たし、「県内移

設反対「基地のない沖縄」の「オール沖縄」

の総意をあらためて明らかにしました。

（４）8 月 7 日から長崎で開催された「原水

爆禁止 2013 年世界大会」に、全労災は今年

も独自の代表団を派遣しました。全労災代表

団には、5 支部 11 名が参加しました。また

全労災青年部は、世界大会に向けて各支部で

「折鶴」に取り組みました。5 月から取り組

まれた「2013 年国民平和大行進」では、日

本医労連は 11 の幹線コースに「平和の旗」

を引き継ぎました。全労災の各支部も積極的

に参加しました。

「原水爆禁止2013年世界大会」(8月7日～9日
・長崎)に、全労災代表団は5支部11名で参加
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組織の拡大強化、青年部・女性部の活動

（１）全労災は、4 月と 10 月・11 月を「組

織拡大・医労連共済推進月間」に設定して集

中的に取り組みました。春の月間では本部で

リーフレットを作成して支部に配布するとと

もに、支部では組合説明会などが開催され、

青年部も歓迎会などに取り組みました。ま

た、「月８日」協定を実施させるたたかい、

厚生労働省・機構の不当労働行為を打破する

たたかいなど重要課題での前進をはかるため

にも、組織拡大に積極的に取り組みました。

（２）「春の組織拡大・医労連共済推進月

間」では、各支部の積極的な取り組みによっ

て、全体で 190名を超える新たな組合員を迎

え、3,750 名の組織を回復しました。福島、

関東、旭、山陰、山口、九州の各支部は、2

ケタ以上の拡大を達成するなど、13 支部が

年度末の退職等による減少を回復しました。

また、神戸、九州、長崎の各支部が過去最高

の組織数に到達するなど、春の「月間」は 3

年連続で 100名以上の純増となりました。

「秋の組織拡大・医労連共済推進月間」で

は、10 月・11 月に計 5 回の報告日を設定し

て取り組みました。千葉、静岡、大阪、岡山

などの支部では「退勤調査」も取り組まれま

した。秋の「月間」では、加入が退職・脱退

を下回りましたが、組織数では春の「月間」

終了時を上回りました。

（３）「月間」などの取り組みなどを通じ、

全労災の組織数は 3,750 名を超え、現在も春

の段階の到達を維持しています。年間を通じ

１．組織拡大・共済推進月間など
組織拡大の取り組み

て組織拡大に取り組む体制や「雰囲気」が支

部にできつつあることを示すもので、きわめ

て重要です。

横浜、岡山、愛媛の各支部では、ブロック

や県医労連などの支援により、宣伝行動や退

勤調査などに取り組みました。

横浜支部と第 2ブロックは、毎月の宣伝活

動に取り組み、未加入者から寄せられた「労

働相談」にも積極的に応え、加入に結びつけ

て支部の組織を「倍加」させています。岡山

支部と第 4ブロックも共同で宣伝行動や退勤

調査に取り組み、数年ぶりに新加入者を迎え

ています。

（４）「医労連共済」の取り組みでは、加入

者数が 468 人、家族 464 人、加入率 12.4%、

組合員一人あたりの掛金は 741円となり、前

年に続いて増となっています。全体では加入

率 20%、組合員一人あたりの掛金 1,000 円の

目標達成には至っていませんが、支部では、

熊本 60.3%、山陰 39.9%、東北 37.1%、関西

25.2%、美唄 22.7%となっており、目標の 20

%を超えています(12月時点)。

若干ではあるものの前進がはかられたこと

は重要です。引き続き、組織拡大と共済拡大

をセットで取り組む活動スタイルを確立する

ことが求められています。

（１）6 月 1 日から 3 日間、静岡県伊東温泉

で「学び ing ビレッヂ(第 43 回労働学校)」

を開催し、19支部 43名が参加しました。

学び ing ビレッヂでは、「情勢」「憲法」

「労働組合」の 3講義がおこなわれました。

２．組織強化の取り組み
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また、「職場のいじめ、パワハラをなくすに

は」をテーマとした班討論、レクリエーショ

ンなどもおこなわれ、参加者は大いに学習と

交流を深めました。

（２）第 25 回現業部門代表者会議は、10 月

18 日から 2 日間、東京・日本医療労働会館

で開催され、8 支部 17 名が参加しました。

会議では、病院が正規職員の補充を機構に

要求するケースが少しずつ増えていることな

どが報告されるとともに、機構が正規での補

充を認めないなかで嘱託職員が著しく悪い条

件で働かされている現状の打開を求める意見

が相次ぎました。

また、東日本大震災の教訓が語られ、直営

原則を守ることの重要性をあらためて確認し

ました。

会議は、運動が前進しつつある今こそ、欠

員・退職者の正規職員による補充、嘱託職員

の正規化や賃金・労働条件改善もあわせて取

り組むことを意思統一しました。

（３）支部の状況把握、本部の迅速かつ適切

な支部への対応のために、「月報(支部活動

状況報告)」を集約しました。集約状況はほ

ぼ半数となっており、今後、さらなる取り組

みの強化が求められます。

（４）日本医労連は、7 月 24 日から 3 日

19支部43名が参加した「学びingビレッヂ(第43
回労働学校)」(6月1日～3日・伊東)

間、静岡県熱海市で第 63 回定期大会を開催

しました。大会は、2013 年度運動方針など

を決定するとともに新役員を選出しました。

全労災からは代議員 5名が参加しました。

全労災は日本医労連に、中央執行委員会に

菅原書記長、女性協議会に駒形副委員長、看

護対策委員会に黒木副委員長、病院給食対策

委員会に小池中央執行委員、医労連共済運営

委員会に浅山中央執行委員を送るなど、産別

活動の前進へ取り組んでいます。

（１）全労災の機関紙「全労災」は、定期全

国大会以降、21号分発行され、6月には創刊

1000 号に到達しました。また、状況に応じ

て「FAX 速報」「団交報告」などを発行し

ました。

（２）全労災本部からの文書の電子メールに

よる送付については、現在 24 支部が登録

し、本部から送付しています。情報送信の迅

速化などをさらにすすめるために、インター

ネットの普及・活用については今後、さらに

重視する必要があります。

（３）スト前の患者・職員へのビラ配布に全

体で取り組みました。ストの意義と目的、運

動への理解と協力を広げることを目的とし

て、積極的な行動が支部でおこなわれまし

た。また、賃金・一時金改悪、「月８日」問

題での宣伝行動も取り組まれました。

（１）全労災青年部は、これまでに 4回の青

年委員会を開催し、新歓の取り組み、学び ing

ビレッヂや原水爆禁止世界大会に向けた学習

と「折鶴」運動、アクトインサマーや青年部

交流会の取り組みなどの当面の活動を決めま

３．宣伝活動の強化の取り組み

４．青年部の取り組み
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した。

2013 年 1 月 25 日から 3 日間、「原発」を

テーマに静岡でおこなわれた「全労災青年部

交流会」には、13 支部から 34 名が参加しま

した。原水爆禁止世界大会に向けた「折鶴」

については 15 支部から約 13,300 羽を集約

し、原水爆禁止世界大会の代表団が記念碑に

献げました。

8 月 23 日から広島で開催された日本医労

連「第 17 回アクトインサマー」には、全労

災青年部も 11支部 33名が参加し、産別の仲

間との交流を深めました。

（２）10 月 25 日・26 日には「第 34 回青年

代表者会議」を東京・日本医療労働会館で開

催しました。会議には 21支部 37名と本部役

員など合わせて 50 名が参加しました。会議

では「組合活動に参加しよう」をテーマに討

論し、新歓の取り組みやストに青年部が積極

的にかかわり、組織拡大をすすめていること

や活動上の悩みなどについて活発に意見交換

しました。また、ジャーナリストの西谷文和

さんが「戦争と憲法とメディア」と題して講

演しました。

会議は、青年部交流会の開催地を決める

「SNB(青年部)総選挙」を実施し、2014年 1

月 24 日から 3 日間、宮城県で「震災を風化

させない」をテーマに開催することを決定し

ました。

（１）全労災女性部はこの 1年間、3回の女

性委員会を開催し、母性保護など女性の権利

取得などの当面の女性部の活動、第 59 回日

本母親大会への積極的な参加、第 29 回女性

代表者会議の準備などを決定しました。

8 月 24 日・25 日に東京・千葉で開催され

た「第 59 回日本母親大会」には、2 日間で

５．女性部の取り組み

のべ約 7,500 人が参加し、全労災女性部も前

年を上回る 11支部 35名が参加しました。

また、10月 18日・19日に横浜で開催され

た日本医労連女性協議会の「第 43 回全国女

性代表者会議」には、全労災から 5名が参加

しました。

（２）母親大会終了後の 8 月 25 日・26 日

に、「第 29 回女性代表者会議」を東京・日

本医療労働会館で開催し、15 支部 38 名が参

加して討論と交流を深めました。会議では、

母親大会での討論もふまえながら、女性の権

利、各支部の活動などについて意見交流しま

した。また「あらためて権利を学ぼう」と、

女性の権利に関する学習会もおこなわれまし

た。

討論では、主に妊産婦の夜勤禁止など母性

保護について活発な意見が出され、「妊産婦

の夜勤禁止そのものを知らない」「妊娠を明

かさずに夜勤をしていた」などの実態がださ

れました。そして、賃上げのたたかいの重要

性、パワハラ、年休取得、増員などについて

活発に討論しました。

会議は、今後 1年間の活動方針を決定する

とともに、申し合わせ事項として「『レディ

ースポケットブック』を使って隣人に伝えよ

う 母性保護と女性の権利」「自分の声に耳

をかたむけ言葉にしよう」「改憲阻止、命と

未来を守ろう」を確認しました。

15支部38名が参加した「第29回女性代表者会議」
(8月25日～26日・日本医療労働会館)
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病院・医療を守る要求と運動のすすめ方

１．労災病院の統廃合・移譲・縮小はおこな

わないこと。職員の雇用を保障し、責任を

もつこと。

２．労災病院の役割を勤労者医療と地域医療

の中核と位置づけ、公的医療機関として、

労災患者を切り捨てることなく総合的な観

点で充実をめざすこと。

３．機構と病院の責任において必要な医師を

確保し、現在ある診療科を後退・縮小させ

ないこと。現業部門については、すべて正

規職員を配置して運営すること。

４．勤労者医療の推進、労災・職業病の予防

充実へ労災病院等に設備投資・必要な人員

配置を含めた予算措置を講ずること。

５．看護専門学校を、機構の責任において、

維持・充実させること。

６．独立行政法人労働者健康福祉機構への天

下りを全面的に禁止するとともに、医療経

営者としての自覚と責任をもつこと。

要 求

７．震災など大規模災害時の労働者の行動指

針等、機構の対応策を抜本的に見直し、充

実させること。

（１）独立行政法人「改革」に対しては、労

災病院の廃止・縮小を阻止し、地域医療に果

たしてきた役割も含めて、あくまでも労災病

院として充実させる立場で、患者・地域住

民、広範な団体と共同して運動をすすめま

す。具体的には次のような要求をかかげ、国

会議員要請行動などに取り組みます。

① 労災病院の政策医療(労災医療)と地域

医療の充実のために、法人の根拠法に労

災病院の設置義務を規定すること。労災

病院をグループとして全国一体的に運営

すること

② 労災病院に対し、労災患者の受け入れ

を義務化すること

③ 「産業保健推進センター」の事業を機

構の事業から分離させること

④ 交付金の使途の適正化をはかるととも

に本部人件費等をカットすること

⑤ 機構への「天下り」を禁止するととも

に、現在在籍する「天下り」を徹底的に

排除すること

運動のすすめ方
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（２）国立病院、社会保険病院・厚生年金病

院や公的病院との「統合」に反対し、患者・

地域住民、全医労、健保労組、県医労連など

と協力共同して運動をすすめます。

（３）旧美唄労災病院については、現在の医

療体制を根本的にあらためるとともに、必要

な医師を確保してせき損医療、地域医療を充

実させるよう運動をすすめます。

（４）旧大牟田労災病院(社会保険大牟田吉

野病院)、旧岩手労災病院(イーハトーブ病

院)については、医療・雇用の継続・発展を

定めた当事者間の協定等の完全実施をめざ

し、それぞれの共闘組織・患者団体等との協

力・共同を強化して運動をすすめます。また

政治解決も含めて現状の改善を、政府をはじ

め当事者に要請します。

（５）各労災病院についても、それぞれの労

災病院が勤労者医療・地域医療に果たしてい

る役割と将来像を明確にし、充実の取り組み

と地域への働きかけを強めるとともに、医師

の確保をはじめとして必要なスタッフの配置

と予算措置を要求して運動をすすめます。

（６）看護師の養成・確保対策として、労災

看護専門学校を機構の責任において維持・充

実させることを要求します。具体的には、学

校の増設・定員増を求めて運動します。

（７）労災病院等の事業が、さらに国民に役

立つ事業となるよう、政府に対して事業の拡

充を要求します。また、交付金・補助金等の

使途は政策医療(労災患者)に限定すること、

機構が医療経営に責任を負うこと、機構への

天下りを全面的にやめることなどを求めてい

きます。

（８）現業部門については、正規職員の補充

を中心に、直営原則を守る闘いを抜本的に強

化します。
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増員･配置人員改善要求と運動のすすめ方

１．看護師 1名あたりの準夜勤(中勤)・深夜

勤(夜勤)を合わせた日数は、月 6日以内と

すること。

２．全職場で年次有給休暇などの権利消化、

「看護師一人月 8日以内の夜勤」の実施な

ど労働協約の実施に必要な人員配置をおこ

なうとともに、業務量増加に対しては速や

かに増員措置を講ずること。

３．産前産後休暇、育児休業、介護休業、長

期病欠に関わる補充は確実におこなうこと。

４．退職者の補充は正規職員でおこなうとと

もに、業務委託・派遣労働の導入・拡大は

おこなわないこと。

５．現業部門の職員不補充政策をやめ、増員

すること。

６．医療事故防止のために必要な人員を確保

すること。収支状況を最優先した人員配置

はあらため、安全・安心が保たれる人員配

置をおこなうこと。

７．三交替病棟勤務看護師の日勤は患者 4名

に対し看護師 1名以上、準夜勤(中勤)・深

夜勤(夜勤)は患者 10 名に対し看護師 1 名

以上の勤務体制とすること。ICU などは

要 求

患者 1名に対し常時看護師 1名以上、外来

は患者 15 名に対し看護師 1 名以上、手術

室はベッド 1台に対し看護師 3名以上の勤

務体制とすること。

８．交替制による救急医療体制実施にあたっ

ては正規職員を増員すること。

９．医療職の配置人員を明確にし、増員する

こと。臨床工学技士を増員し、待機勤務、

呼出などのルールを厳格に適用すること。

10．学生に対する臨床指導者分として、通常

配置人員とは別に、実習をおこなう職場ご

とに 1名以上を確保すること。

（１）横浜、富山、門司での「月 8日」協定

の即時実施を機構に求め、ストライキも含め

てたたかいます。

「月 8日」協定の順守、確実な実施を求め

るたたかいは、労働協約の実行に「条件」や

「例外」を認めさせないたたかいであり、労

使関係にかかわる重大な問題です。全施設で

例外なく通年で確実に実施することを、機構

に要求してたたかいます。

（２）「月 8日」を通年で例外なく確実に実

施させるために、支部は病院に対し、必要な

夜勤可能者数を明確にさせるとともに、実施

に必要な夜勤可能者数を病棟に常時配置する

運動のすすめ方
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ことを求めます。看護師の病欠など「突発的

な事情」が生じた場合でも、「師長補佐の夜

勤入り等」も含めて、病院が責任をもって必

要な措置をとることを追及します。

（３）正規職員による増員・退職者補充を要

求し、たたかいを強化します。具体的には、

次のように取り組みます。

① 正規職員による増員・退職者補充の要

求を確立し、遅くとも 7月中には病院に

支部要求を提出する

② 支部要求提出後は、支部団交で合意が

得られるまで粘り強く病院を追及する

③ 「人員配置協議」に向けて病院が作成

する人員要求の提出前(8 月下旬～ 9 月

上旬)までに「人員配置協議で機構に必

ず要求すること」について、病院と合意

できるまで追及する

④ 支部団交の状況、人員配置協議の結果

を全労災本部に報告し、それをふまえて

全労災本部は団交で機構を追及する

⑤ 2 月頃におこなわれる「病院協議」に

向けて、支部は何度も病院を機構本部に

足を運ばせる。全労災本部は同時並行で

機構を追及する

（４）病棟看護師の勤務の点検を、本部・支

部ともに強化します。支部は病院に対し、勤

務の予定と実施の提示を求めるとともに、引

き続き、予定・実施の勤務表をすべて全労災

本部に送ることとします。

（５）医療職の人員の配置基準がないことを

ふまえ、配置基準の明確化と増員を求めてい

きます。

（６）調理師、ボイラ技士など現業部門での

正規職員補充のたたかいを強化します。特に

直営が維持されている職場については、正規

職員による増員・退職者補充を要求します。

委託業者との業務「混在」や公休が取れない

などの法違反を一掃することを病院に要求し

ます。是正されない場合は法的措置も含めて

追及します。

（７）交替制による救急医療の実施にあたっ

ては、あくまでも正規職員による増員・補充

を支部でも確認します。また、労働時間等の

細部も明確にし、協定のうえ移行実施させま

す。

（８）臨床工学技士など「一人職場」では、

「待機勤務」をしても「呼び出し」とされ、

本来支給されるべき手当が支給されないなど

の実態があります。増員し、ルールを厳格に

適用することを追及します。
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賃金改善要求と運動のすすめ方

１．全労災の考える賃金制度に改善するこ

と。

２．成果主義賃金制度は導入しないこと。

３．基準内賃金を次のように引き上げるこ

と。

① 俸給を 40,000 円以上引き上げるこ

と。

② 扶養手当を配偶者 18,000 円、扶養親

族 1 人につき 8,000 円(配偶者のいない

扶養親族は 1 人につき 13,000 円)に引き

上げること。

③ 特別調整手当を医療職俸給表適用者及

び看護職俸給表適用者に俸給の 6%を支

給するとともに俸給に組み入れること。

④ 調整手当を引き上げ、支給地を拡大す

ること。転勤者の調整手当の支給率は転

勤先の支給率と同じとすること。

４．全職種の初任給及び 35 歳、50 歳の年齢

別ポイント賃金を明示するとともに、事務

職(高卒)、看護職(三卒)は次の額を上回る

よう改善すること。なお、技能・業務職の

賃金については事務職並に改善すること。

〈事務職(高卒)〉 初任給 180,000円

35歳 330,000円 50歳 450,000円

〈看護職(三卒)〉 初任給 220,000円

35歳 350,000円 50歳 470,000円

要 求

５．通勤手当を次のように改善すること。

① 交通機関利用者については、実費全額

支給とすること。

② 交通用具利用者については、現行の額

の倍額とするとともに無料駐車場を確保

すること。

６．住居手当を次のように引き上げること。

① 借家借間の手当の支給限度額を 30,000

円とすること。

② 持家の手当を一律 12,000 円とするこ

と。

７．宿日直手当を 1 勤務 10,000 円、待機勤

務手当を 1勤務 5,000円とすること。

８．特殊勤務手当(作業手当)を引き上げ、支

給対象を拡大すること。

９．時間外勤務手当を 1 時間につき、勤務 1

時間当たりの給与額の 100 分の 150(その

勤務が、0 時～ 5 時と 22 時～ 24 時及び休

日の場合は 100分の 200)とすること。

10．夜間勤務手当を引き上げること。

11．寒冷地手当を引き上げること。

12．祝日出勤手当を引き上げること。祝日以

外の就業規則上の休日に勤務した者にも祝

日出勤手当を支給すること。

13．ボイラー、栄養管理室勤務の職員の交替

制勤務に対する手当として、1 人月 20,000
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円を支給すること。また、早出勤務の手当

を増額し、遅出勤務にも支給すること。

14．退職手当の支給基準を最高 65 ヵ月とす

ること。

15．各職種の昇格基準を改善すること。

16．一時金の要求

① 夏期一時金：3 ヵ月プラス 100,000 円

② 年末一時金：3.5 ヵ月プラス 150,000 円

③ 職員給与規程第 33 条に定める別表 13

の加算は廃止すること。

④ 一部不払いとなっている 2012 年度夏

期一時金、2013年度夏期一時金及び 2013

年度年末一時金を全額支給すること。

17．年末年始手当を、12月 26日 17時から 1

月 5 日 8 時までの勤務者に、1 勤務 10,000

円(待機勤務の場合は 1 勤務 5,000 円)を支

給すること。

全労連・国民春闘共闘は、2014 年春闘の

スローガンに「たたかいとろう大幅賃上げ、

くいとめよう憲法改悪、許すな雇用・くらし

破壊の暴走政治」をかかげ、底上げ要求とし

て「誰でも時間額 120 円以上、月額 16,000

円以上の賃金引き上げ」、最低賃上げ要求と

して「時間額 1,000 円、日額 8,000 円、月額

170,000 円」の二本立ての賃上げ要求などを

かかげて取り組むとしています。

運動のすすめ方

１．2014年春闘全体の闘い

また、労働法制の全面改悪反対、ブラック

企業根絶など雇用破壊を許さず、安定した良

質な雇用の実現をめざす運動、消費税増税中

止、社会保障改悪反対などくらし破壊の悪政

中止を求める国民的な運動、特定秘密保護法

・国家安全保障基本法阻止、集団的自衛権行

使につながる憲法解釈変更など憲法改悪に反

対し、憲法がかがやく日本をめざす運動など

も春闘の重要課題として取り組む方針です。

（１）日本医労連は 12 月の「2014 年春闘討

論集会」で、医療をめぐる情勢と春闘の課題

と闘いについて討論するとともに、2014年 1

月 21 日・22 日の第 45 回中央委員会で 2014

年春闘方針を決定しました。2014 年春闘で

は、① 40,000 円以上の賃上げ、パート労働

者時間給 200円以上の引き上げ、②初任給・

35 歳・50 歳の年齢別ポイント要求を基準と

した賃金改善、③企業内最低賃金の締結など

の課題をかかげてたたかいます。

（２）3 月 12 日(水)を回答指定日とし、回

答指定日翌日の 3 月 13 日(木)に全国統一ス

トライキを配置し、「国民春闘」の一翼を担

います。また、産別の行動として、3 月 5 日

・6 日に中央行動・政府交渉を実施するとと

もに、全労連・国民春闘共闘の中央行動にも

結集します。4 月中旬にも全国統一行動ゾー

ンを設定して、要求の前進をめざします。

（１）情勢や労働者の状況をふまえ、ベース

アップの獲得を正面にかかげ、機構を追及し

ます。

（２）2010 年 3 月に提出した「新賃金制度

要求」の実現をめざし、この要求をさらに具

２．日本医労連の賃金改善の闘い

３.全労災の賃金改善の闘い
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体化する作業をすすめます。成果主義に類す

るすべての制度の導入に反対します。当面の

要求として、賃金・諸手当、昇格制度の改善

をかかげてたたかいます。調理師については

医療職俸給表の適用を要求します。

（３）情勢に応じてストライキを設定し、そ

れを背景に団交に臨みます。「ストライキの

基本原則」を全組合員に徹底しつつ、各支部

で宣伝を強化して闘争の強化をはかります。

（４）全労連・国民春闘共闘、日本医労連の

統一回答指定日の 3 月 12 日(水)を回答指定

日とし、翌日以降にストライキを含む行動を

配置し、機構の回答を求めます。

（５）夏期一時金要求については 4月に、年

末一時金・年末年始手当要求については 9月

に提出し、要求の実現へ交渉していくことと

します。

神奈川県労働委員会の命令をふまえ、和解

協定締結以降に、規程を下回って支給された

2012 年度夏期一時金(不足分 0.35 月)、2013

年度夏期一時金(同 0.35 月)及び 2013 年度年

末一時金(同 0.10 月)の不足分を全額支給す

ることを機構に要求します。

（６）独法「改革」の実行を口実とした賃金

水準・制度の改悪には断固阻止します。成果

主義賃金制度導入を阻止した 2005 年のたた

かいに学び、あらためて成果主義賃金に関す

る学習を強め、導入を許さない意志を固めま

す。

（７）政府の「要請」や人勧などを口実とし

た賃金・労働条件改悪を許さず、中央労働委

員会での再審査のたたかいを通じて、「労使

自治の原則」に則った労働条件決定、誠実な

労使交渉の実施を機構に求めていきます。
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労働条件改善等の要求と運動のすすめ方

１．所定労働時間を次のようにすること。

① 1日の労働時間 7時間 30分

1週間の労働時間 37時間 30分

1年間の労働時間 1,800時間

② 夜勤・交替制勤務労働者の 1週間の労

働時間を 32時間以内とすること。

③ 交替制勤務職員について、すべての休

日の暦日 24 時間確保と勤務間隔最低 12

時間を確保すること。

④ 「夜勤入り」は勤務免除とすること。

２．新人看護師の夜勤開始時期については、

採用後 3ヵ月以降とすること。

３．救急、手術室、外来、病棟などとの「応

援」勤務をなくすこと。

４．年次有給休暇の取得を制限せず、すべて

の職員に 20日以上取得させること。

５．夏休みを連続 7日間とし、制度化するこ

と。

６．妊産婦の夜間労働については、すべて禁

止すること。50 歳以上で希望する女性労

働者の夜間労働を軽減すること。15 歳未

満及び要介護者の介護にあたる労働者の夜

要 求

労働条件改善の要求

間労働を免除すること。

７．産後特別休暇を 10 週間とし、育児時間

は 1日 90分与えること。

８．育児休業は子が 3歳となるまでの期間取

得できるようにすること。育児短時間は子

の就学時まで、全職員が取得できるように

すること。

９．介護休業の取得条件を改善すること。子

の看護休暇は子 1人につき 5日間とし、子

が小学校を卒業するまでの期間取得できる

ようにすること。

10．全職員が利用できる保育所を設置・確保

するとともに、施設・設備、保育体制の改

善をはかること。組合運営保育所に対する

経費援助を大幅に増額すること。

11．65歳まで定年延長すること。

12．希望転勤の制度を確立するとともに、業

務命令による転勤の場合は、その基準を明

確化し、本人の同意を条件とすること。

13．委員会・研修会、学生指導などは、すべ

て勤務扱いとすること。

14．ハラスメント防止対策を強化すること。

15．福島第一原発事故による被曝の可能性の

ある職員とその家族の検診、追跡調査をお

こなうこと。
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１．福利・厚生の制度を抜本的に改善・充実

させること。職員厚生費を引き上げ、民主

的に運営すること。

２．社会保険料の負担割合を労働者 3、使用

者 7とすること。

３．研究費の支給対象を拡大するとともに、

引き上げること。

４．研修に関わる旅費、宿泊費及び予算を引

き上げること。

５．有害・危険業務及び VDT 労働に対する

安全衛生措置並びに院内感染予防措置を徹

底すること。夜間労働に従事する職員に対

するがん検診を無償でおこなうこと。

６．改正厚生年金保険法施行にともなう労働

関係法人厚生年金基金の組織・制度の改変

にあたっては、加入者・受給者に不利益を

生じさせない総合的な対策を講じること。

１．「専従者に関する協定書」第 7項目及び

第 8項目の保障期間をそれぞれ 5年間とす

ること。

２．全労災が指定した会議等に特別休暇の取

り扱いをおこなうこと。

３．団交ルールを確立すること。

福利・厚生改善の要求

組合活動に関する要求

（１）労働時間短縮をめざし、1 日、1 ヵ

月、1 年の所定労働時間をすべて短縮するこ

とを要求するとともに、「有害業務」である

夜勤・交替制勤務に従事する病棟看護師など

の週の労働日を 1日短縮することを要求しま

す。また、夜勤入りの日は公休ではなく勤務

免除とすることも要求します。

夜勤・交替制労働の労働条件改善について

は日本医労連に結集し、法規制を含めた抜本

的な改善を求めて取り組みます。

（２）夏休みについては、引き続き連休を原

則とし、7 日間の制度化の要求をかかげて闘

います。支部でも点検を強化します。

年休、勤続 20 年・30 年のリフレッシュ休

暇や特別休暇などの権利休暇を完全取得する

運動の強化をはかります。年休については、

時効により「消滅する年休」をなくす運動に

取り組みます。管理者のいやがらせ等の取得

妨害については断固抗議するとともに、機構

に徹底した対策を求めます。

（３）時間外労働の縮減と不払い労働をなく

す運動を強化します。36 協定の内容を改善

する運動、36 協定違反を許さず増員等によ

り協定を病院に順守させる運動に取り組みま

す。また「退勤調査」など、時間外労働の実

態調査に各支部も取り組みます。大阪支部の

時間外労働に関する確認書に学び、同様の措

置を求めて運動します。

時間外手当がつけられないなど法違反につ

いては、厚生労働省通達基発 339号の徹底と

告発を含めた毅然とした姿勢で追及していく

こととします。

運動のすすめ方

１．労働時間短縮の闘い
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（４）36 協定締結・更新に際しては次の点

を基準に対応していくこととします。

① 基本的には現在の水準を後退させない

ことを要求する(年間 150時間等)。あく

までも 36 協定順守、時間短縮を求める

立場を貫き、協定を実情に合わせない。

② 職場ごとの実績を踏まえた内容の協定

とする。放射線業務など危険有害業務に

ついては 1日 2時間以内を厳守させる。

③ 時間外労働が多い職種・職場であって

も法律の規制である 1 ヵ月 45 時間、年

間 360時間より少ない時間とする。

④ 三交替制勤務者の休日労働は禁止。

⑤ 協定締結後も実績チェックなど点検や

活動を強化する。

（１）救急医療体制については、2004 年 12

月に締結した救急医療に対する勤務体制の本

部間協定をふまえ、引き続き交替制での実施

を追及します。また、この本部間協定につい

ては、職場の実態にあわせて改善することを

機構に要求します。

（２）病棟からの「応援」勤務については、

実態をふまえて是正するよう追及します。

（３）母性保護の徹底と改善のために、産後

休暇 10週間、育児時間の 1日 90分を要求し

て運動します。また、更年期の女性労働者の

母性保護も重視し、希望に応じて夜間労働を

軽減する措置をとることを機構に求めます。

女性部を先頭に、妊産婦の夜勤禁止などの点

検活動や生理休暇など諸権利の取得向上の運

動を広げます。

（４）子育て支援策の充実は、医師・看護師

２．他の労働条件改善の闘い

等人材の確保・離職防止に有効であり、運動

を強化します。3 歳までの育児休業の期間延

長や介護休業・看護休暇の取得条件の改善に

向けて運動をすすめます。保育所の設置・確

保を要求するとともに、「24 時間保育」な

ど保育と労働条件改悪につながる措置に反対

して運動します。

（５）機構は 10 月、「ハラスメント防止規

程」を制定しましたが、規程にもとづく実効

ある措置と対策の強化を求めて機構を追及し

ます。また、機構理事長、病院長をはじめ管

理者による「ハラスメント撲滅宣言」運動を

すすめます。

（６）定年延長を要求するとともに、退職金

制度改悪に反対し、改善を要求します。定年

後再雇用職員については、機構・病院に「定

員には含まない」という労使確認の徹底を求

めます。

（７）昇格にともなう異動(異動昇格)を原則

とすることについては引き続き反対します。

業務命令による転勤は本人の同意を原則とす

るよう追及します。

（８）委員会・研修会等の問題は、「業務上

必要な会議等についてその旨を明示する」こ

ととなっていますが、「個人目標管理」とも

結びつき改善されていません。これらの実態

もふまえ、委員会・研修会、また学生指導等

についても、すべて勤務扱いとすることを要

求して闘います。

（９）福島第一原発事故による被曝の可能性

のある職員・家族の検診・追跡調査などの対

策を要求します。
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（１）本来、使用者の責任でおこなわれるべ

き福利厚生事業については、機構の責任で実

施することを要求します。労働者健康福祉機

構厚生会については、当面は民主的運営の徹

底と事業の改善を求めます。厚生会の民主的

運営と事業改善へ向け、6 名の役員を先頭に

取り組みます。

（２）研究費増額と支給対象の拡大、研修旅

費・宿泊費の改善を追及します。また現在は

一部に限られている資格等の取得・維持への

支援策の拡充を要求します。

（３）有害・危険業務及び VDT 労働に対す

る協定及び安全衛生の徹底、ウイルス性肝

炎、HIV、結核、MRSA などの感染予防措

置を徹底することを要求します。

夜間労働も「有害・危険業務」であり、乳

がんや前立腺がんなどのがん検診をおこなう

ことを要求します。また、子宮頸がんワクチ

ン接種も求めます。

（１）労働者代表は、第一義的には労働組合

から選出することが労基法にも定められてい

ます。必ず全労災支部の代表が労働者代表に

なるように取り組みます。支部が労働者の過

半数を組織していない場合は選挙による労働

者代表選出に正々堂々と取り組みます。

（２）支部の代表が労働者代表となった場合

での就業規則改定などの意見書提出、36 協

定の締結、衛生委員会の活用など、それぞれ

３．福利厚生の充実、安全衛生の
徹底などに向けた闘い

４．労働者代表選出の闘いと衛生
委員会などでの取り組み

的確に対応していけるよう取り組みをすすめ

ます。

（１）労働者健康福祉機構健康保険組合の議

員団、労働関係法人厚生年金基金の代議員団

と綿密に連携・協力し、事業改善と民主的運

営をすすめます。

（２）厚生年金保険法の改正により、労働関

係法人厚生年金基金は、2018 年度(平成 31

年度)末までに、企業年金など新制度への移

行または基金解散など、根本的な制度改変を

おこなう義務が課されました。制度改変の議

論は労使間でもおこなわれますが、加入者・

受給者に大きな不利益を生じさせない対策を

講じることを機構に要求します。

５．健康保険組合、厚生年金基金
事業の民主的運営に向けた闘い



 33 

嘱託制度の改善要求と運動のすすめ方

１．希望する嘱託職員は優先的に本採用化す

ること。

２．嘱託制度を改善すること。

３．嘱託職員の賃金の最低額(企業内最低賃

金)を次のようにすること。

① 時間額 1,200円、日額 9,000円、

月額 180,000円以上

② 各職種の最低賃金は各職種の正規職員

の初任給とすること。

４．正規職員に準じて諸手当を支給するこ

と。

５．採用の際の部外経験換算は、正規職員と

同様とすること。

６．勤務の実態に応じて、最低年 1回以上の

定期的な昇給をおこなうこと。

７．退職金制度を確立すること。

８．すべての嘱託職員に正規職員に準じて年

次有給休暇を与えること。特別休暇の制度

を正規職員並みに改善すること。

９．一時金については正規職員の支給水準に

準じて支給すること。

要 求

（１）本採用化を希望している嘱託職員につ

いては、職種の区別なく優先的に採用するこ

となどを要求し、交渉をすすめます。

（２）正規職員に準じた賃金・労働条件確保

に向けて、引き続き具体的な改善めざして、

交渉をすすめます。

（１）最低賃金の改善を求めるとともに、免

許職種については、調整手当と特別調整手当

を含めた各職種の正規職員の初任給を最低と

する職種別最低賃金の協定化を機構に求めま

す。

（２）正規職員並の部外経験換算、勤続年数

に応じた定期昇給措置の基準を明確にさせる

とともに、採用時からの年次有給休暇の付与

をはじめ、労働条件の改善を追及します。

（３）一時金については、正規職員に準じた

支給額へ改善を追及するとともに、退職金制

度の確立を求めます。

（４）嘱託職員の賃金・労働条件、雇用契約

等については、嘱託組合員の委嘱をうけた全

労災支部が病院と交渉して決定する仕組みを

確立します。昨年施行された改正労働契約法

の趣旨をふまえ、条件に該当する嘱託職員に

ついては「期間の定めのない職員」に転換す

ることを求めて運動します。

運動のすすめ方

１．嘱託職員制度の改善

２．賃金・労働条件改善の闘い
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国民生活に関わる要求と運動のすすめ方

１．介護労働者への医療行為反対。すべての

職種の大幅増員で、各職種の専門性の向上

を。安上がりの医療・福祉政策、安易な業

務委譲に反対。医療事故防止に向けた第三

者機関の設置。無過失補償制度の確立。

２．介護療養病床の廃止と医療療養病床の削

減撤回。後期高齢者医療制度の即時廃止。

窓口負担の軽減をはじめ患者・国民負担の

軽減。保険外負担の拡大、混合診療導入や

医療保険制度の縮小・再編反対。派遣労働

の導入・拡大反対。業務委託・下請反対。

３．介護保険制度の抜本的改善。保険料・利

用料の大幅軽減。低所得者への減免措置、

特養など介護保険施設への入所待機者の解

消、施設増設と基盤整備の促進など介護提

供体制の拡充・整備。「介護職員の処遇改

善交付金」の復活と改善。障害者の医療・

福祉制度改善。

４．プログラム法案の具体化阻止・社会保障

制度改悪反対。消費税増税阻止。消費税廃

止に向け、当面 3%への引下げ、国庫負担

による最低保障年金の確立。基礎年金制度

の確立と給付額の引き上げ。看護職員など

夜勤・交替制労働者の年金 55才支給実現。

５．安全でゆきとどいた医療・看護・介護を

保障する診療報酬・介護報酬の改善。「昼

要 求

間 4 対 1 以上・夜間 10 対 1 以上」の配置

基準の新設。ICU 等の常時 1 対 1 新設。

外来 15 対 1 以上、手術室看護料の新設。

入院日数短縮、ベッド削減反対。

６．「看護職員確保法・基本指針」の改正。

財政措置の具体化、罰則規定の新設。夜勤

・交代制労働の法的規制。准看護師養成停

止、制度一本化。「二年課程通信制」の改

善・支援措置確立。ILO看護職員条約・夜

業条約の批准。改正「福祉人材確保指針」

の実効性ある具体化。介護労働者に対する

介護福祉士資格取得の支援措置、介護労働

者の増員と公的研修制度の確立。

７．国公立・公的医療機関の統廃合・移譲、

民営化反対。住民要求にもとづく保健・医

療・福祉のネットワークの確立。雇用の確

保、賃金・労働条件の引き下げ反対。労働

基本権の保障、正常な労使関係の確立。

８．震災からの早期の復興実現。原発ゼロ、

自然・再生エネルギーへの転換。TPP 参

加反対。消費税など大増税反対。大企業優

先・格差拡大の「構造改革」反対。

（１）医療・社会保障制度の充実、労働者の

権利と国民生活・環境を守る要求について

は、日本医労連の 2014 年春闘「統一重点要

求」に準じて設定し、日本医労連、医団連、

社会保障推進協議会などに結集して運動をす

すめます。

運動のすすめ方
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（２）「1 日の労働時間は 8 時間以内」「週

労働時間を 32 時間以内」など夜勤・交替制

労働の改善を要求した「安全・安心の医療・

介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める国

会請願署名」については、組合員一人 10 筆

以上を目標に取り組みます。

（３）安倍政権は、「世界で一番企業が活動

しやすい国をめざす」として、労働者派遣法

改悪、裁量労働制改悪、「解雇特区」など労

働法制の大改悪を狙っています。派遣労働に

ついては、「原則 1年、最長 3年」の派遣期

間の規制を「同一業務」から「同一の労働

者」に緩和し、業種による規制もなくすこと

が検討されています。労働法制大改悪反対の

運動は全労連・連合のワクを超えて広がって

います。今後も全労連に結集し、雇用破壊を

ストップさせます。

（４）社会保険病院・厚生年金病院等の独立

行政法人地域医療機能推進機構への移行をめ

ぐっては、2014 年 4 月の移行を控え、労働

者の雇用・労働条件の継続がいまだに確定し

ていない重大な状況にあります。健保労組、

日本医労連・県医労連と連携し、地域医療と

雇用を守る立場で運動をすすめます。非正規

も含めた全職員の雇用確保と地域医療確保を

全社連に対し要求します。

（５）旧社会保険庁・日本航空の労働者の不

当解雇事件は、全労災の不当労働行為事件と

同様に、国が直接的に関わってひき起こされ

た事件です。国の責任による解決を求め、署

名や裁判支援など、特に重視して取り組みま

す。また、秋田県・公立米内沢病院解雇撤回

闘争も重視します。

（６）TPP 参加の重大な影響は、農業分野

にとどまらず、医療、雇用の分野にも及び、

国の在り方を大きく変えてしまうものです。

労働組合、民主団体、医療、農漁業、経済団

体、政党など広範な勢力との協力共同による

取り組みをすすめます。

（７）福島第一原発事故の被災者の救済と、

原発事故への恐怖と将来不安からの一刻も早

い解放を求め、「原発ゼロ」社会の実現を重

要課題として取り組みます。広範な国民運動

の構築をめざす「原発をなくす全国連絡会」

が提起する署名・集会などの運動に積極的に

参加します。

（８）東日本大震災被災地の復興について

は、被災者の生活と生業の再建を最優先する

こと、被災地の住民目線での復興策を確立す

ることを政府・自治体に求めて運動します。

震災復興を口実とした漁港や医療機関の集約

化や公務員の賃金・労働条件改悪などには断

固反対し、全労連、日本医労連に結集して取

り組みます。
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平和と民主主義の要求と運動のすすめ方

１．核兵器禁止・廃絶の国際条約締結。すべ

ての核実験反対。非核三原則の法制化。

２．憲法改悪反対。集団的自衛権行使反対。

特定秘密保護法・国家安全保障会議設置法

など「海外で米軍と戦争ができる国」づく

りの法律発動阻止。医療機関への戦争協力

の強制反対。侵略戦争美化反対。「従軍慰

安婦」「強制連行」など侵略戦争被害者の

救済。

３．日米安保条約廃棄。在日米軍基地の撤去

・縮小。米海軍普天間基地の辺野古移設強

行反対。オスプレイ配備の中止。自衛隊の

海外派兵・有事法制の発動反対。米軍への

「思いやり予算」撤廃。

４．小選挙区制度の廃止。国・地方政治の革

新、国民本位の政治への転換。国民の生活

と権利、平和と民主主義を守る革新・平和

・民主勢力の前進。

（１）憲法第 9条改悪による「国防軍」創設

と集団的自衛権行使を可能にすることを狙っ

た安倍首相と自民党は、改憲論者も含めた世

要 求

運動のすすめ方

論の反発にあいました。安倍政権は、「明文

改憲」から「解釈改憲」で憲法第 9条の実質

的な改悪をすすめる方向に「軌道修正」して

います。

平和と民主主義、国民の生命を守る医療労

働者として、日本の平和の礎である憲法第 9

条など世界の英知で確立した現行日本国憲法

を守る運動を広げます。日本医労連の憲法リ

ーフや DVD を活用して学習を強化するとと

もに、全労連の「輝け！憲法」署名に取り組

みます。また、「九条の会」の講演や集会な

どに積極的に参加します。

（２）「特定秘密保護法」については、全労

連などの運動に結集し、「特定秘密保護法の

廃止を求める請願署名」に取り組みます。

（３）核兵器廃絶に向けて原水爆禁止 2010

年世界大会が提唱した「核兵器全面禁止のア

ピール」署名を軸とした国際共同行動に職場

・地域から参加します。8 月に広島で開催さ

れる原水爆禁止 2014 年世界大会と国民平和

大行進の成功へ多数の代表参加をめざし、学

習・宣伝などに取り組みます。NPT(核不拡

散条約)再検討会議に向け、県医労連や地域

労連の代表派遣の取り組みなどに積極的に参

加します。

（４）在日米軍普天間基地の辺野古移設に反

対し、県外、国外への無条件移設を求める沖

縄県民の闘い、在日米軍基地の再編強化に反

対する各地の闘いに連帯して運動します。ま

た、深刻化する米兵の犯罪の防止徹底、日米

地位協定の抜本的改正を求めて運動します。
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看護闘争の課題と運動のすすめ方

（１）日本医労連は、「安全・安心の医療・

介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める国

会請願署名」の取り組みを軸に、医師・看護

師と医療・介護労働者の大幅増員などを要求

して運動をすすめています。

2014 年 2 月 6 日には「夜勤改善・大幅増

員をめざすシンポジウム」を東京・星陵会館

で開催し、「夜勤は有害業務」「夜間労働の

規制と夜間労働に従事する労働者の保護は当

たり前」の世論を広げる契機とし、今後の運

動を広げていく方針です。

（２）日本医労連は、安全・安心の医療・看

護をめざし、「昼間 4 対 1 以上、夜間 10 対

1 以上」など人員配置基準の新設・改善など

の要求をかかげるとともに、①夜勤制限協定

の締結と改善、三交替による 3 人以上・月 6

日以内、労働時間 1 日 8 時間以内・週 32 時

間以内、勤務間隔 12 時間以上、②不払い時

間外労働の一掃、長時間労働の規制、母性保

護の徹底、③「特定行為に係る看護師の研修

制度」の創設反対、介護労働者の医療事故の

防止対策の抜本的強化などを重点要求として

取り組む方針です。

（１）全労災看護闘争委員会については、引

き続き本部役員に支部からの委員を加えて構

成し、「看護師一人月 8日以内の夜勤」協定

１．日本医労連の看護闘争

２．全労災の看護闘争

の確実な実行と、「月 6日」への発展をめざ

して取り組みを具体化します。

また、増員による救急交替制の実施、研修

・委員会のあり方の抜本的な改善など、当面

の看護問題に対応するとともに日本医労連の

看護闘争への結集を基本的課題として運動を

すすめていきます。

（２）看護業務は看護師がおこなうことを大

前提に、看護師の増員を求めるとともに、安

易な看護助手等への業務シフトを許さない闘

いを展開します。

（３）2014 年 1 月の通常国会に医療法等の

改正等の関連法案として、特定行為を診療の

補助の拡大とする保助看法改正が上程される

予定です。学習と合わせ、「特定行為を『診

療の補助』に拡大する法改正に反対する請

願」署名の取り組みを強化します。

（４）村上優子さんの過労死裁判を教訓に、

長時間・交替制労働、夜勤の有害性について

学習会に取り組みます。

（５）5 月の「看護の日」を中心としたナー

スウェーブをはじめ、日本医労連の看護闘争

へ積極的に結集します。また、各県医労連の

行動にも積極的に参加します。

（６）7月 4日(金)・5日(日)に「第 34回看

護職代表者会議を開催し、当面の課題、闘争

方針について討論し、意思統一するととも

に、職場の実態や運動の交流をはかります。

また、6 月分の夜勤回数など看護師の勤務

実態調査を実施します。
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組織の拡大・強化と運動のすすめ方

（１）組織拡大を最重要課題として位置づ

け、4,000 名を超える組織化の早期達成をめ

ざし、すべての支部が「史上最高の組織数」

「過半数の組織化」の目標を正面にかかげて

取り組みます。

「月８日」などの成果や仲間の存在、「医

労連共済」など、全労災の魅力を示しつつ、

未加入者に積極的に加入を訴えます。また、

新入職員、嘱託職員の組織化を重視して取り

組みます。「派遣交流」などで異動する組合

員については確実に把握し、異動先の支部に

転籍させます。

（２）年間を通して、組織拡大に日常的に取

り組みます。また、本部のオルグ、ブロック

の支援・協力体制を強化します。各支部は、

職員数、組織対象者数、過半数目標、現在数

を明確にし、目標をもって取り組みます。過

半数を組織化している支部、過半数目標と現

状に大きな乖離がある支部は、支部結成史上

最大の組織数をめざします。

また、支部においては「組合説明会」の開

催などに取り組むとともに、「月間」などの

定期報告以外にも、拡大の成果や具体的な取

り組みがあったら漏れなく速やかに本部に報

告することとします。そして、本部が「組織

拡大推進ニュース」を発行し、経験と教訓を

すべての支部・組合員が共有し、激励しあい

ながら目標達成に取り組む体制と雰囲気づく

りをすすめます。

（３）4 月と 10 月・11 月に、すべての支部

１．組織拡大をめざす活動

が集中して組織拡大と医労連共済拡大に取り

組む「組織拡大・医労連共済推進月間」を設

定します。

（１）学習教育活動の取り組みを強化し、次

のように組織強化をめざします。

① 6月 27日(金)～ 29日(日)に「学び ing

ビレッヂ」(第 44 回労働学校)を開催し

情勢や組合活動に対する学習と組合員間

の交流を深めます。

② 9 月の中央委員会以降に「第 26 回現

業部門代表者会議」、「第 14 回医療職

部門代表者会議」を開催します。

③ ビラ・団交報告など、本部発行の宣伝

物の配布体制を確立します。不当労働行

為をなくすために、引き続き学習・宣伝

活動に取り組みます。

④ ホームページを開設し、内外に情報を

発信します。

（２）ブロックを中心とした支部の定期的な

交流、支援・協力体制を強化します。特に、

横浜、神戸、岡山、吉備、愛媛の各支部への

対策・援助を強化します

（３）組合における福利・厚生活動の中心で

ある「医労連共済」への加入促進の取り組み

を、組織拡大と結びつけて強化します。支部

単位での「慶弔共済」の加入を推進するとと

もに、生命・交通・医療・火災・自動車・年

金の「個人共済」の加入を推進し、当面、組

合員比 20%の目標をかかげて取り組みを強

化します。

２．組織強化の課題とすすめ方
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文化・スポーツなどサークル活動に取り組

みます。「マジックキングダムクラブ」の会

員団体として取り組みます。

（１）日本医労連・県医労連、全労連・地域

労連の諸会議・集会に積極的に参加します。

（２）「第 41回医療研究全国集会」(6月 14

日～ 15日・東京)の取り組みを強化します。

（１）核兵器廃絶署名、原水爆禁止世界大会

の参加など平和運動に積極的に取り組みま

す。学習と交流を基本的活動に位置づけ、

「学び ing ビレッヂ」の参加に積極的に取り

組みます。支部青年部の活動も活発にし、青

年の組合への結集めざして、新入職員歓迎会

や歓迎パンフの作成・配布に取り組みます。

（２）青年部活動の前進をめざすとともに、

「青年部交流会」に引き続き取り組みます。

また、日本医労連青年協議会、全労連青年部

に結集し、青年の要求実現のために活動しま

す。日本医労連地方協議会の青年が取り組む

「ブロックアクト」に積極的に参加し、集会

３．日本医労連、全労連への結集
強化の課題

４．青年部活動

の成功をめざします。

（３）10 月に「第 35 回青年代表者会議」を

開催し、青年部交流会開催など 1年間の活動

方針を決定するとともに、交流します。

（１）妊産婦の夜勤制限など母性保護の権利

の点検活動など、取り組みを強化します。ま

た、労働条件改善・離職防止のためにも、現

行の保育所制度を検討し、すべての職員が利

用できる保育所をめざして取り組みます。

「Lady's Pocket Book」(女性の権利手帳)を

活用し、学習と宣伝活動を強化して、母性保

護など女性の権利取得向上に取り組みます。

（２）日本医労連女性協議会、全労連女性部

等の活動に結集します。8 月 2 日(土)・3 日

(日)の「第 60 回日本母親大会」(横浜)、日

本医労連の「女性集会」に積極的に参加する

とともに、平和運動、「原発ゼロ」をめざす

運動、憲法第九条を守る運動の取り組みも強

化します。

（３）「第 60 回日本母親大会」終了後の 8

月 3 日(日)・4 日(月)に「第 30 回女性代表

者会議」を開催し、1 年間の活動方針を決定

するとともに、女性部の運動について討論

し、交流します。

５．女性部活動
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2014年春闘の行動計画など

（１）2014 年春闘は、①中央労働委員会で

不当労働行為事件の「再審査」開始、②独立

行政法人「改革」の具体化など、全労災の運

動と労働者の働き方に大きく関わる情勢が生

まれる可能性があるなかでたたかわれます。

賃金・労働条件改善の要求を堂々とかかげ、

前進めざして運動をすすめます。合わせて組

織拡大を重視して取り組みます。

また、日本医労連の産別統一行動に積極的

に結集してたたかいます。

（２）全労災本部は、第 62 回定期全国大会

での要求と方針の決定を受け、2 月 28 日

(金)までに日本医労連と連名で、機構に要求

を提出します。

各支部は、各県医労連と連名で、3 月 7 日

(金)までに各労災病院に統一要求を提出し、

文書による回答と機構本部への上申書の提出

を求めることとします。

（３）統一要求の提出と並行して、 3 月 11

日(火)までに、夏期・年末一時金等の要求を

含めてストライキ権(争議権)を確立する全組

合員投票を実施し、確立します。

（４）統一要求に対する回答指定日を 3月 12

日(水)とします。各支部は大会直後から回答

指定日に向けて、病院側と交渉をおこない、

統一要求に対する回答と機構本部への上申書

の提出を追及します。機構と病院の対応と交

渉の進展状況を判断しながら、ストライキを

含む数次の行動を配置します。

2014年春闘の行動計画
（５）回答指定日の 3 月 12 日に本部団交を

おこない、要求に対する回答を求めます。回

答指定日の翌日の 3月 13日(木)に、2014年

春闘統一行動としてストを配置します。

（６）3 月 13 日(木)には、全国各地で春闘

統一行動の集会などが取り組まれます。各支

部は各県医労連や地域労連などの行動に積極

的に参加することとします。

（７）秋年末闘争方針については、「第 68

回中央委員会」を 9月 12日(金)～ 13日(土)

に開催し、討議・決定することとします。

（１）日本医労連は、3 月 5 日(水)・6 日

(木)に中央行動を実施します。全国組合協議

会も 3月 5日夕に集会を開催します。中央行

動・全国組合協議会の集会に、各支部 1名の

動員を要請することとします。

（２）3月 9日(日)には「0309 No Nukes Day

原発ゼロ★大統一行動」が全国で取り組まれ

ます。県医労連・地域労連などの要請にもと

づき、積極的に参加することとします

2012 年度夏期一時金問題での不当労働行

為事件の「再審査」が始まります。

日程は未定ですが、「調査」には近隣の支

部、「審問」には全支部に傍聴人の動員を要

請し、傍聴席を白衣で埋め尽くすように取り

組みます。

不当労働行為事件の中央労働
委員会での再審査について

全国組合協議会の集会など
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労働者健康福祉機構(労災病院)への要求
(ストライキ権を行使して実現をめざす要求)

（１）労災病院の統廃合・移譲・縮小はおこなわ

ないこと。職員の雇用を保障し、責任をもつこと。

（２）労災病院の役割を勤労者医療と地域医療の

中核と位置づけ、公的医療機関として、労災患者

を切り捨てることなく総合的な観点で充実をめざ

すこと。

（３）機構と病院の責任において必要な医師を確

保し、現在ある診療科を後退・縮小させないこ

と。現業部門については、すべて正規職員を配置

して運営すること。

（４）勤労者医療の推進、労災・職業病の予防充

実へ労災病院等に設備投資・必要な人員配置を含

めた予算措置を講ずること。

（５）看護専門学校を、機構の責任において、維

持・充実させること。

（６）独立行政法人労働者健康福祉機構への天下

りを全面的に禁止するとともに、医療経営者とし

ての自覚と責任をもつこと。

（７）震災など大規模災害時の労働者の行動指針

等、機構の対応策を抜本的に見直し、充実させる

こと。

（１）看護師 1名あたりの準夜勤(中勤)・深夜勤(夜

勤)を合わせた日数は、月 6 日以内とすること。

（２）全職場で年次有給休暇などの権利消化、

「看護師一人月 8日以内の夜勤」の実施など労働

協約の実施に必要な人員配置をおこなうととも

に、業務量増加に対しては速やかに増員措置を講

ずること。

（３）産前産後休暇、育児休業、介護休業、長期

１．労災病院の統廃合･移譲･縮小反対
及び充実に向けた要求

２．増員・配置人員改善の要求

病欠に関わる補充は確実におこなうこと。

（４）退職者の補充は正規職員でおこなうととも

に、業務委託・派遣労働の導入・拡大はおこなわ

ないこと。

（５）現業部門の職員不補充政策をやめ、増員す

ること。

（６）医療事故防止のために必要な人員を確保す

ること。収支状況を最優先した人員配置はあらた

め、安全・安心が保たれる人員配置をおこなうこと。

（７）三交替病棟勤務看護師の日勤は患者 4名に

対し看護師 1 名以上、準夜勤(中勤)・深夜勤(夜

勤)は患者 10名に対し看護師 1名以上の勤務体制

とすること。ICU などは患者 1 名に対し常時看

護師 1 名以上、外来は患者 15 名に対し看護師 1
名以上、手術室はベッド 1台に対し看護師 3名以

上の勤務体制とすること。

（８）交替制による救急医療体制実施にあたって

は正規職員を増員すること。

（９）医療職の配置人員を明確にし、増員するこ

と。臨床工学技士を増員し、待機勤務、呼出など

のルールを厳格に適用すること。

（10）学生に対する臨床指導者分として、通常配

置人員とは別に、実習をおこなう職場ごとに 1名
以上を確保すること。

（１）全労災の考える賃金制度に改善すること。

（２）成果主義賃金制度は導入しないこと。

（３）基準内賃金を次のように引上げること。

① 俸給を 40,000円以上引き上げること。

② 扶養手当を配偶者 18,000円、扶養親族 1人
につき 8,000円(配偶者のいない扶養親族は 1
人につき 13,000円)に引き上げること。

３．賃金改善の要求
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③ 特別調整手当を医療職俸給表適用者及び看

護職俸給表適用者に俸給の 6％を支給すると

ともに、俸給に組み入れること。

④ 調整手当を引き上げ、支給地を拡大するこ

と。転勤者の調整手当の支給率は転勤先の支

給率と同じとすること。

（４）全職種の初任給及び 35 歳、50 歳の年齢別

ポイント賃金を明示するとともに、事務職(高

卒)、看護職(三卒)は次の額を上回るよう改善す

ること。なお、技能・業務職の賃金については事

務職並に改善すること。

〈事務職(高卒)〉 初任給 180,000円、

35歳 330,000円、50歳 450,000円
〈看護職(三卒)〉 初任給 220,000円、

35歳 350,000円、50歳 470,000円

（５）通勤手当を次のように改善すること。

① 交通機関利用者については、実費全額支給

とすること。

② 交通用具利用者については、現行の額の倍

額とするとともに無料駐車場を確保すること。

（６）住居手当を次のように引き上げること。

① 借家借間の手当の支給限度額を 30,000 円

とすること。

② 持家の手当を一律 12,000 円とすること。

（７）宿日直手当を 1 勤務 10,000 円、待機勤務

手当を 1勤務 5,000円とすること。

（８）特殊勤務手当(作業手当)を引き上げ、支給

対象を拡大すること。

（９）時間外勤務手当を 1時間につき、勤務 1時
間当たりの給与額の 100 分の 150(その勤務が、0
時～ 5時と 22時～ 24時及び休日の場合は 100分
の 200)とすること。

（10）夜間勤務手当を引き上げること。

（11）寒冷地手当を引き上げること。

（12）祝日出勤手当を引き上げること。祝日以外

の就業規則上の休日に勤務した者にも祝日出勤手

当を支給すること。(年末年始手当は別途要求）

（13）ボイラー、栄養管理室勤務の職員の交替制

勤務に対する手当として、1人月 20,000円を支給

すること。また、早出勤務の手当を増額し、遅出

勤務にも支給すること。

（14）退職手当の支給基準を最高 65 ヵ月とする

こと。

（15）各職種の昇格基準を次のように改善するこ

と。

〈事務員及び同等の職種〉

事務職俸給表主事 3 級 19 号俸以上で主事 2 級

に昇格。

〈診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、

作業療法士、視能訓練士、臨床心理士、管理栄養

士、臨床工学技士、義肢装具士、マッサージ師、

歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士〉

医療職俸給表 3 等級 16 号俸以上で特 3 等級に

昇格。医療職俸給表特 3 等級 18 号俸以上で 2 等

級に昇格。

〈聴力検査員などその他の職種及び栄養士等の職

種〉

医療職俸給表 3等級最高号俸を経過した者は特

3等級に昇格。

〈看護師〉

看護職俸給表 3 等級 13 号俸以上で 2 等級に昇

格。看護職俸給表 2 等級 25 号俸以上で特 2 等級

に昇格。

〈准看護師〉

看護職俸給表 3等級最高号俸経過した者は 2等
級に昇格。

〈電気士、ボイラー技士、電話交換手、クリーニ

ング師、運転手〉

技能・業務職俸給表 2 等級 15 号俸以上で特 2
等級昇格。技能・業務職俸給表特 2 等級 18 号俸

以上で 1等級昇格。

〈調理師〉

医療職俸給表の適用。

〈助手など技能業務職俸給表適用のその他の職

種〉

技能・業務職俸給表 3等級最高号俸経過した者

は 2等級へ昇格。

（１）所定労働時間を次のようにすること。

① 1日 7時間 30分、1週間 37時間 30分、

1年間 1,800時間

４．労働条件改善の要求
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② 夜勤・交替制勤務労働者の 1週間の労働時

間を 32時間以内とすること。

③ 交替制勤務職員について、すべての休日の

暦日 24時間確保と勤務間隔最低 12時間を確

保すること。

④ 「夜勤入り」は勤務免除とすること。

（２）新人看護師の夜勤開始時期については、採

用後 3ヵ月以降とすること。

（３）救急、手術室、外来、病棟などとの「応

援」勤務をなくすこと。

（４）年次有給休暇の取得を制限せず、すべての

職員に 20日以上取得させること。

（５）夏休みを連続 7日間とし、制度化すること。

（６）妊産婦の夜間労働についてはすべて禁止す

ること。50 歳以上で希望する女性労働者の夜間

労働を軽減すること。15 歳未満及び要介護者の

介護にあたる労働者の夜間労働を免除すること。

（７）産後特別休暇を 10 週間とし、育児時間は

1日 90分与えること。

（８）育児休業は、子が 3歳となるまでの期間取

得できるようにすること。育児短時間は、子の就

学時まで、全職員が取得できるようにすること。

（９）介護休業の取得条件を改善すること。子の

看護休暇は子 1人につき 5日間とし、子が小学校

を卒業するまでの期間取得できるようにすること。

（10）全職員が利用できる保育所を設置・確保す

るとともに、施設・設備、保育体制の改善をはか

ること。組合運営保育所に対する経費援助を大幅

に増額すること。

（11）65歳まで定年延長すること。

（12）希望転勤の制度を確立するとともに、業務

命令による転勤の場合は、その基準を明確化し、

本人の同意を条件とすること。

（13）委員会・研修会、学生指導などは、すべて

勤務扱いとすること。

（14）ハラスメント防止対策を強化すること。

（15）福島第一原発事故による被曝の可能性のあ

る職員とその家族の検診、追跡調査をおこなうこと。

（１）福利・厚生の制度を抜本的に改善・充実さ

せること。職員厚生費を引き上げ、民主的に運営

すること。

（２）社会保険料の負担割合を労働者 3、使用者

7とすること。

（３）研究費の支給対象を拡大するとともに、引

き上げること。

（４）研修に関わる旅費、宿泊費及び予算を引き

上げること。

（５）有害・危険業務及び VDT 労働に対する安

全衛生措置並びに院内感染予防措置を徹底するこ

と。夜間労働に従事する職員に対するがん検診を

無償でおこなうこと。

（６）改正厚生年金保険法施行にともなう労働関

係法人厚生年金基金の組織・制度の改変にあたっ

ては、加入者・受給者に不利益を生じさせない総

合的な対策を講じること。

（１）希望する嘱託職員は優先的に本採用化する

こと。

（２）嘱託制度を改善すること。

（３）嘱託職員の賃金の最低額(企業内最低賃金)

を次のようにすること。

① 時間額 1,200円、日額 9,000円、月額 180,000
円以上

② 各職種の最低賃金は各職種の正規職員の初

任給とすること。

（４）正規職員に準じて諸手当を支給すること。

（５）採用の際の部外経験換算は、正規職員と同

様とすること。

（６）勤務の実態に応じて、最低年 1回以上の定

期的な昇給をおこなうこと。

（７）退職金制度を確立すること。

（８）すべての嘱託職員に正規職員に準じて年次

５．福利・厚生改善の要求

６．嘱託職員の賃金・労働条件改善
の要求
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有給休暇を与えること。特別休暇の制度を正規職

員並みに改善すること。

（１）｢専従者に関する協定書｣第 7 項目及び第 8
項目の保障期間をそれぞれ 5年間とすること。

（２）全労災が指定した会議等に特別休暇の取り

扱いをおこなうこと。

（３）団交ルールを確立すること。

（１）医療の安全を脅かし、看護の専門性を否定

する「特定行為に係る看護師の研修制度」の創設

反対。介護労働者への医療行為反対。すべての職

種の大幅増員で、各職種の専門性の向上を。安上

がりの医療・福祉政策、安易な業務委譲に反対。

医療事故防止にむけた第三者機関の設置。無過失

補償制度の確立。

（３）介護療養病床の廃止と医療療養病床の削減

撤回。後期高齢者医療制度の即時廃止。窓口負担

の軽減をはじめ、患者・国民負担の軽減。保険外

負担の拡大、混合診療導入や医療保険制度の縮小

・再編反対。派遣労働の導入・拡大反対。業務委

託・下請反対。

（４）介護保険制度の抜本的改善。保険料・利用

料の大幅軽減。低所得者への減免措置、特養など

介護保険施設への入所待機者の解消、施設増設と

基盤整備の促進など介護提供体制の拡充・整備。

「介護職員の処遇改善交付金」の復活と改善。障

害者の医療・福祉制度改善。

（５）プログラム法案の具体化阻止・社会保障制

度改悪反対。消費税増税阻止。消費税廃止に向

け、当面 3%への引下げ。国庫負担による最低保

障年金の確立。基礎年金制度の確立と給付額の引

き上げ。看護職員など夜勤・交替制労働者の年金

55歳支給の実現。

（６）安全でゆきとどいた医療・看護・介護を保

障する診療報酬・介護報酬の改善。「昼間 4 対 1
以上・夜間 10対 1以上」の配置基準の新設。ICU
等の常時 1 対 1 新設。外来 15 対 1 以上、手術室

８．国民生活に関わる要求

７．組合活動に関する要求

看護料の新設。入院日数短縮、ベッド削減反対。

（７）「看護職員確保法・基本指針」の改正。財

政措置の具体化、罰則規定の新設。夜勤・交代制

労働の法的規制。准看護師養成停止、制度一本

化。「二年課程通信制」の改善・支援措置確立。

ILO看護職員条約・夜業条約の批准。改正「福祉

人材確保指針」の実効性ある具体化。介護労働者

に対する介護福祉士資格取得の支援措置、介護労

働者の増員と公的研修制度の確立。

（８）国公立・公的医療機関の統廃合・移譲、民

営化反対。住民要求に基づく保健・医療・福祉の

ネットワークの確立。雇用の確保、賃金・労働条

件の引き下げ反対。労働基本権の保障、正常な労

使関係の確立。

（９）震災からの早期の復興実現。原発ゼロ、自

然・再生エネルギーへの転換。核兵器の即時廃

絶。全ての核実験反対。憲法改悪反対。安保条約

廃棄、米軍基地の撤去・縮小。オスプレイ強行配

備の撤退。自衛隊の海外派兵・有事法制の発動反

対。TPP への参加反対。消費税増税など大増税

反対。国・地方政治の革新、国民本位の政治への

転換。

(別途要求)

（１）夏期一時金として、職員 1人につき、基準

内賃金の 3 ヵ月プラス 100,000 円を支給するこ

と。嘱託職員については正規職員の支給水準に準

じて支給すること。職員給与規程第 33 条に定め

る別表 13の加算は廃止すること。

（２）年末一時金として、職員 1人につき、基準

内賃金の 3.5 ヵ月プラス 150,000 円を支給するこ

と。嘱託職員については正規職員の支給水準に準

じて支給すること。職員給与規程第 33 条に定め

る別表 13の加算は廃止すること。

（３）年末年始手当を 12 月 26 日 17 時から 1 月

5 日 8 時までの勤務者に 1 勤務につき 10,000 円

(待機勤務は 1 勤務につき 5,000 円)を支給するこ

と。

（４）一部不払いとなっている 2012 年度夏期一

時金、2013 年度夏期一時金及び 2013 年度年末一

時金を全額支給すること。

９．一時金の要求


