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１. 賃金闘争の再構築 

  ～実態把握と到達目標の確立、要求・交渉の徹底 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 組合員実態に基づく要求確立から到達闘争を強化し賃金闘争の再構築をめざします。 

② 人事評価制度に対する労働組合としての関与を強化し、不合理な格差是正と人材育成

の観点から賃金水準の改善へと繋げます。 

③ すべての職員がモチベーションをもって定年まで働き続けられる定年の段階的引き上

げを追求します。 

 

【社会的横断賃金の形成】 

１．労働者全体の賃金相場を決定する春闘の意義を再確認し、全単組・全組合員が主体的に参

加し、社会的横断賃金の形成をめざします。 

 ① 民間春闘の結果が人勧・自治体確定闘争へと大きくつながっていくことから、公務、民

間一体の取組みと捉え、連合春闘に結集します。また、中小・非正規の仲間との連携を強

化します。 

 ② 地域公共サービスを担う労働者の賃金底上げをめざし、春闘期から組合員の賃金実態を

踏まえた要求づくりを進め交渉を積み上げます。県本部は、単組の要求事項作成や交渉実

施状況について迅速に調査・把握するとともに、要求実現にむけたオルグ行動や交渉支援

を強化し、自治体単組は、全国統一闘争をはじめとするたたかいに結集します。 

 ③ 全国一般・公共民間の各単組は、生活向上・格差是正を求め、要求書の提出・交渉・決

着をめざします。 

 ④ 地方公務員給与に大きな影響を与える国家公務員給与については、公務員連絡会に結集

し、人事院・内閣人事局等への対策を強めます。 

２．非正規労働者をめぐる諸課題については、雇用形態による賃金・労働条件の差別的取り扱

いを許さず、不合理な格差の解消や均等待遇に基づく処遇改善を求めます。 

３．賃金要求の基本的考え方は、次の通りとします。 

 ① 生活保障と同一価値労働・同一賃金の原則を賃金決定の原則として、改めて確認します。 

 ② 賃金決定にあたっては、十分な交渉・協議を経て、合意のもとに行うことを労使で確認

します。 

 ③ 組合員の賃金実態を把握し、労働者の実質生活を維持・改善するための配分を求め、必

要な人件費確保を要求します。 

４．公共サービス基本法の趣旨を活かし、自治体に雇用されるすべての労働者、委託先業者を



 

 

含めた地域公共サービス民間労働者を対象とする、自治体最低賃金を確立します。 

 

【交渉力の強化による到達闘争の前進】 

５．統一闘争の推進・強化による到達目標獲得にむけ、県本部は以下の取り組みを進めます。 

 ① 県本部は、各闘争期における要求書提出、交渉実施の有無、書面協定（協約締結）の状

況などについて把握するとともに、取り組めていない理由や状況等についても調査・分析

し、統一闘争の強化につなげるための方策を検討します。また、各単組における取り組み

状況等を共有し、必要に応じて首長要請・単組交渉の関与を講じます。 

 ② 県本部は、各単組の賃金実態把握を通じて課題を明らかにするとともに、獲得目標等具

体的な方針を示し、統一闘争を組織的に推進します。 

６．単組は、改めて春闘を１年間のたたかいのスタートと位置づけ、賃金をはじめ職場実態に

基づく要求を拾い上げ、対等原則に基づく正常な労使関係ルールと「要求－交渉－妥結（書

面化・協約化）」の交渉サイクルを確立します。具体的には、職場の標準的な昇給昇格基準

について確認し、本部・県本部が示す到達目標や近隣自治体との賃金水準比較などから課題

を明確にします。その上で初任給や昇給昇格運用の改善など具体的な要求へと繋げます。 

７．単組の交渉力の強化にむけ、以下に取り組みます。 

 ① 春闘を一年間のスタートとし「要求→交渉→妥結（書面化・協約化）の交渉サイクルを

確立します。 

 ② 県本部・単組は本部作成の賃金資料等を活用しながら学習会を重ね、当局に対峙できる

役員や賃金担当者の育成をはかります。 

 ③ 労使交渉の対象は、地公企労法第７条で規定する事項（交渉の範囲）とし、管理運営事

項であっても、労働条件の変更を伴う場合は、必ず労使交渉・合意を前提とすることを求

めます。 

 ④ 単組は、妥結結果に基づき書面による協定化を進めます。 

 ⑤ 協約締結権を有する単組および評議会は、交渉結果の協約締結と、当局責任での条例・

規則改正による協約履行を確認します。 

 

【自治体労働者の賃金要求】 

８．自治体労働者の賃金要求にあたっては、次の考え方に基づき、現行の人事院勧告制度下で

も、各人事委員会や労使の主体的給与決定を重視した賃金水準の確立をめざします。 

 ① 自治体賃金の地域間格差の解消にむけた賃金ラインの確立、および再任用職員も含めた

自治体労働者の生活保障にも即した引き上げを求めます。 

 ② 自治体ごとに賃金水準・運用が異なっている現状を踏まえ、引き続き2006給与構造改革

前の水準到達をめざし、運用改善等によるポイント賃金への到達闘争に取り組みます。 

 ③ 自治体ごとの到達状況に差があることを踏まえ、地域手当を含む基本賃金の全国水準や、

少なくともラスパイレス指数100を最低基準として設定するなど、各単組の取り組み課



 

題・獲得目標を明確にした上で、全単組で統一闘争に取り組みます。 

９．賃金闘争の前進をめざし、全国統一闘争において、以下の通り取り組みます。 

 ① 各闘争期においては、格差解消・運用改善にむけた指標を示すとともに、統一交渉・行

動を配置し、要求の前進をはかります。 

 ② 自治体賃金の賃金ライン確立にむけ再任用制度を含め労働者の生活保障に即した賃金水

準の引き上げを求めていきます。 

10．自治体財政の逼迫を理由とした総人件費抑制に対しては、十分な労使協議・合意を前提と

します。また、議会による労使合意への介入を許さない取り組みを強化します。 

 

【人事評価制度等への対応】 

11．地公法で規定された人事評価制度は2016年４月の施行から５年が経過し、人事評価結果の

活用は、全自治体の中で拡がっていることや、定年引き上げとも連動し総務省圧力が今後さ

らに強まることも想定されることから、避けて通れない課題となっています。 

12．人事評価制度の処遇反映にあたって、大前提となるのは４原則２要件の確保であることか

ら労働組合が人事評価制度全般にわたり関与を強め、職員の納得が得られる制度内容とする

ことが求められます。 

13．単組は、これまで政府の国会答弁等で確立している「管理運営事項の処理の結果、勤務条

件に影響がある事項は交渉の対象になる」ことについて改めて労使で確認します。その上で、

積極的に関与しながら公平な運用の確立と上位昇給区分の原資を活用した賃金水準の改善を

追求します。県内単組では人事評価制度が未導入・協議中・賃金に反映されていないか制度

導入されていないか、既に導入しているなどあり、処遇反映にあたっては４原則２要件が確

保される取り組みを行います。 

 

【退職手当見直しに関する取り組み】 

14．地方公務員の退職手当の財源は年度ごとに地財計画に計上されていますが、年齢構成など

が異なることから、各自治体の退職手当額との間で増減が生じます。単組は安定的な財源を

確保する観点から計画的な積立金を求めます。また、県本部は、退職手当組合との交渉・協

議体制を確立します。 

 

【定年引き上げにむけた取り組み】 

15．定年年齢を段階的に引き上げる地公法改正により、2022年３月末までの条例改正が求めら

れます。単組では条例改正に先だって、すべての60歳超の職員が知識と経験を活かしながら

働き続けられる環境の確保を求めると同時に、定年引き上げに伴って新規採用の抑制や昇

任・昇格が遅れないよう対策を求めます。 

16．制度完成となる2031年度まで残る現行の再任用制度（2023年度から暫定再任用）について、

地公法改正を踏まえ抜本的に見直し、希望する退職者全員のフルタイムを基本とする任用を



 

 

追求します。 

17．国の制度が地方に波及することから、定年引き上げの制度理解を深めるため、情報共有や

理解を深めるため勉強会を積み重ね、当局交渉に役立てるよう取り組みます。 



 

２. 長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 実効性ある時間外労働縮減のため、勤務時間管理の厳格化と安全衛生委員会を活用し

た実態把握、人員確保と業務の見直しをセットにした改善策を求めます。 

② ハラスメント対策、安全衛生対策など、職場の要求に基づいた働きやすい職場環境を

構築します。 

 

【長時間労働是正と労働者の視点による働き方の改革】 

１．長時間労働の是正と、ワーク・ライフ・バランスの確立を求めて、不要・不急の事業の廃

止など、事務・事業内容の点検、見直しを進めます。 

２．労働時間についての考え方を労使で確認するとともに、時間外労働は、管理監督者によっ

て出される時間外勤務命令に基づき行うという原則を徹底します。 

３．労働基準法に該当する事業場において、協定の締結なく時間外労働が行われている場合は、

法令違反にあたります。長時間労働の是正に加え、法令遵守の観点からも速やかに36協定の

締結にむけ労使交渉などに取り組みます。 

４．時間外労働の上限を定めた条例・規則の運用状況を以下の通り点検し、長時間労働を是正

します。 

 ① 時間外労働の実態を明らかにさせ、業務量に応じた適切な人員配置や業務分担の見直し

等、縮減にむけた実効性ある取り組みを求めます。 

 ② 「他律的業務の比重が高い部署」の指定は労働条件の変更にあたり、交渉事項であるこ

とから、必ず指定前に事前協議を行うよう求めます。 

 ③ 上限時間を超えて時間外労働を命じることができる「特例業務」が行われた場合は、労

使でその要因の整理、分析・検証を追求します。 

５．安全衛生委員会において、いわゆる過労死基準といわれる月80時間を超える場合や、時間

外労働が常態化している職場についてはその要因を明らかにさせるとともに具体的な対応策

を示すよう求めます。また、１月80時間超の時間外労働を行った職員については、申し出の

有無にかかわらず医師による面接指導を実施することを確認します。 

６．不払い残業は、労働時間の適正な把握を阻止し、長時間労働を助長するだけでなく、適正

な労働に対する評価や、人員増を否定するものです。首長（当局）に対して不払い残業に対

する認識を質すとともに、時間外勤務手当財源を確保し、不払い残業の撲滅に取り組みます。 

７．時間外労働に対する割増賃金率については、休日・深夜割増率なども含め、法定割増率を

超える割増を求めます。 

８．労働基準法別表第１第１号～10号・第13号～15号に掲げる事業に従事する職員以外の職員



 

 

については、人事委員会または首長が労働基準監督機関となるため、その役割を果たすよう

追求します。 

９．テレワーク（在宅勤務）の導入にあたっては、事前に交渉・協議を行った上で、職員の希

望を尊重（前提）とすることを求めます。 

10．政府への「地方分権改革に関する提案」で、一部自治体から地方公務員への「一年単位の

変形労働時間制」の導入が提案されていることから動向を注視し、必要な対応をはかります。 

 

【ワーク・ライフ・バランスの確保と両立支援】 

11．年次有給休暇の完全取得をめざし、一層の計画的使用促進に取り組みます。 

12．勤務間インターバル制の導入の必要性について検討します。 

13．高年齢者の多様な働き方を確保する観点から高齢者部分休業制度の条例化を求めます。 

14．治療と仕事の両立について、取り組みます。とりわけ不妊治療休暇を有給で創設するよう

求めます。 

15．育児・介護に関わる休暇・休業制度について、代替職員を確実に配置するなど取得しやす

い環境を整備するよう求めます。また、男性職員の育児休業、配偶者出産休暇および育児参

加のための休暇の取得促進にむけて、当局の考え方と取り組みを確認します。 

 

【人員確保の取り組み】 

16．人員確保の取り組みを前進させるため、闘争体制を確立し、職場の人員配置点検と新規採

用の確保、希望者全員の再任用を要求の中心とします。 

17．総務省が示している「公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とする」という原則

について、当局の認識を質すとともに、同等の恒常的な業務を担っている会計年度任用職員

の職は、常勤職員として配置するよう求めます。 

18．春闘期の方針提起を起点に職場点検を行い、６月期を基本的交渉ゾーンとしつつ、各自治

体の採用募集時期等を考慮し、現業・公企統一闘争とも連動させ、要求・交渉時期の設定を

行います。 

 ① 県本部は、全単組で取り組みが進められるよう、春闘期に単組の取り組み状況を把握し、

人員確保闘争の集中期間を設定して統一闘争として取り組みます。 

 ② 単組は、春闘期から職場オルグを行い、人員配置や職場実態の点検活動の実施、安全衛

生委員会での時間外労働状況データを活用し、要求を積み上げて交渉を実施します。 

 

【安全衛生体制と快適職場の確立】 

19．新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の実施・拡充を求めます。とりわけ妊娠中の女性

職員、障がい・基礎疾患を持つ職員への配慮を求めます。 

20．労働安全衛生法で、月１回以上の開催が義務づけられている安全衛生委員会の定期開催を、

全事業場で行います。労働側委員の推薦にあたっては、会計年度任用職員等も含めるなど、



 

同一事業所内のすべての労働者の意見を反映できるよう努めます。 

  安全衛生委員会での具体的な課題は、下記の通りとします。 

 ① 時間外労働の実態を毎月報告させるとともに、36協定等の範囲に収まっているか、急増

する職場はないか等を確認します。 

 ② 労働安全衛生に関する年間計画を立案します。 

21．自治労安全衛生月間（７月）を中心に労働安全衛生活動の年間サイクルを確立します。労

働安全衛生法や関係労働法を活用した職場点検などの取り組みで、単組・県本部が一体と

なって、労安活動の活性化をはかります。 

 

【労働災害・公務災害補償制度拡充の取り組み】 

22．労働災害、公務災害の災害補償制度の適用関係に即し、すべての労働者が平等に業務上の

災害補償が受けられるよう取り組みます。 

23．業務に起因すると判断できるすべての災害、疾病について、災害認定請求に取り組みます。 

24．新型コロナウイルス感染症にかかる災害認定について、医療従事者は原則労働災害・公務

災害として取り扱われます。また、他の職員に関しても、認定基準が緩和されるなどの取り

扱いが示されているため、臨時・非常勤等職員を含め適切な取り扱いがされるよう求めます。 

 

【ハラスメント、メンタル対策の構築】 

25．ハラスメントは、人権侵害との認識を持ち、あらゆるハラスメントについて、その概念の

共有化と認識を労使で深め、対策に取り組みます。 

26．パワー・ハラスメントについては、厚労省の指針に基づく雇用管理上の措置義務とされて

いる項目（就業規則等の整備、窓口の設置）について点検を行い、対応を求めます。 

27．対人業務の職場における、いわゆるカスタマー・ハラスメントについては、人事院規則等

に準じて、組織的に対応することを基本に、対応ルールの確立、体制整備等を求めます。 

28．メンタル不調に対して、「自治労メンタルヘルス対策指針（2009年）」を活用して、職場

対策および長期休暇後の復帰プログラムづくりに取り組みます。 

29．大規模災害発生時等には対応に携わる職員の心身に大きな負担が生じます。対応マニュア

ルに職員のメンタルヘルス対策を盛り込むなど、適切な対応がはかられるよう求めます。 

 

【福利厚生制度改善の取り組み】 

30．自治体における福利厚生制度は、地方公務員法第42条に基づく使用者責任であることから、

労使協議による事業内容の点検・拡充、必要な見直しを進めます。 

31．互助会・厚生会などの自主性・自立性を踏まえた運営の民主化や事業内容の点検、会計年

度任用職員の加入などの取り組みを進めます。 



 

 

３. 安定雇用の実現と公正なワークルールの確立 

 
 
【自治労中央本部重点課題】 

① 雇用のセーフティネットを守り、賃金・労働条件の低位平準化を許さず、安心して

働くことのできる労働環境の整備に取り組みます。 

② 会計年度任用職員の雇用安定・任用の適正化とさらなる処遇改善にむけ、すべての

単組で取り組みます。 
 

【公正労働と安定雇用の実現】 

１．雇用の基本は、「期間の定めのない直接雇用である」ことを社会の原則として確立します。 

２．労働契約の締結・変更は、労使対等な立場での合意を前提とするべきとの原則を定めた労

働契約法の遵守を徹底します。 

３．すべての非正規労働者の公正な処遇のため、次の通り取り組みます。 

 ① 「同一労働同一賃金ガイドライン」を活用し、賃金をはじめとした労働条件の総点検

を行うとともに、不合理な労働条件の解消・是正を求めます。 

 ② 労働契約法第18条を活用した有期契約５年超の労働者の無期契約への転換に取り組み

ます。さらに、無期転換に際して、有期労働契約時の低い処遇で固定化されないよう、

労働条件の引き上げに取り組みます。 

 ③ 短時間労働者の社会保険適用について、企業規模要件を撤廃するよう求めます。 

４．労働者派遣法については、派遣対象業務を縮小するなど、規制を強化する方向での改正を

求めます。 

５．パートタイム、臨時・非常勤、有期契約、労働者派遣、請負など多様な就業形態における

均等待遇による処遇改善と公正労働の実現のため、国内法の改正とともに、ＩＬＯ175号条

約（パートタイム労働）等、関係条約の早期批准を求めます。 

６．最低賃金は近年引き上げ傾向にありますが、依然低水準であることから、連合が掲げる

「誰もが時給1,000円」の早期実現と、さらなる引き上げを求めます。 

 

【ワークルールの確立】 

７．すべての職場で、労使ともに労働法制に関する認識を共有し、労働基準法等の最低基準法

制を遵守させるとともに、ディーセントワークを確立します。 

８．雇用の分野における男女の均等な機会と処遇を確保するため、公民を問わず、間接差別を

含むあらゆる差別を根絶するとともに、ポジティブアクションの実施を事業主に求めます。 

９．いわゆるブラック企業にみられる労働力の搾取など、労働者の権利に関する労働法制の知

識不足につけ込む企業が後を絶たないことから、若年からの労働法教育等を連合奈良ととも



 

に取り組みます。 

10．不公正な取引慣行については、長時間労働を助長するなど「働き方改革」の阻害要因とも

なることから、連合奈良とともに公正取引の確保を求めます。 

11．高度プロフェッショナル制度は、過労死等を招く危険性や、賃金・労働条件の悪化につな

がることから、職場に導入させない取り組みを行います。また、裁量労働制は、長時間労働

の温床になることから、該当職の範囲拡大には反対します。 

12．過労死の撲滅にむけ、厚生労働省に設置されている「過労死等防止対策推進協議会」で、

連合と連携し意見反映を行うとともに、国や地方公共団体・事業主に労働時間ルールの遵守

と過重労働対策を求めます。 

13．労働基準監督署の体制強化を求め、連合奈良に結集し、厚生労働省対策などの対応をはか

ります。 

  また、地方公務員の労働基準法別表第一以外の労働基準監督権については、労働基準監督

機関と使用者が同じとなるなどの矛盾を解消し、より実効性のあるものとなるよう求めます。 

14．「解雇の金銭解決制度」は、職場復帰を望む労働者の道を閉ざすとともに、雇用の流動化

を招くものであることから、導入阻止にむけて取り組みます。とりわけ労働組合の役員が不

当に解雇されるなどの弾圧につながることが懸念されることから、連合奈良とともに取り組

みを強化します。 

15．連合が検討している「労働者代表法案骨子要綱（案）」については、労基法等の「過半数

代表」の問題点を克服し、労働者代表委員会の設置を通じた過半数組合の形成を進める観点

から議論に参加します。法制化の具体化にあたっては、改めて構成組織との慎重な議論を求

めます。 

16．厚生労働省の「副業・兼業に関するガイドライン」が2020年９月に改定され、所定労働時

間の通算や割増賃金の支払義務などに関する考え方が示されました。ガイドラインに沿った

労働時間管理や健康管理を求めます。 

  また、労災保険の給付算定において、複数事業場の賃金が合算されること、複数事業場に

おける業務上の負荷を総合的に評価することとされましたが、地方公務員災害補償法等が適

用される地方公務員については、労災保険給付との通算が認められないことから、労災保険

等の均衡を失しないよう省庁対策等を進めます。 

 

【公平・公正な人事制度の確立】 

17．男女間など、採用・登用・配置における処遇格差の是正に取り組みます。そのために、賃

金実態などの点検を進めます。 

18．すべての事業場で障害者雇用率を点検するとともに、その遵守を求めます。また、障害者

が働き続けられるために必要とする合理的配慮と差別禁止、職場の理解促進を求めて取り組

みます。 

19．自動失職の特例を定める分限特例条例の制定・改正の自治労が提起するモデル条例取組み



 

 

を注視します。 

 

【会計年度任用職員の処遇改善】 

20．会計年度任用職員の処遇改善にむけ、単組は、総務省マニュアルの水準を最低として、

「会計年度任用職員制度の整備状況チェックリスト」を活用し、給料（報酬）や手当をはじ

めとする労働条件全般の点検、課題の洗い出しを行います。 

  具体的には、常勤職員との均等・均衡の観点から、以下の通り処遇改善に取り組みます。 

 ① 給料（報酬）の決定にあたっては、初任給基準、前歴換算・再度任用時の経験年数加算

（昇給）について、常勤職員と同じ基準によって行うよう見直しを求めるとともに給料

（報酬）格付けの上限の撤廃を求めます。 

 ② 短時間会計年度任用職員の報酬について、フルタイム会計年度任用職員の給料の時間比

例となっていない場合は、是正を求めるとともに、昇給等の措置もフルタイム会計年度任

用職員と同等とするよう求めます。  

   また、時給制、日給制の職員については安定処遇のため月給制とすることを求めます。 

 ③ 期末手当については、常勤職員と同じ月数の支給を求めます。常勤職員と同じ月数の期

末手当の支給を達成している自治体においては、勤勉手当の支給を求め、取り組みます。 

 ④ 休暇制度については、労働基準法で定められる年次有給休暇、産前産後休暇等の制度化

はもちろんのこと、無給とされている休暇についても同一自治体における常勤職員との権

衡に基づき有給とすることを求めます。 

 ⑤ 健康診断、福利厚生等についても常勤職員と同様の取り扱いを求めます。 

21．県本部は各単組の制度化の状況について把握し、課題の抽出を行い、取り組み未着手の単

組をなくすようオルグを強化します。 

 

【会計年度任用職員の雇用安定と任用の適正化】 

22．会計年度任用職員の一方的な雇い止めを行わせない取り組みを強化します。雇用安定の観

点から、任用回数上限の撤廃、再度の任用時の試験の免除等を求めます。 

23．常勤職員と同等の恒常的な業務を担っている会計年度任用職員の職については、正規職員

として配置するよう求めます。 

24．現在、会計年度任用職員として常勤職員と同等の恒常的な業務を担っている職員の経験を

生かすため、正規職員の採用における経験者枠の拡大、採用試験の一部免除等を求めます。 

25．短時間会計年度任用職員（とくに週35時間以上勤務）について、業務実態に即した勤務体

系としてフルタイム会計年度任用職員への移行を求めます。 

26．「任期の定めのない短時間公務員制度」について、中長期的な課題として検討します。 

 

【任期付職員・臨時的任用職員の処遇改善】 

27．任期付職員・臨時的任用職員については、常勤職員が行うべき業務に従事するという性質



 

に鑑み、初任給の決定、昇格、昇給等について、常勤職員と同様の基準とすることを求めま

す。 

 

【自治体における事業委託等に対する取り組み】 

28．経営手法の転換やアウトソーシング、民営化や事業統廃合に伴う配置転換、任用替え、分

限免職、雇い止めなどの雇用問題に対し、雇用労働相談や法律対策などに取り組みます。 

29．公共サービス民間労働者や委託先労働者の雇用と労働条件を守り、公正労働基準を確立す

るため、入札改革・公契約条例制定運動とあわせて、以下の取り組みを行います。 

 ① 単組・県本部は、公社・事業団の統廃合、競争入札による委託企業の変更に対し、自治

体の使用者責任に基づく雇用保障を追求します。また、競争入札や指定管理者の選定にあ

たっては、落札企業・選定企業による雇用継承義務を契約条項に盛り込むよう要求します。 

 ② 指定管理者が交代する場合の労働者保護を強化するため、連合「事業組織の再編におけ

る労働者保護に関する法律案要綱（2009年）」等に沿った法整備をめざします。 

30．「偽装請負」などの違法行為に対しては、当該自治体単組が法令遵守と違法状態の一掃を

求めます。 

 

【労使紛争の迅速な解決と紛争解決機関等の活用】 

31．労使紛争については、まず労働組合を中心とした労使間での合意を求め、集団的労使紛争

については、都道府県労働委員会、中央労働委員会の機能を活用して取り組みます。 

32．個別労使紛争の解決にあたっては、労働審判制度の活用とともに、自治体の労政事務所や

労働相談機能、都道府県労働局による労使紛争解決システムの活用を促進し、紛争の早期解

決をはかります。また、労働事件における裁判の簡便化や、労働組合による訴訟代理、団体

訴訟など、訴訟手続きの改革整備を求めます。 

 



 

 

４. 地財確立、自治・分権、公共サービスの再構築 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 住民を守るという自治体の基本的な使命を果たし、公共サービスを充実させるめ、公

共サービス職場の人員増と処遇改善、税制の抜本的見直しによる財源確保をはかり

ます。 

② 地方が担うべき分厚い公共サービスに見あう地方一般財源総額を確保します。そのた

めにも、抜本的な税制改革による税源確保をめざします。 

 ③ デジタルガバメントや自治体ＤＸ、自治体システム標準化を地方交付税や人員の削

減、個人情報の一元化、自治の否定につなげない取り組みを進めます。 
 

 

【公共サービスの再構築にむけた取り組み】 

１．コロナ禍で明らかとなった、公共サービスを削減することは住民の命に関わることを前面

に打ち出し人員体制の拡充を基礎とした公共サービスの充実、拡大に向けて取り組みます。 

  とくに、医療、介護、子ども・子育て、清掃、給食、消防、交通など住民に対する直接の

サービスについては安定的供給のため、民間から公務への転換も含め取り組みます。公共民

間単組職場については、労働条件の引き上げと契約の長期化、安定化をめざします。 

  これまで進められてきた「公的サービスの産業化」やインセンティブ改革、トップラン

ナー方式については廃止を求めます。 

  県本部・単組は、各自治体の財政状況と住民ニーズを把握し、民間委託や人員削減に対抗

しうる取り組みを進めます。 

２．「公的サービスの産業化」など政府方針の問題点を明らかにするため、以下の通り取り組

みます。 

 ① 事務事業の委託や指定管理者制度が導入されている場合、現行のサービスの質を点検す

るとともに、労働者の賃金・労働条件が公務と比較して割安な場合には単組及び公共民間

と連携して向上に取り組みます。 

   事務事業の部分委託において、偽装請負が疑われる事例については、委託の見直し、改

善に取り組みます。 

② 地方独立行政法人化が実施されている場合、運営費交付金および給与費の推移を確認し、

サービス提供体制や賃金・労働条件の課題がないかチェックするとともに、事業や法人の

継続性・安定性を確認していきます。 

③ 新たにコンセッション方式などＰＦＩ手法・一部事務組合を現行実施している事業に適

用する場合、サービスへの影響、採算性、継続可能性、自治体によるモニタリングのため

の技術力の維持など、多面的に検証し、慎重な対応を求めます。 



 

【公共サービス基本条例と公契約条例の制定】 

３．奈良県において、奈良県公契約条例が2015年４月１日施行、奈良県大和郡山市で2015年10

月１日施行されましたが、他奈良県内市町村では、公契約条例の制定が進んでいません。 

引き続き公契約条例の制定と入札改革にむけ、県本部は、連合奈良、他産別、協力議員と

連携し、自治体に働きかけを強めます。 

制定に至らない場合においても、ダンピングの防止と適正な受託事業者選定のため、積算

根拠の明確化や最低制限価格制度、低入札価格調査制度、公正な労働基準を確保した総合評

価方式の導入など、入札改革に取り組みます。 

 

【地域の自治確立と住民自治の推進】 

４．2020年６月の地方制度調査会答申は、総務省の「自治体戦略2040構想研究会」報告書と比

較すると、新型コロナウイルス感染症の拡大とデジタル化の推進に基軸が移っています。 

今後、公共私の連携にむけた基盤整備や市町村間の広域連携の財政措置に言及し、2021骨

太方針ではさらに踏み込んで、国と地方の新たな役割分担や行政全般の広域化、自治体間の

役割分担の明確化の観点から、法整備を視野に入れる、としていることから警戒感をもって

注視する必要があります。地域特性に応じた多様な自治体のあり方と住民自治を尊重し、情

報共有を図ります。 

５．国家戦略特区やスーパーシティ制度は、将来的な全国展開をめざすものとされており、公

平・公正な公共サービスの提供を揺るがす危険性があることから、中央本部が進める運動に

参画していきます。 

６．地域では人口減少対策、地域交通のあり方、地域経済活性化などの課題解決が重要である

ことから、連合奈良等と連携し、政策提言など自治体の機能強化と住民自治を推進します。 

７．県本部は、分権改革、市民自治や単組要求実現の確立にむけ、首長、県市長会・県町村会

へ必要な要請行動を行っていきます。 

８．2020年に第２期が始まった「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、感染症の影響を踏ま

えた見直しが行われ、ＤＸ、脱炭素社会、地方創生テレワーク、企業版ふるさと納税（人材

派遣型）の推進を掲げています。第１期では雇用関連での改善はあったものの、人口減少や

東京一極集中の歯止めとなっておらず、むしろ自治体では「地方版総合戦略」の策定や各種

交付金の申請が負担となっています。 

  県本部は「地域版総合戦略」に基づく施策が地域の実情と著しく乖離していないか、関係

団体が進める運動の連携を図っていきます。 

 

【自治体ＤＸ、デジタルガバメントへの対応】 

９．政府は、マイナンバーカードを利用したオンラインでの行政手続きの完結やクラウド上で

のＡＩ利用によるビッグデータの活用などデジタル社会の実現をめざし、自治体ＤＸを進め

るとしています。デジタル化は物理的な距離や時間を一気に短縮し、大量の情報を集約、処



 

 

理することができるため、中央集権への親和性が高く、地方を国の出先機関とするような自

治の否定につなげない取り組みが必要です。 

  自治体情報システムの標準化は自治体ＤＸの柱とされており、2026年から17業務の標準化

は義務とされていますが、戸籍と印鑑登録事務も加えられることが検討されています。今後

も新たな業務における仕様書が作成されることから、その範囲や程度については自治の尊重

や現場実態を踏まえたものにしなければなりません。このような背景をうけ、自治体として

取り組むべきＤＸについて、自治体議員・関係者を交えて学習会を実施します。 

  また、自治体職場でのＡＩ・ＲＰＡの普及促進についても、自治体ＤＸの柱とされており、

クラウド上での利用や自治体の共同調達がめざされています。 

ＡＩ、ＲＰＡなど新技術の職場導入については、事前協議を行うことを前提として対応し、

その際、①個人情報の漏洩対策、②ＡＩによる基本的人権の侵害防止と運用状況の監視、③

業務への影響を事前に分析し、必要な人員確保と人員削減の理由とさせないこと、④デジタ

ル人材の確保と職員の知識習得のための研修、⑤地域の特性に応じた政策展開、について当

局と確認すること推進します。 

10．個人情報保護法の改正により、2023年から自治体ごとの個人情報保護条例から全国一律の

ルールになり、審議会への諮問など先進的な個人情報保護の仕組みは新たに条例化する必要

が生じ、公文書公開の基準も変わります。自治体では、目的外利用や他行政機関への提供が

可能となるため、十分な住民周知が必要なことから注視していきます。 

11．マイナンバーについては、マイナンバーカードとともに利用対象事務が拡大しています。

カードのスマートフォンへの搭載によって、マイナポータルからのオンライン手続きがより

拡大していくと考えられるため、利用範囲の拡大については、運用状況の検証と国民的合意

形成を前提として、慎重な対応を求めていきます。 

 

【随意契約保証型民間事業提案制度への対応】 

12．この制度は、民間事業者から行政サービスに関する提案を募集・選定し、事業者との協議

を経て事業化が決定した場合、「提案者との随意契約を前提とする」といった制度です。本

来、行政の公正さ・透明性を確保するために行政の随意契約は競争入札をすることとなって

います。しかし、地方自治法第234条第２項、地方自治法施行令第167条の２第１項では、

「随意契約によることができる」との解釈もあります。この解釈や過去の判例から三宅町に

おいて、随意契約保証型民間事業提案制度が９月議会において提案されました。 

今回提案された随意契約保証型民間事業提案制度は、提案条件の中で、新たな財政支出や

維持経費の増加を伴わないこととしていますが、資金調達の手段として、公有財産の貸し付

けや広告料、光熱水費、保守費用の削減などと並べて「人件費の削減相当額」をあげていま

す。つまり、既存の直営の部署は、人件費削減が出来れば、民間事業者への置き換えをする

ことも含めて、提案者における事業のスキームが構築されてしまいます。 

今後、議会の動向に注視し、行政に与える影響や、さらなる現場実態、法理論的な検証と



 

ともに、単組と制度導入の阻止に向けた取り組みを、進めていく必要が有ります。 

 

【地方財政の確立】 

13．保健所や衛生研究所、病院では新型コロナウイルス対策では逼迫した人員状況にあります。

拡充による公衆衛生をはじめとした公共サービス提供体制の抜本的な強化や社会保障費の自

然増、会計年度任用職員の処遇改善財源の確保など、財政需要の地方財政計画への反映を求

めていきます。 

14．地方交付税の客観性・中立性を堅持するため、交付税算定にかかる「インセンティブ改革」

「トップランナー方式」については、廃止を求めます。 

15．県本部は、地方財政の重要性を訴えるため、自治体議員や連合奈良と連携し、地方自治法

第99条に基づく議会意見書採択と、地方交付税法第17条の４に基づく意見書提出などに取り

組みます。 

 

【税制改革に対する取り組み】 

16．地方分権の推進と公共サービス充実のため、次の通り取り組みます。 

 ① 公共サービスの充実を通じ、国民の信頼と受益感を高めるため、抜本的な税制改革を求

めます。所得税率の累進性の強化、相続税の基礎控除の引き下げ、金融資産課税の総合課

税化などの所得再分配機能の強化をめざします。 

 ② 法人実効税率のさらなる引き下げは、財政再建に逆行し、地方財政に多大な影響を与え

るため、反対します。 

③ 国庫補助負担金の改革については、社会保障分野を確保しつつ、国庫補助負担金の廃止  

と税財源の移譲をめざします。 

 ④「森林環境譲与税」については、自治体の支出実態を踏まえつつ、林業需要の高い自治体

への譲与額を増加させる方向性で見直しを求めます。 

 

【大規模災害からの復旧・復興と対策の拡充】 

17．東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時の自治体の人員体制やワークルールの整備、

自治体間の相互支援、地域防災計画の策定を進める自治体などに必要な要請を行っていきま

す。また、老朽化公共施設やインフラの更新等について、コストのみならず、施設の目的や

機能、安全性など、多角的な観点から検証を求めます。 

 

【地域経済の活性化と雇用創出】 

18．連合が進める「働くことを軸とする安心社会」の実現をめざし、政府、自治体に対し、地

域雇用の創出を求め、連合奈良と連携していきます。 

 

 



 

 

【地域公共交通の維持・発展】 

19．県本部は自治体に対し、住民や利用者など関係者の合意に基づく「地域公共交通計画」を

策定・実施するよう求め、公共交通担当部署の設置や医療・福祉・教育・地域流通など施策

と連携した持続可能な地域交通政策の確立に向け関係団体と連携していきます。 

 

【ＬＧＢＴＱ＋に関する自治体政策の推進】 

20．与野党で合意したＬＧＢＴ理解増進法案は、自民党内の抵抗により国会提出が見送られま

した。一方、自治体では性的マイノリティ当事者や住民、職員に対する先進的な各種施策も

実施されています。自治体での各種施策実施にむけ、関係団体と協力して取り組みます。 

 

【総合的政策活動の推進】 

21．連合奈良の「政策・制度 要求と提言」に積極的な意見反映をはかります。 

22．中央本部が開催する財政、政策法務、地域政策など、政策に関するセミナーに積極的に参

画していきます。 

23．自治総研・各地方自治研究センターのネットワークを生かし、地域課題等について、連

携を進めます。 

24．県本部・単組は組織内議員、協力議員と政策協議を行い、政策実現をはかります。 

 

【質の高い公共サービスを実現するための自治研活動の推進】 

25．質の高い公共サービスの実現と組織強化の観点から、自治研活動の活性化をはかります。 

① 自治研活動を通じて、市民やＮＰＯなど地域の関係者との話し合いの場を設定し、地域

課題の抽出、課題解決を進めます。 

② 県本部自治研推進委員会は、県内・地域内の固有課題の解決・抽出や情報交換などを目

的として県自治研集会を開催するとともに、地連による自治研集会にも参画していきます。 

③ 県本部は、中央本部が行う2022年10月に静岡県静岡市で開催する、第39回自治研全国集

会に積極的に参加します。                              

④ 自治研活動の理論誌・交流誌として『自治研なら』を活用し、読者拡大をはかります。 

26．自治研推進委員会では、2021－2022研究・活動テーマ（①無人駅清掃を通じて地域活性化

（マルシェ、等）を！ ②自治体における災害時の新たな避難所運営）に沿って、継続して

研究・活動を行います。 



 

５. 安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 新興感染症による感染拡大を最小限にとどめ、かつ非常時の適切な対応を可能とする

公衆衛生体制の確立と医療提供体制の確保を求めます。 

② 医療・福祉労働者の労働条件・職場環境を改善するとともに、人員確保を求めます。 

③ 誰もがつながり合い、生きがいや役割をもち、支え合いながら住み慣れた地域で安心

してくらし続けられる地域共生社会の推進に取り組むとともに、そのための社会保障財

源の拡充を求めます。 
 

【医療提供体制の確保】 

１．地域医療構想の実現には、民間病院を含めて、バランスのとれた医療機能の分化と連携、

地域の医療提供体制を構築することが重要です。また、新型コロナウイルス感染症の医療提

供体制上における問題点を踏まえ、医療法に基づき都道府県が策定する医療計画に、６事業

目として新興感染症が追加されました。一方、コロナ禍においても地域医療の基幹的な役割

を担ってきた公立・公的病院に対し、民間病院に先駆けて再編・統廃合を進めようとする議

論が進んでいることは容認できません。国、都道府県に対して、公立・公的病院が、地域に

おける必要な医療機能と提供体制を継続的に果たせるよう、必要な財源や支援を求めます。 

２．小児・周産期などの不採算医療や、過疎地・へき地など医療資源が不足している地域の一

般医療などに対する必要な人員と財源の確保に取り組みます。 

３．2022年４月の診療報酬改定については、地域医療提供体制の充実と医療従事者の負担軽減

につながる改定内容と必要な予算確保を求めます。 

 

【地域保健の推進と公衆衛生体制の確立】 

４．新興感染症による感染拡大を最小限にとどめ、かつ非常時に適切に対応するため、保健所

や地方衛生研究所等、公衆衛生体制の充実・強化にむけて取り組みます。 

５．新型コロナウイルス感染症での対応を踏まえ、公衆衛生対策の中核を担う保健師等の人員

体制の大幅な見直しを求めます。 

 

【社会保障分野における労働者の人材確保、労働条件・環境改善】 

６．社会保障分野の人材確保は喫緊の課題であるため、社会保障制度の中核を担う自治体職員

および関係する実施機関の人員確保と処遇改善を求めます。 

  とくに、従来からの看護師不足に加え、コロナ対応により、医療現場では過酷な労働が常

態化し、医療提供体制において看護師の早期退職が深刻な問題となっていることから、定年



 

 

まで働き続けることができる医療職場の労働環境の改善を求めます。 

７．医療・介護・子育てなどの現場で働く非正規労働者の処遇改善および雇用の確保・継続に

むけて、取り組みを強めます。 

 

【持続可能な社会保障制度の確立】 

８．全世代型の社会保障制度の確立をめざし、あらゆる格差の是正や貧困および貧困の連鎖の

解消、医療、介護、および子ども・子育て支援の社会化により、くらしを地域全体で支え合

う仕組みづくりを進めます。 

９．社会保障制度のうち、年金、医療、介護は負担と給付の関係が明確となる社会保険方式を

基本とし、制度の谷間が生じないよう、短時間労働者への適用拡大や低所得者に対する福祉

給付を強化します。 

10．医療・介護分野におけるＩＣＴ化、マイナンバーの医療分野への活用、ビッグデータの活

用範囲の拡大については、十分な検討と個人情報保護の徹底、自己情報のアクセス権確立を

求めます。 

 

【地域共生社会の実現】 

11．8050問題やダブルケアなど、地域住民が抱える複雑化・複合化した福祉ニーズに対応する

支援体制を整備するため、社会福祉法の改正により、既存の高齢、障害、児童等の制度の縦

割りを超えて包括的に関わる重層的支援体制整備事業が創設されました。しかし、すべての

市町村が実施する必須事業ではなく、実施を希望する市町村の「手上げ」に基づく任意事業

となっています。先進的な取り組み事例などの収集を行い、未実施の自治体に対し、重層的

支援体制整備事業の実施を働きかけるとともに、国に対しては、事業全体の充実をはかるた

めの財源の拡充を求めます。 

12．国はひきこもり対策推進事業を実施していますが、8050問題は深刻さを増しています。ひ

きこもり地域支援センター、ひきこもりサポート事業、ひきこもりサポーター派遣事業の拡

充に必要な財源確保を求めるとともに、ひきこもり者と地域とのつながりや、社会参加の促

進に取り組みます。また、ひきこもり者の家族への支援も重要なことから、相談援助や心身

のケアなどへの取り組みと、そのための財源確保の充実を求めます。 

 ※8050問題とは「80」代が親「50」代の子供の生活を支えるという問題。 

 

【年金制度改革への対応】 

13．社会保険方式による現行の賦課方式を基本とした基礎年金と職域年金による公的年金制度

を維持しつつ、持続可能な年金制度のあるべき姿について考え方を進めます。 

14．週20時間以上の短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われましたが、すべての

雇用労働者が被用者年金の強制加入対象となるよう取り組みを進めます。 

15．60～64歳の在職老齢年金制度の支給停止基準額が引き上げられましたが、引き続き高齢期



 

の就労と年金受給のあり方についての議論を注視するとともに、制度見直しにあたっては、

将来年金受給者となる現役世代の意見も議論に反映するよう求めます。 

 

【医療保険制度改革への対応】 

16．公的医療保険制度については、保険者機能を重視し、地域の連帯を基盤とする国民健康保

険と職域の連帯を基盤とする被用者保険（健康保険組合、共済組合、協会けんぽ）制度を維

持します。その際、現役世代に負担が偏らないよう、再分配機能を強化した財政調整を求め

ます。 

17．年金保険と同様、すべての雇用労働者が被用者健康保険の強制加入対象となるよう取り組

みを進めます。 

18．国民皆保険制度を堅持し、持続可能な高齢者医療制度の構築をめざします。後期高齢者の

医療費自己負担について、一定所得以上の人については医療費の窓口負担割合を２割とする

医療制度改革関連法が成立しましたが、今後も高齢者医療制度の維持にあたっては、現役世

代とのバランスに考慮した負担となるよう求めます。 

19．国保連合会は、業務運営に関する規定等が法定化されたことにより、医療保険制度の安定

的な運営に欠くことのできない審査支払機関としての一層の機能強化・体制確立にむけ、関

係労組と連携し、取り組みます。 

20．地域別診療報酬について、引き続き検討状況を注視し、県本部及び国保労組協議会と情報

共有を図ります。 

 

【介護・障害福祉サービス・精神保健福祉の充実】 

21．介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況を検証し、利用者の尊厳確保と、サービスの

質の低下および地域間格差の拡大を招かないよう、引き続き自治体対策を進めます。 

22．居宅介護支援にかかる介護報酬については、ケアマネジメントの公平性・中立性を維持す

る観点から、10割保険給付を継続するよう求めます。 

23．精神障害者の地域移行にむけ、居宅等での保健・福祉サービスの提供などの生活環境づく

りを推進し、制度拡充にむけた新たな人員配置を求めるとともに、退院後の支援については、

当事者の人権に配慮する仕組みを求めます。 

  また、身体合併症の治療体制や精神科救急に伴う搬送体制、措置入院における保健、医療、

福祉の連携強化にむけ取り組みます。 

 

【子ども・子育て支援の強化】 

24．子ども・子育て支援については、妊娠・出産から成人までの総合的かつ体系的な支援策と

必要な財源を、税により確保することを求めます。 

25．政府は「こども庁」の創設を検討していますが、政府機構の変更そのものが施策の充実に

つながるものではなく、自治体に与える影響も不確定なことが懸念されます。各政党での議



 

 

論経過もあることから、対応を見極めることが必要であり、かつ子どもに最善の方策となる

よう慎重な検討を求めます。 

26．幼児教育・保育の無償化について、無償化にかかる自治体の事務負担の軽減や財源確保を

求めます。 

27．保育の質の向上にむけて、保育士の配置基準の改善を求めます。 

28．公立保育所等の民間委託が進んでいますが、公立施設は感染症による閉所等の代替保育や

要支援児対応等、民間施設での対応が難しい保育を担うセーフティネットとしての役割を

担っています。また、自治体の行政機関として、総合的な子ども・子育て支援拠点の機能を

果たすことから、民間委託の提案に対しては、自治体に対しその理由と必要性の精査を求め

るとともに、公立施設の地域における役割の明確化と機能の強化を求めます。 

29．放課後児童支援員の人員・資格の参酌基準化については、放課後児童健全育成事業の質の

低下を招くものであることから、各自治体において、参酌基準以下とする条例を定めないよ

う求めます。 

30．老朽化が進んでいる公立教育・保育施設については、一般財源化以降も建て替え等に必要

な財源が確保されていることから、自治体に対し施設を整備するよう求めるとともに、建て

替え財源の不足を理由とした民営化に反対します。 

 

【児童虐待防止対策の強化】 

31．児童虐待死事件、児童虐待件数の増大はさらに深刻さを増しており、早急な対策が必要で

す。児童相談所や一時保護所、市町村児童相談窓口や児童養護施設などの人員確保と、要保

護児童対策協議会の活性化など、地域のネットワークの強化と自治体の実施体制強化を求め

ます。 

32．民法の懲戒権のあり方を含め、引き続きすべての者が子どもへの体罰を禁止するための法

改正と、体罰禁止の徹底を求めます。 

 

【貧困の解消と格差の是正にむけた取り組み】 

33．生活困窮者自立支援制度については、福祉事務所、社会福祉協議会等の実施体制の強化と

すべての任意事業の実施を自治体に求めるとともに、実施体制を充実させるために必要な予

算の確保を求めます。 

34．生活保護基準の引き下げに反対し、利用しやすく自立できる生活保護制度改革にむけ取り

組みます。そのためには、被保護者支援の充実が必要なことから、福祉事務所の実施体制の

強化を求めます。 

35．子どもの貧困の解消にむけて、児童手当や児童扶養手当などの社会手当制度、生活福祉資

金や母子寡婦福祉資金などの各種貸付制度の運用改善等を求めます。また、子どもの貧困は、

児童虐待や貧困の連鎖につながることから、国に対し、要支援家庭に対する生活支援や保護

者の就労支援、「食」の支援を含めた施策の拡充を求めます。 



 

36．病気や障がいのある家族の介護や世話をする子ども「ヤングケアラー」への各種支援を国

に求めます。また、各自治体に対しては、ヤングケアラーの状況を把握するための実態調査

を行うよう働きかけます。 

 

【障がい者差別のない社会の実現】 

37．障害者差別解消法および障害者雇用促進法の実効性の確保にむけて、法定雇用率の達成・

遵守と障がい者雇用の促進、合理的配慮の充実に取り組みます。 

38．インクルーシブな社会の実現にむけて、障がい者が地域でくらせる社会づくりと障がい福

祉サービスの質の向上に取り組みます。 



 

 

６. 持続可能な環境社会の実現と脱原発の推進 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 持続可能な環境社会の実現にむけ、ＳＤＧｓの理念を踏まえて、地域住民とともに、

地域特性を生かした取り組みを推進します。 

② 原発再稼働と新・増設に反対し、地域分散型再生可能エネルギーの利用促進による脱

原発社会をめざします。 
 

【ＳＤＧｓ・パリ協定の目標を踏まえた環境自治体づくりの取り組み】 

１．持続可能な環境社会の実現にむけ、地域から取り組みを進めます。 

２．パリ協定に基づく地球温暖化対策の実施においては、温室効果ガスの排出量削減や省エネ、

グリーンジョブ創出などの諸施策の推進を国に求めます。 

３．カーボンニュートラル実現にむけた改正地球温暖化対策推進法に基づく自治体の取り組み

推進にあたっては、ステークホルダー参画と労働組合の関与を求めるとともに、自治体関連

施設や職場の省エネや節電に積極的に取り組みます。 

４．単組は、自治体の環境基本条例、地方公共団体実行計画・環境基本計画等に対して、労働

組合の意見を反映し、地域の環境政策の充実をはかります。 

５．脱炭素社会における温暖化ガスの吸収源、豪雨時の水源涵養機能など、森林保全の重要性

が増してきていることから、森林環境譲与税の活用による担い手育成、森林整備を推進しま

す。 

６．水源涵養や里山の整備など地域の特性を活かした生物多様性の取り組みを進め、地域から

持続可能な環境社会の実現をめざします。 

７．連合奈良の「エコライフ～Withコロナ～」を推進します。 

 

【環境保全・資源循環型廃棄物行政の確立】 

８．３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）、とくにリデュースおよびリユースの２Ｒの

推進に取り組みます。 

９．循環型廃棄物行政を実現する取り組みを進めます。 

 ① 多様なプラスチックの包括的資源循環制度の強化を求めているプラスチック資源循環促

進法の制度設計にあたっては、分別・回収にあたる自治体に対する支援が必要不可欠であ

ることから、自治体における施策に必要な体制整備、施設整備を含めた予算措置を国に求

める運動に協力します。 

 ② 「ごみの有料化」は、住民合意と労使協議を前提とし、分別収集の徹底を基本に、排出

抑制に取り組みます。また、容器包装リサイクル制度において分別収集に伴う自治体の財



 

政負担が過重になっている現状に対し、合理化拠出金制度の見直しなど実効ある財源確保

対策を国に求める運動に参加します。 

 ③ 自治体が廃棄物処理・リサイクル施設整備に取り組む際の循環型社会形成推進交付金の

拡充を国に求めるとともに、交付の条件として広域化・集約化、民間活用などの手法を一

方的に押しつけることのないよう意見反映を行います。 

 ④ 家電製品の不法投棄や違法な不用品回収業者対策のための人員・権限と財政的措置の拡

充、リサイクル料金の前払い方式導入、家電リサイクル券の電子化などの電子マニフェス

トの拡大を国に求め運動に協力します。 

 ⑤ 廃棄物の適正処理にむけた行政関与による施設整備や、十分な職員配置を自治体に求め

ます。 

 ⑥ リチウムイオン電池の処分に関しては、破砕機等の衝撃で火災事故が多発していること

を踏まえ、リサイクル回収や住民への啓発などに対する予算措置を国に求める運動に協力

します。 

 

【健全な水循環と食をめぐる課題への取り組み】 

10．奈良県が進めている「県域水道一体化」について、住民の視点、労働者の視点に立ち、安

全な上水道の確保にむけて取り組みます。 

  各水道事業管理者に対しては、「県域水道一体化」となった場合の職員の身分、賃金、労

働条件等について、考えを示させます。 

11．健全な水循環の確立にむけ、自治労水週間に公営企業評議会と連携して取り組み、地域に

開かれた参加型運動を通じて森林から海域までの環境保全をはかる運動を推進します。 

12．自治体に対し、「食の安全基本条例」（仮称）の制定を求め、地域の食生活改善と食の安

全に関する情報公開を推進します。また、「地産地消」を積極的に導入します。 

13．農作物種苗については、民間外資企業による種子の支配の懸念をなくし、安全・安心の食

糧供給の確保にむけ、自治体の条例制定を推進します。また、国内における生産・供給体制

の長期的な維持、強化にむけた財源の確保を国に求める運動に協力します。 

14．「食とみどり、水を守る奈良県民会議」の取り組みに、積極的に参加します。 

 

【地域分散型再生可能エネルギー政策の推進】 

15．再生可能エネルギー等の普及促進にむけ、法整備や施設整備、研究開発・技術者育成を目

的とした交付金等の拡充を国に求める運動に協力します。 

16．改正地球温暖化対策推進法では自治体における再生可能エネルギーの利用促進施策の実行

が一層推進されることから、風力、太陽光・熱、バイオマス、中小水力、地熱など、地域の

自然・地理的条件を活かした地域分散型再生可能エネルギーを積極的に導入するよう求めま

す。また、地域分散型再生可能エネルギーの利用促進に際しては、地域の住環境や自然への

影響にも十分配慮することを求めます。 



 

 

【脱原発社会の実現】 

17．カーボンニュートラルの実現を理由に、原子力政策への回帰が加速度的に進んでいること

から、改めて、すべての原発の再稼働および新増設に反対するとともに、すべての原発の廃

炉および廃炉までの安全対策の確立を求めます。 

18．原子力発電によるエネルギーからの脱却にむけ、奈良平和フォーラムと連携して、世論の

形成などに取り組みます。 

19．原発稼働ゼロおよび再生可能エネルギー活用にむけた取り組みを強化するよう、引き続き、

本部は連合に、県本部は連合奈良に、意見反映を行います。 

20．日本原燃の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ヶ所村）とＭＯＸ燃料加工工場について

は、安全性やコストの問題が明らかであり、未来への負債を膨らませるのみの計画であるこ

とを踏まえ、国に対し核燃料サイクル政策の放棄を求め取り組みます。 

21．原発や関連技術の輸出に反対し、原子力に依存する産業政策を抜本的に見直すよう国に求

める運動に参画します。 

22．すべての原発廃炉にむけ、今後発生する放射性廃棄物等処分に関し、用地選定、処分方法

や管理・安全基準確立など、必要な対策を国の責任で行うよう求める運動に参画します。ま

た、用地選定は、国民合意のもとに行うよう求め、拙速な「最終処分」に反対します。 

23．放射性物質汚染廃棄物、とくに指定廃棄物処理について、放射性物質濃度および中間処理

過程における管理・保管状況の公開と労働安全基準の確立を求め取り組みます。 

24．「自治労原子力防災ハンドブック」を活用し、学習に取り組むとともに、地域防災計画等

への意見反映を行います。 

25．電源三法交付金制度に象徴される従来の枠組みの問題点を踏まえ、雇用確保など、原発に

頼らない地域・自治体のあり方と必要な政策・制度について議論を進めます。 

 

【東京電力福島第一原発事故に対する対応】 

26．廃炉作業が長期化・難航することが想定される状況の中で、国に対し、安全・確実な廃炉

までの責任ある取り組みを求めます。とくに、作業にあたる労働者の安全衛生・健康管理対

策の確立や適切な情報公開、廃炉技術の研究開発の促進と巨額な費用負担への対応を重視し

て取り組みます。 

27．不適正な雇用につながる除染作業員の募集が行われないよう、除染分野を担う人員の確保

にむけた支援策や環境整備をはかるなど、適正な除染作業にむけた国の責任による指導の徹

底を求めます。 

28．除染汚染土の再利用は、安全基準を厳格に順守するとともに、住民の意見を重視し、安易

な解禁は行わないよう国に求めます。また、除染廃棄物処理について情報公開を徹底すると

ともに、中間処分場などの用地確保をはじめ、処分方法や管理・安全基準確立など必要な対

策を、国民合意のもと国の責任において行うよう求めます。 

29．福島県内に設置されているモニタリングポストについては、住民の安心・安全確保の観点



 

から設置台数を減らすことなく存続させるよう引き続き国に求める運動に参画します。 

30．地元住民の合意なきまま決定された福島第一原発のトリチウムなどを含む汚染水の海洋放

出は、健康や漁業への不安にとどまらず、新たな風評被害にも結びつきかねないことから、

海洋放出を許さない取り組みを平和フォーラムに結集して進めます。 

31．コロナ禍で延期となっている奈良平和フォーラムで企画されている「福島被災地研修」に、

積極的に参加します。 

 



 

 

７. 憲法を守り平和を確立する運動の推進  

 
 

 【自治労中央本部重点課題】 

① 「憲法改悪」阻止を中央・地方で強化し、改正国民投票法については必要な対策を行

います。 

② 安全保障関連法の即時廃止を求めるとともに、専守防衛を厳守させ自衛隊による集団

的自衛権の行使を許さない取り組みを強化します。 

③ 日米地位協定の抜本改正や在日米軍基地の整理・縮小を求め、米軍再編による基地機

能の拡充・強化、辺野古新基地建設に反対する運動を強化します。 

④ 核兵器廃絶にむけ核兵器禁止条約への署名・批准をめざしつつ、最低でもオブザー

バーとして参加することを政府に求めます。 
 

【憲法改悪を阻止する取り組み】 

１．現行憲法については、その基本理念である平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を普遍

化するため、憲法の前文および第９条を堅持する立場で臨みます。 

２．菅政権や自民党あるいは日本会議が企図する憲法改悪を阻止する取り組みを強化します。

とくに、９条改悪と緊急事態条項の創設に反対します。 

３．国民投票法については、①公務員による運動規制の検討（2014年改正法附則）、②ＣＭ・

インターネット広告規制等の課題など多くの問題があることから、現行法のもとでの憲法改

正の発議に反対します。また、これらの課題について大阪における住民投票の事例の検証等

を行いつつ、政党や議員に対する働きかけを行います。 

４．現在の憲法改正に関する各論点については、自民党の改憲４項目等への見解を示した「憲

法改正問題への対応と各論点について～安倍改憲阻止に向けて～」（2018年度第３回県本部

代表者会議）を基本に対応します。 

５．本部がすすめる、協力政党や協力国会議員などとの連携のもと、衆参両院の憲法審査会対

策をはじめ、国会における取り組みを強化します。また、憲法問題に関する連合の態度表明

に、本部は積極的に関与します。 

６．ネットやテレビを通したイメージ操作に引き続き警戒します。 

７．「戦争をさせない（奈良）1000人委員会」「戦争させない・９条壊すな！ 総がかり行動

実行委員会」に結集し、憲法改正阻止の取り組みを強化します。 

８．県本部・単組は、教宣物の配布やネットの活用も含めた学習会の開催を通じ、組合員とそ

の家族との憲法理念の認識の共有化をはかります。 

９．県本部・単組は、日本会議をはじめとする改憲勢力が草の根の改憲運動を進めていること

を認識し、他団体との協力のもと、地域での集会や署名活動の要請に応えていきます。 



 

【国家主義的な動きに反対する取り組み】 

10．国民の知る権利および表現の自由を守るため、特定秘密保護法の廃止を求めます。 

11．重要土地等調査規制法については、議論が不十分な上、財産権や個人情報の過度な調査な

どによる基本的人権の侵害の恐れがあることから廃止を求めます。 

12．閣僚による靖国神社参拝や誤った認識に基づく発言、「教育勅語」の教材使用など、戦前

の国家主義的思想の復活を企図する論調や、偏狭なナショナリズムに基づいた動きに反対し

ます。 

13．戦前の国家総動員体制とも通底する日の丸・君が代・元号の押しつけに反対し、改めて、

知る、学ぶ機会をつくります。 

 

【平和をつくる取り組み】 

14．協力政党・協力議員と連携して、安全保障関連法の即時廃止を求めるとともに、集団的自

衛権の行使を許さない取り組みに参画します。 

15．日米安保体制について、日米地位協定の抜本改正や在日米軍基地の整理・縮小を求め、米

軍再編による基地機能の拡充・強化に反対する運動を強化します。 

16．普天間基地については即時返還、国外移設を求めるとともに、辺野古新基地建設に反対し

ます。また、辺野古新基地建設では戦没者の遺骨を含む地区の土砂の採掘計画があり、沖縄

県民の心を踏みにじる行為が行われています。このため、各種抗議行動へ参加します。 

17．アメリカは沖縄からフィリピンを結ぶ「第１列島線」にミサイル配備を計画しており、一

方で中国は台湾海峡で軍事的挑発行為を行っています。この地域における紛争は日本への影

響も大きいことから、両国には冷静な対応を求めるとともに、日本が積極的に関与し、平和

の実現をめざすよう求めます。 

18．日米軍事一体化の動きに警戒し、南西諸島の軍事基地化に反対します。とくに馬毛島の基

地計画は即時中止を求めます。 

19．アメリカからのさらなる防衛費増額要求には応じず、また戦闘機をはじめとする米国製武

器装備品の購入に反対します。 

20．オスプレイの配備・導入・整備拠点化などに反対するとともに、基地に由来する危険性の

除去にむけた取り組みを行います。また、イージス・アショアの代替案であるイージス艦２

隻と「スタンド・オフ・ミサイル」の開発に反対します。 

21．「防衛装備移転三原則」によって、実質的に「武器輸出三原則」が無効とされている状況

を踏まえ、改めて「武器輸出三原則」の法制化を求めます。 

22．平和フォーラムが進める平和運動等に積極的に関与し、平和運動を強化します。 

23．連合の平和行動（沖縄、広島、長崎、根室）、核兵器廃絶運動に、参加します。さらに、

連合が平和運動全般において必要な役割を果たすよう、意見反映に努めます。 

24．日本による過去の侵略戦争と植民地支配、「従軍慰安婦」「徴用工問題」や「南京大虐殺」

などの事実について、歴史を否定する言説が蔓延していることを強く警戒し、このような動



 

 

きに反対します。また史実に基づく歴史教育と差別意識の払拭を行うよう国に求めるととも

に、関係産別や歴史学者・文化人とも連携し、歴史を忘れない教育・啓発などに自ら取り組

みます。 

25．以上の、平和の実現にむけた取り組みの全体について、組合員を含む若年層の理解と共感

を得られることの重要性を認識し、具体的な運動に参画します。 

 

【アジアの安定にむけた取り組み】 

26．新疆ウイグル自治区における人権問題、香港民主化運動への弾圧など、中国によるアジア

の平和を脅かす行動に反対し、平和を取り戻す取り組みを進めます。 

27．朝鮮半島の緊張緩和と安定のため、日本が関係各国と連携し、六ヵ国協議の再開にむけ働

きかけを行うよう求めます。また、引き続き、韓国・北朝鮮両国の自主的平和統一の取り組

みを支持します。 

28．北朝鮮による平和と安定を脅かす度重なるミサイル発射や、地下核実験等に反対し、北東

アジア非核地帯の実現を求めます。 

29．拉致問題は人道問題であり、早期の解決を求めるとともに、日朝平壌宣言に基づく国交正

常化を求めます。 

30．北方領土、尖閣諸島、竹島など、ロシア・中国・韓国との領土・領有権に関する問題につ

いては、対話を軸とした外交努力によって解決をはかるよう求めます。 

 

【非人道的兵器廃絶の取り組み】 

31．核兵器廃絶にむけた交渉に日本が積極的に関与し、リード役を果たすように求めます。ま

た、核兵器禁止条約への署名・批准をめざしつつ、最低でもオブザーバーとして参加するよ

うに求めます。 

32．非核（平和）宣言については、引き続き全自治体での採択をめざします。また、自治体平

和条例の制定に取り組みます。 

33．すべての国による核実験や非人道的な兵器の開発に反対します。ＮＰＴ体制の強化や核に

関する各種条約の確立、非核３原則の法制化など、核兵器廃絶にむけ、連合や原水禁ととも

に、平和市長会議、市民団体と連携をはかります。 

34．原水爆禁止運動に積極的に参画するとともに、連合、原水禁、ＫＡＫＫＩＮに対して、運

動の再統一にむけた協議実施を働きかけます。 

35．被爆体験と運動を継承し、風化させない取り組みを進めます。次世代による反戦・反核・

平和運動を強化・発展させるために、ソーシャルメディアを活用した学習会の開催と積極的

な情報発信などに取り組みます。また、被爆二世の結集に取り組むとともに、被爆二世への

被爆者援護法の適用を求めます。 

36．高校生平和大使（奈良県選出）と高校生１万人署名活動を支援し、ともに核兵器廃絶に向

けて取り組みます。 



 

８. 人権を守り共生社会を実現する取り組み 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 外国籍市民や外国人労働者への差別や人権侵害を許さず、ヘイトスピーチ禁止条例や

多文化共生条例の制定などお互いに多様性を認め合い、支え合える「共生社会」を実現

します。 

② ＬＧＢＴＱ＋に対する差別を許さず、多様な性のあり方を尊重し、すべての人の人権

が保障され、誰もが人格を否定されず個性を尊重し合う社会の確立にむけ、地域から取

り組みを進めます。 

③ 自治体が地域において人権を保障する基盤としての役割を果たし、誰もが生きがいを

持ってくらせる社会を実現するため、労働組合として、けん引的な役割を発揮します。 
 

 

【人権基準を確立する取り組み】 

１．すべての自治体において、あらゆる差別の撤廃と人権教育・啓発などを盛り込んだ条例の

制定や宣言の採択をめざすとともに、「人権相談窓口」の設置や人権相談センターの取り組

みを中心として、人権尊重のまちづくり運動の取り組みを進めます。 

２．「人権教育のための世界プログラム」や人権教育啓発推進法を踏まえ、自治体における人

権教育・啓発の推進を求めます。 

３．ビッグデータ活用を含むＡＩの活用範囲の拡大・高度化に対し、ＥＵ「一般データ保護規

則（ＧＤＰＲ）」や、日本における「人間中心のＡＩ社会原則」等を踏まえ、国際的にも国

内においても、人権侵害や個人情報保護に関する実効あるルールの確立と遵守を求めます。

また、自治体に対しても、人権に十分に配慮した適切な対策・対応を求めます。 

 

【外国籍市民・外国人への差別や人権侵害を許さず共生社会を創り出す取り組み】 

４．ヘイトスピーチ解消法をより実効性の高いものとし、人種差別撤廃にむけた包括的な法規

制を求めます。また、全国ではじめて罰則を設けたヘイトスピーチ禁止条例である「川崎モ

デル」の自治体での制定を求めます。 

５．在日韓国・朝鮮人、中国人の歴史・文化に対する理解をさらに深める教育など、啓発活動

を推進し、ヘイトスピーチや人権を脅かす差別撤廃を追求します。 

６．高等学校等就学支援金制度などから朝鮮学校を排除し、幼児教育・保育の無償化から外国

人幼稚園などを対象外としている問題について、平和フォーラムなどとともに、国や自治体

に対し、差別を助長せず、教育を受ける権利を侵害しないよう求めます。 

７．外国籍市民との共生をめざし、人権教育・啓発を強化し、文化の相互理解の促進と多文化

共生のまちづくりに以下の通り取り組みます。 



 

 

 ① 地方参政権の確立および外国籍市民も含めた住民投票条例の制定を求めます。 

 ② 自治体の行政サービスに関する相談窓口設置等の体制確立と、外国籍市民の各種審議会

への積極的登用を求めます。 

 ③ 公務員の任用について、すべての自治体での国籍条項の撤廃、採用後の昇任・昇格にお

ける制限の撤廃にむけ、自治体への対策に取り組みます。 

 ④ 国籍や利用目的を問わず、公共施設など社会的インフラを利用できるよう求めます。 

 ⑤ 子どもの権利条約に基づき、外国籍市民の児童が日本の学校で学ぶ権利を認め、母国語、

日本語教育などを含めた教育体制を確保します。 

８．排外主義を許さず、外国人の人権を守るために以下の通り取り組みます。 

 ① 入管法に基づく在留資格「特定技能」制度の実施にあたり、日本人労働者との均等待遇

とともに、平等な社会保障、日本語教育、子どもの教育など、地域社会との共生に必要な

環境整備を求めます。また、自治体の対応に必要な財源確保を国に求めます。 

 ② 技能実習制度のあり方の見直しを求め、技能実習生を含むすべての外国人労働者の労働

条件に関わる法令順守や処遇改善を求めます。 

 ③ 難民申請中などの保護されるべき外国人が入管法の改悪などにより非人道的な扱いを受

けることのないように取り組むとともに、外国人を一律に潜在的な犯罪者とみなし、共生

社会に逆行して排除を後押しするような入管法のあり方については、抜本的な見直しを求

めます。 

 

【多様な性のあり方を尊重し、基本的人権が保障される社会にむけた取り組み】 

９．多様性のある社会をめざし、ＬＧＢＴＱ＋に対する差別を明確に禁止する具体的施策の早

期法制化にむけて取り組みます。 

10．同性の当事者間でも婚姻が認められるよう法制化に取り組むとともに、過渡的な取り組み

として、自治体での「同性パートナーシップ条例」、婚姻関係に限らない多様な家族のあり

方を尊重する取り組みとして「ファミリーシップ制度」などの制定に取り組みます。 

11．ハラスメントやアウティングのない、誰もが安心して働くことのできる職場づくりを進め

ます。 

 

【差別・偏見をなくし人権を守る取り組み】 

12．生活保護受給者や生活困窮者に対する偏見解消にむけて、生活保護制度の周知、制度に対

する否定的感情を取り除く取り組み、人権意識の向上をはかります。 

13．いまなお残る職業・職種による偏見や差別を許さず、すべての働く者の尊厳が守られる社

会の実現にむけ、連合などとともに啓発活動等に取り組みます。特にコロナ禍における医療

従事者などに対する差別の解消にむけ取り組みます。 

14．先住民族であるアイヌの人々の文化を尊重し、過去の同化政策によって傷つけられてきた

尊厳の回復と権利の保障にむけ、引き続き平和フォーラムとともに取り組みます。 



 

15．ＨＩＶやハンセン病等の感染症の患者・回復者に対する差別や偏見のない社会環境づくり

にむけ、正しい知識と理解を広げるための啓発活動を推進します。 

16．東京電力福島第一原発事故に関わる自主避難者を含めた被災者支援の充実と、福島県民お

よび避難者への人権侵害やトリチウムを含む処理水の海洋放出によるさらなる風評被害を防

止するための適切な情報公開と啓発策、放射線被害に対する長期的な健康管理などを国や自

治体に求めます。 

 

【性差別、暴力から守る取り組み】 

17．ＤＶや性暴力、ストーカーなどの被害者救済と防止にむけて、関係機関、県、市町村にお

ける人員や専門性の確保など、相談・支援体制の強化に取り組みます。 

18．「人身取引対策行動計画2014」に基づき、労働搾取の防止、人身取引の撲滅、被害者の保

護・支援にむけて、さらなる対策強化を求めます。 

 

【子どもの人権を守る取り組み】 

19．子どもの権利条約のもと、国内法の整備を求めます。 

20．深刻な貧困問題に直面するひとり親世帯、とくにシングルマザー家庭に対する教育・学習

支援や、保護者の就労支援、「ヤングケアラー」への支援など、国と自治体に対して取り組

みの充実・強化を求めます。 

21．子どもに対するいじめを防止し、早期に適切な対応をはかるため、政府の「いじめの防止

等のための基本的な方針」も踏まえ、地域における学校等と自治体の連携や現場で必要な体

制確保を自治体に求めます。 

 

【部落解放・差別撤廃の取り組み】 

22．狭山事件の再審実現にむけて、部落解放共闘会議や連合とともに、学習会・集会などに取

り組みます。 

23．部落解放中央共闘会議・地方共闘会議に結集し、部落差別撤廃にむけ以下の通り取り組み

ます。 

 ① 「部落差別解消推進法」に基づき、自治体に対し、部落差別解消にむけた施策を整備す

るよう求めます。 

 ② 就職差別撤廃のため、統一応募用紙等の使用の浸透など、撤廃の趣旨の徹底にむけ取り

組みます。また、ＩＬＯ111号条約（差別待遇禁止）の早期批准を求めます。 

 ③ 「部落地名総鑑」と、それに類似する情報について、インターネット空間を含めた流布

の防止に取り組みます。また、住民票等の不正請求防止の取り組みの徹底と「本人通知制

度」の充実・拡大を求めます。 

 

 



 

 

【「共謀罪」法と司法課題への取り組み】 

24．捜査機関の恣意的な運用や法の拡大解釈によって、言論・表現・集会の自由や、労働組合

活動の弾圧につながりかねない「共謀罪」法の廃止にむけ、連合・平和フォーラムに結集し

取り組みます。 

25．市民の人権や自由が侵害されることのないよう、以下の通り取り組みます。 

 ① 法律の濫用防止にむけた監視の強化 

 ② 通信傍受等の捜査手法の拡大など、人権を侵害する捜査手法の常態化の防止 

 ③ 連合や日弁連等と連携した「冤罪」を生まない刑事司法制度の実現 

 



 

９. 政策実現にむけた政治活動の推進 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 中央・地方において、連合の政治的スタンスの確立と強化をはかります。その上で、

野党の共闘体制の強化と政権交代の実現をめざします。 

② 第26回参院選において、組織内候補予定者「鬼木まこと」の必勝をめざします。 

③ 自治労協力国会議員団（組織内議員・政策協力議員）を中心とした協力政党との連携

を強化し、組合員の声を国政に届け、政策の実現をはかります。 

④ 首長選や地方議会選挙を通して、「１自治体１協力議員」をめざします。 

 
 

【政治活動に関する自治労の基本的立場】 

１．政治に臨む基本的立場を次の通りとします。 

① 連合・他の連合構成組織との統一的な対応を基本に、理念や政策において一致できる市

民団体・ＮＰＯなどとの協力・協働による政策実現をめざします。 

② 協力政党であっても、是々非々の立場で臨み、矛盾や問題があれば、積極的な対話と真

摯な意見交換により、それを相互に克服することをめざします。 

③ 組織内議員との連携を基本としつつ、組織内以外の議員など広範な議員との対話を進め、

政策実現を追求します。 

④ 協力政党以外であっても、政策決定に影響力を有する政党・政治家であれば、積極的な

政策協議を進め、連合奈良と連携しつつ政策協議を求めます。 

 

【政策実現にむけた政治活動の強化】 

２．県本部は、各選挙区選出の協力政党の議員と定期的な意見交換を行い、自治労が求める政

策の実現にむけて、協力関係を構築します。 

３．国会対応、国政選挙に対して、労働組合の立場から協力します。 

 

【政治活動に対する認識の共有化と担い手の育成・確保】 

４．政治活動の必要性や労働組合との関係について、組織では認識の共有化が十分ではなく、

また政治活動の担い手も確保しきれていない現状があることを踏まえ、下記に取り組みます。 

① 県本部は、単組役員を対象にした政治学習会の開催や、機関紙・ＳＮＳの活用を通して、

政治活動に関する正確な知識の周知をはかります。 

② 単組は、機関紙の活用、政治に関する基礎的な学習会の開催、組合員の政治意識の活性

化と担い手の確保をはかります。県本部は、これらの活動を支援します。 

 



 

 

【地域における政治活動と自治体議員連合の取り組み】 

５．地域公共サービスを再生させ、市民自治を基本とした分権改革を進めるためには、地方議

会や首長の役割が極めて重要であることから、首長選や地方議会選挙を通して、組織内のみ

ならず、政策協力議員を確保・拡大し、自治体職員が置かれた立場や、自治労の政策を理解

し連携できる首長・議員の確保に取り組みます。 

６．各議員との日常的な対話を進める中から、各種課題に関する議会対策を強化し、政策実現

をはかります。 

 

【国政選挙等への対応】 

７．国政選挙等への対応については、連合の選挙闘争方針・統一対応を基礎に、比例代表選挙、

選挙区選挙のいずれにおいても、立憲民主党への支援・協力を基軸に取り組みます。また、

地域の実情に応じて、社会民主党、国民民主党も支援して取り組みます。さらに、自治労の

政策に対する理解・協力を得られる議員に対しては、必要な支援を行います。 

８．県本部・単組において、組合員とその家族・退職者を中心に、支持の拡大をはかります。 

９．第49回衆議院議員の勝利にむけ、奈良県第１選挙区には馬淵澄夫（立憲民主党公認内定）

を奈良県第２選挙区には猪奥美里（立憲民主党公認内定）を支援していきます。 

奈良県第３選挙区については、立憲民主党公認候補を中心に支援しますが、立憲民主党公

認候補がいない場合、連合奈良の方針を基軸に検討を行い、対応します。 

10．県本部・全組合員一丸となって、第26回参院選における「鬼木まこと」の必勝を期します。 

11．2023年４月に行われる予定の第20回統一自治体選をはじめ、地方選挙における勝利をめざ

します。 



 

10. 国際連帯の強化と国際労働運動の推進 

 
 
 【自治労本部重点課題】 

① 新自由主義と自国第一主義に反対する国際労働運動に、ＰＳＩ、ＩＴＦ、さらにはＩ

ＴＵＣを通じて参加します。 

② 多様なバックグラウンドを持つすべての公共サービス労働者のＰＳＩへの結集により

質の高い公共サービスの維持、提供に取り組みます。 

③ 国際協力・支援活動を推進し、組合員の平和・人権・環境に対する意識を高めます。 
 

 

【ＰＳＩおよびＩＴＦなどに結集した国際労働運動の推進】 

１．ＰＳＩは質の高い公共サービス（ＱＰＳ）の維持、提供を運動の基本に据えて、公共

サービスの民営化反対、公務員の労働基本権確立、公正なグローバル経済の実現などに取

り組むとしています。自治労はＰＳＩとともに、すべての公共サービス労働者の結集によ

り運動の前進を以下の通りはかります。 

 ① ＰＳＩ規約に基づき、あらゆるレベルでのジェンダー平等をめざします。また、女性の

組合活動への積極的な参画を進めます。 

 ② 若年労働者を次代の労働組合活動の中心を担う存在と位置づけ、意思決定機関への参画

を一層促進するなど、若年層参画にむけた取り組みを進めます。 

 ③ ＬＧＢＴＱ＋、障がい者、移民、先住民など、包摂的で誰もが尊重される職場、社会づ

くりを進めます。 

２．自治労は、ＰＳＩ課題の国内展開において、ＰＳＩ－ＪＣ（ＰＳＩ加盟組合日本協議会）

に結集し、積極的な役割を果たします。 

３．ＩＴＦに結集し、経済のグローバル化に伴う公共交通に対する民営化、規制緩和の動きに

反対し、交通・運輸産業労働者の賃金・労働条件の維持・改善とともに、すべての人が公共

サービスを享受できる安心・安全な交通政策の確立をめざします。 

 

【質の高い公共サービスの実現にむけた政策の推進】 

４．公共サービスの民営化に反対し、市民団体、ＮＧＯとともに取り組みを進めます。とりわ

け水の民営化および商業化に反対し、水の公的管理の必要性を広く訴えるため、「世界水の

日」などの取り組みに積極的に参加します。  

５．地球温暖化をはじめとする気候変動により自然災害が多発しています。災害の現場で活動

する公共サービス労働者の安全を確保するとともに、安全衛生・教育訓練等の拡充、公共

サービス労働者と地域社会を結ぶ防災政策の提言活動などに取り組みます。 

６．新型コロナの影響もあり、加速度的に国際的な情報のデジタル化が進みました。一方で、



 

 

コロナ禍において、より質の高い公共サービスを提供するためには、市民生活を支える個人

情報などのデータの適切な取り扱いが重要です。自治労はＰＳＩとともに公共サービスを担

う労働組合として、情報が公正かつ適正に取り扱われるよう取り組みを進めます。 

 

【労働組合権確立とディーセントワーク実現にむけて】 

７．ＳＤＧｓの一つである「ディーセントワークの促進」の達成にむけ、ＩＴＵＣ、連合、

ＧＵＦｓなどと連携し、国連をはじめとする国際機関等への働きかけを行います。  

８．ＩＬＯの「政・労・使」三者構成主義を尊重し、国際労働基準の設定と向上に以下の通り

積極的な役割を果たします。 

 ① 公務員の労働基本権の回復および消防職員や刑事施設職員への団結権付与などについて、

2018年第107回ＩＬＯ総会において、11度目となる勧告が出されました。ＩＬＯ結社の自

由委員会の勧告および基準適用委員会の結論に沿い、引き続き連合、公務労協と連携し、

労働基本権回復にむけた取り組みを進めます。 

 ② ＩＬＯの中核的労働基準の遵守と、国内法が整備された105号条約（強制労働）および

94号条約（公契約）、111号条約（差別待遇禁止）、149号条約（看護労働）、151号条約

（公務における団結権保護・雇用条件決定の手続き）、183号条約（母性保護）、190号条

約（暴力・ハラスメント禁止）など、未批准条約の批准促進にむけ、連合とともに取り組

みを強化します。 

 ③ 政府や経営者団体に対して、「各国は、政府及び労働者団体、使用者団体との社会対話

を通じて仕事の未来戦略を策定すべき」としたＩＬＯの「仕事の未来」報告書に基づく政

策を、連合と連携して求めます。 

９．アジア太平洋地域の労働組合との連携を進め、人権を守り、平和と民主主義などの普遍的

価値の実現に以下の通り取り組みます。 

 ① 2021年２月にミャンマー国軍がクーデターを起こしました。民主化を求めるデモ隊と国

軍・警察など治安部隊との間で激しい衝突が起きており、多くの市民が殺害されています。

ミャンマーの国軍による市民弾圧に対し、民主主義を求めて展開されている不服従運動を

支援します。 

 ② 香港の自治と民主主義を守るため、民主化運動への弾圧に反対し、自由な社会を取り戻

すため国際社会に働きかけます。また、結社の自由など労働組合の権利侵害に対し、連合

に結集して取り組みます。 

 

【国際協力・支援活動の強化】 

10．平和・人権・多文化共生社会の基盤形成に取り組むＮＧＯと連携した、国際協力・連帯活

動を展開します。自治体を通じた国際協力活動を積極的に推進するとともに、途上国におけ

る教育、保健医療、水など公共サービスの確立に貢献します。 

11．子どもの権利の実現をめざすエファジャパンの会員拡大に努めるとともに、組合員の国際



 

協力活動への参画を促進します。 

12．平和・人権・環境をテーマに、「国際連帯救援カンパ」に取り組みます。連合「愛のカン

パ」への拠出や、現地で公共サービスの支援活動を行っているＮＰＯ、ＮＧＯを支援します。

また、国外の自然災害、飢餓、疫病等への緊急支援、戦争被災者・難民への支援を行います。 

13．アムネスティ・インターナショナルなどと連携し、人権や平和、移住労働、地球環境保全、

開発の犠牲となりがちな女性や子どもの支援など国際人権問題に取り組みます。 

 

【自治労の国際活動の共有化】 

14．単組・県本部・本部における国際連帯活動や、国際労働運動の状況の共有化に取り組みま

す。また、国際活動に対する単組の関心を高めるためＳＮＳなどを通じた情報発信を強化し

ます。 

 

 

 



 

 

11. 男女平等参画社会実現の取り組み 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 労働組合運動への女性の参画を拡大し、男女がともに担う自治労運動を推進します。 

② 自治労産別の組織運営体制における「クオータ制」導入に関する議論を開始します。 

③ 採用・登用・配置・昇任における男女間格差など職場実態の点検、職場における両立支

援制度、ハラスメント対策等の整備による誰もが働きやすい職場の実現をめざします。 
 

 

【男女がともに担う自治労運動の推進】 

１．女性が参画しやすい組合活動をつくりあげることは、男性にとっての取り組みやすさにも

つながり、男女がともに担う自治労運動の前進となります。自治労組織における女性の参画

を重点課題とし、次の取り組みを進めます。 

 ① 自治労運動のあらゆる場面で男女平等を推進します。誰もが参画しやすい運動の構築に

むけ、機関会議をはじめ、集会等について、時間・場所・方法を工夫し、30％以上の女性

の参加をめざします。 

 ② 次代を担う女性役員・リーダーの育成にあわせて、単組・県本部・本部の執行体制にお

ける女性の積極的な選出をはかり、30％以上の女性役員配置をめざします。 

 ③ さらに、組織の主導的立場における女性役員の選出促進にむけ、本部役員体制の女性役

員割合を30％以上とする「クオータ制」の導入、県本部役員体制における同指標の努力義

務化について、2023年８月までに結論を得るよう議論を開始します。 

２．単組・県本部は、組合内の男女平等参画を推進するため、次の取り組みを行います。 

 ① 県本部は、アクションプランを設定し具体的な取り組みを明記した計画を策定し、推進

します。 

 ② 単組は、男女がともに担う自治労委員会の設置に向け、男女平等に関する職場の声を集

め、課題解決にむけて男女平等推進闘争を積極的に進めます。 

 ③ 単組・県本部は、女性役員・リーダーの育成をめざし、学習会やセミナーへの女性参加

を促進します。また、女性部と連携し、女性組合員・役員の交流をはかります。 

 ④ 単組は、あらゆる労使協議・団体交渉、安全衛生委員会等での男女平等をめざし、女性

の参画を進めます。 

⑤ 本部方針の意思統一、取り組み事例の共有と意見交換の場として、男女がともに担う自

治労県本部代表者会議に参加します。 

３．男女平等に加え、ＬＧＢＴＱ＋に関する取り組みも労働組合や社会の大きな課題となって

います。これまでの男女がともに担う自治労運動を基盤に、ジェンダー平等社会実現の運動

構築にむけた議論を開始します。 



 

【職場における男女平等の推進】 

４．性別による固定観念をなくし、男女がともに働きやすい職場をめざします。そのためには、

雇用の全ステージにおける男女平等の職場づくりを推進するとともに、働き方の見直しなど

労働時間の短縮や、男性の育児休業取得の推進など、ワーク・ライフ・バランスの実現に取

り組みます。 

 ① 女性活躍推進法に基づく特定（一般）事業主行動計画について、採用・登用・配置・昇

任などの男女間格差を職場の実態と照らしあわせて点検を行い、数値目標等の達成にむけ

た必要な対応を求めます。あわせて、非正規労働者が行動計画に位置づけられているか、

具体的な項目が設定されているか等現状を把握し、計画への反映を求めます。 

 ② 次世代育成支援対策推進法等に基づき、仕事と育児、介護の両立をはかるための環境整

備を行います。とくに、2022年10月に導入される「出生時育児休業」の利用を契機とした

男性の育児休業取得促進にむけ、男女がともに仕事と家庭を両立しやすい職場の意識醸成、

休暇制度などの権利を取得しやすい職場環境づくりを進めます。 

 ③ 100人以下の企業で努力義務とされている女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法

に基づく一般事業主行動計画についてはすべての職場における計画の早期策定を求めます。 

５．セクハラ、マタハラをはじめとする職場におけるすべてのハラスメントの一掃に取り組み

ます。単組・県本部は、本部の「ハラスメントの防止および問題解決に関する要綱」を参考

に、要綱や相談体制を整備・確立し、防止策と啓発活動に取り組みます。 

６．ＬＧＢＴＱ＋に関する理解を深め、ハラスメントやアウティングのない、誰もが安心して

働ける人権が尊重された職場づくりを進めます。 

 

【地域・社会における男女平等参画の推進】 

７．男女平等社会実現にむけ、性別役割分担や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

を払拭し、中立的な制度・慣行の構築にむけた取り組みを進めます。 

８．選択的夫婦別姓制度の導入や事実婚の権利の尊重、女性の再婚禁止期間の廃止など、民法

改正を求める取り組みを進めます。 

９．非正規労働者の多くが女性であり、賃金・労働条件が低位におかれていることは大きな問

題です。同一労働同一賃金を進める観点からも、非正規労働者の処遇改善・雇用安定に取り

組みます。 

10．地域・社会のあらゆる分野における男女平等参画をめざし、意思決定の場への女性の参画

拡大を求めます。 

 ① 連合奈良やＮＰＯと連携し、地域の男女平等実現にむけた政策提言、政策評価などに取

り組み、審議会などへの女性の30％以上の登用に取り組みます。 

 ② 意思決定や政策立案過程における多様な民意の反映にむけて、協力政党における女性候

補の拡大を支持し、中央・地方における女性議員の拡大をめざします。また、自治体に対

して、女性議員が活動しやすい環境の整備を求めます。 



 

 

【男女平等推進闘争の通年化と集中月間の取り組み】 

11．男女平等参画社会の実現にむけ、あらゆる機会に要求・交渉を行う通年闘争に「男女平等

推進闘争」を改めて位置づけます。 

 ① 職場の声に基づいた春闘期の要求行動をスタートに、あらゆる機会を通じて男女平等に

関する課題解決に取り組みます。 

 ② 連合奈良の取り組みと時期をあわせて、とくに６月を「男女平等推進集中月間」に設定

し、各種要請行動、春闘期の取り組みの点検、組合学習会の開催など男女平等の課題に

フォーカスした取り組みを行います。 

 



 

12. 産別組織の強化と情報・教育活動の拡充 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 日常活動の「見える化」を意識し、組合員の声を集め発信する活動に集中し、単組の

日常活動を活性化する中で、自治労組織の運動強化をはかります。 

② 若年層、女性の組合参加を促進し、ともに課題解決に取り組みながら組織全体で次代

の担い手育成を進めます。 

 

【事業促進の推進（中央本部交付事業）計画の実施】 

１．県本部事業促進の推進（中央本部交付事業）として「組織拡大組合加入獲得大作戦」を実

施します。具体的には新規採用職員及び会計年度任用職員組合の加入を促進することを目的

とします。スケジュールとして、2022年４月、５月に新規採用職員、会計年度任用職員の

組合への加入推進、６月に青年・女性によるイベント、ワーカースクールを実施します。ま

た、クミ得カードの利用による福利厚生制度の充実を図ります。 

事業内容は以下のとおりです。 

① 組織の維持・拡大 クミ得カードの作成 

   県本部は加入メリットを提供し、組織の維持・拡大そして、加入説明の際、メリットを

求められたときの具体として、福利厚生を充実させるため、県内の飲食店舗に協力要請を

します。そして、組合員証を作成し、割引サービスが受けられるお得な「クミ得カード」

を発行します。他提携サービスとして、住宅メーカー・自動車メーカー・宿泊サービス・

テーマパークの組合員特典拡充を図ります。 

② 新規採用職員対策 

   県本部は各単組の新規採用職員組合加入を支援します。新採加入説明のオルグ同行、新

規採用職員向けビラの作成、説明会の開催、歓迎会に係る費用を支援します。具体は、新

規採用職員組合加入対策会議で検討します。 

新採グッズ             

単組が説明会・歓迎会を設定する際の補助 

加入用紙の統一化 

県本部役員新採加入オルグ同行 

③ 会計年度任用職員の組織化  

会計年度任用職員の組織拡大として、加入オルグ・未加入者向けビラ配布・各単組によ

る臨時非常勤協議会の立ち上げを支援します。具体は、組織拡大行動委員会で検討しま

す。 



 

 

ビラ配布         

説明会・歓迎会の設定 

加入用紙の統一化 

加入拡大に向けて検討 

県本部内に協議会設置を検討 

④ 将来の担い手、青年・女性部が企画するイベント 

青年・女性部が新採及び新会計年度組合員スポーツ交流イベントとして、フットサル大

会を企画開催します。具体は、青年・女性部合同会議で検討します。 

2022年６月予定 

場所：橿原 

対象：組合員・・・できるだけ新採組合員と一緒に 

活動助成など検討 

⑤ 将来の組織を担う養成事業  

組合組織の維持には、若年層の育成が必要なことから、次世代担い手ワーカースクール

を開催します。 

講義：労働組合とは。福利厚生を学ぼう→自治労共済のしくみ 交流会では、連合平和

行動への参加スケジュールを組みたてます。具体は、ワーカースクール実行委員会で検討

します。 

５月 講義：ようこそ自治労奈良県本部へ労働組合とは 

      自治労共済のしくみ 

   研修：平和行動への参加 

対象：組合員 

 

【組織体制の強化】 

２．組合活動の基本は、組合員や職場が直面する身近な課題の解決に取り組むことにあります。

県本部は連携して単組活動を支援し、組織の運動強化を進めます。 

３．単組は、組合員に実感ある組合活動を進めるため、以下に取り組みます。 

 ① 組合員に「見える」単組活動を進め、組合員の参加の裾野を広げます。機関紙、ビラ、

動画やＳＮＳなどの媒体を活用し、活動をわかりやすく、定期的に「伝える」ことを意識

して取り組みます。 

 ② 職場委員会や職場懇談会、アンケートなどを実施し、多様な組合員の声を集める場・機

会を積極的に創出します。 

 ③ 組合員・職場が直面する日常的な課題にむき合い、一人ひとりが組合への参画を実感で

きる活動とするため、組合員の意見・要望を、要求書づくりや交渉、単組の日常活動に反

映し、その解決に取り組みます。 



 

 ④ 職場課題や仕事に関連するテーマなど、組合員の興味・関心に即した集会・学習会・研

修会の開催に取り組みます。 

⑤ 日常生活における問題について気軽に相談できる世話役活動を進めます。 

 ⑥ 在職中のみならず、退職後も共済活動を通じた組織強化・拡大に取り組みます。 

⑦ 組合役員がモチベーションをもって活動に取り組めるよう、組合活動に対する職場の理

解と協力を醸成する取り組みを進めます。 

４．県本部は、単組活動を支援しともに活動する立場から、以下に取り組みます。 

 ① 単組の組織状況を把握し、日常的なサポートを行いながら、信頼関係の構築・強化をは

かります。また単組の声を集め、組織状況にあわせた助言や協力を行いながら、ともに取

り組み、単組の日常活動を丁寧に支援します。 

② ブロック活動を通じて単組が相互に課題解決に取り組めるよう、その機能を高めます。

また、単組間での情報共有や意見交換が進む場を定期的に設定します。 

 ③ 県本部の各種会議等について点検・見直しを行います。単組の取り組み事例やノウハウ

の共有、単組ニーズに即したテーマ設定、開催方法、開催日程など、多様な組合員の参加

をめざすとともに、単組が日常活動のヒントや課題解決の方策を得られるよう意識します。 

 ④ コロナ禍という状況下での集会・会議開催方法を検討し、ＺＯＯＭを活用します。また、

各単組へモバイル端末の配布を行い、情報ネットの整備に努めます。 

 

【統一闘争を通じた組織強化】  

５．職場の課題解決には、具体的な職場の声がかかせません。より多くの組合員の声を集め、

組合が求心力を持ち団結を高め統一闘争に結集することは、組織の強化につながります。改

めて、統一闘争の意義を組織全体で共通し、闘争への結集力を高めます。 

① 単組は、｢要求－交渉－妥結（書面化・協約化）」という労働組合としての基本的役割

を再認識し、交渉サイクル確立にむけた取り組みと単組間の情報連携を強化します。あわ

せて、組織強化にむけます。 

② 県本部は、県内単組の意見を踏まえ、協議の上で交渉目標を設定し、単組の交渉状況を

把握しながら、必要に応じて交渉支援を行います。また、県内単組の全国統一闘争基準日

への結集を追求します。 

   その上で、県内単組の交渉状況を共有し、取り組みの全体化をはかりながら、組織強化

につなげます。 

 

【共済推進運動を通じた産別強化】 

６．共済推進運動は、すべての組合が取り組む基本的な運動・活動に改めて位置づけます。共

済推進運動を通じて、労働組合に対する信頼感・満足感・仲間意識を高め、組合加入や脱退

防止につなげます。 

７．団体生命共済は、2022年の制度改正により、在職中のみならず生涯を通じて、組合員と家



 

 

族を支える制度となることから、これまで以上に組合員との関わりが長くなります。組合員

に寄り添い、組合員との接点を増やして、関係を強固にし、組合員・家族の安心・安全の生

活の共済運動から組織全体の強化につなげます。 

８．県本部は、各単組への共済推進の働きかけや支援を積極的に行います。 

 ① 「県本部共済推進委員会」の機能を強化し、各単組の進捗状況の把握のために、機会を

捉えてオルグ等を行いながら共済推進に取り組みます。 

 ② 共済推進運動の第一線である単組に対して、取り組みの意義やメリットについての理解

を深めるための学習会を開催します。 

９．共済推進運動の主体は単組です。組合員と日常的に接する単組・職場が共済推進の基盤と

なることを踏まえ、共済制度の意義やメリットを知るための学習会を開催します。 

 

【次代の担い手育成と教育機能の充実】 

10．次代を担う人材は日常の活動からしか生まれません。人（組合員）が集うことで活動が活

性化し、それが次代を担う人材育成へとつながります。次代の担い手育成を自治労組織全体

の課題と位置づけ、組織の意識改革と運動の見直しを進めます。また、人材育成に不可欠な

教育研修について、より実効性のあるものとなるよう機能強化をはかります。 

11．単組は組合活動の魅力を高めると同時に、若年層・女性が自ら運動することによっての達

成感を得られるような組合活動にむけ環境整備を進めます。また若手組合員、青年部、女性

部の活動活性化は、単組活動の活性化と並行した、組織全体の活性化、次代の担い手の人材

育成につながることを意識し、以下に取り組みます。 

 ① 「次代の担い手づくり」を単組課題として協議し、具体的な取り組みを進めます。 

 ② 職場での悩みや仕事に関する情報交換など、気軽に意見交換できる場づくりを進めます。 

 ③ 若年層や女性が興味・関心を持ち、職場の身近な課題にそった学習会やレク活動を自ら

が企画・開催できるようサポートします。労働組合は多様な活動が可能な場であることを

認識してもらい、多様な組合員の実感や達成感を高める取り組みを積み重ねる中で、組合

への参加を促します。 

④ 若年層、女性の意見を受け止め、主体的に活動できる場を提供しながら、必要に応じて

支援を行います。  

⑤ 若手組合員、女性が仕事や家庭と組合活動との両立に大きな負担を抱えている現状を踏

まえ、時代や体制に即した運動の見直しなど、単組活動全体のあり方を工夫します。 

⑥ 県本部促進事業のワーカースクールへの積極的な参加を促します。 

12．県本部の将来的な人材育成は、単組の人材育成と一対のものであることを意識し、単組の

人材育成を支援します。 

 ① 県本部は定期的な単組オルグなどを通じて、個々の単組に向き合いながら実態を把握し、

その課題・悩みに寄り添い解決にむけた支援を行います。 

 ② 単組執行部の選出方法、新旧役員の引き継ぎ、役割分担などの現状把握と次代の担い手



 

づくりの育成を目的に、単組オルグを強化します。 

 ③ 新入組合員研修や加入後の継続的なフォローアップについては、非専従役員の活動を意

識し、内容・会議の開催方法などを工夫します。 

 ④ 自治労共済の優位性をテーマに学習会を開催し、共済推進に取組みます。 

13．県本部は単組と連携し、必要な支援を行います。 

 ① 単組同士の情報交換ができる場を設定し、取り組みの共有、脱退者対策の経験交流をは

かります。  

② 病院再編や水道事業の広域化など、形態変更により組織競合となった場合、情報収集や

対応方針の共有を通じ、連携強化をはかります。 

 

【横断的組織の活動強化】 

14．組織の拡大にむけて、それぞれ特有の課題について共有し、解決にむけて取り組むことが

重要です。連携・情報共有を進め、自治労運動の豊富化にむけ活動を行います。 

15．町村職・町村評議会の強化をはかります。 

 ① 賃金闘争や各種情報の共有に努め、相互交流を進めます。 

 ② 未組織・未加盟町村の自治労加盟にむけた取り組みを進め、町村評議会の強化、拡大を

はかります。 

 

【産別の財政確立と運営】 

16．自治労の組織強化と産別財政の確立にむけた取り組みを進めます。 

 ① 県本部は、登録納入制度の基準を組合員登録100％とすることを徹底します。 

 ② 県本部は、基礎的な収入と経常的な支出が単年度で均衡する財政運営をめざします。 

 

【情報宣伝および情報ネットワークの充実・強化】 

17．県本部は、公式LINE、ホームページを開設しました。今後は単組と一緒に、機関紙をはじ

めＳＮＳなどを活用し、あらゆる媒体において、組合活動を組合員にわかりやすく、また、

運動への共感をもてるような情報発信を行います。 

                                                 

     県本部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 



 

 

 県本部LINE 

       県本部FB 

18．県本部は、組合員のニーズに即し、組合員の利益に資する情報発信を基本に、機関紙「自

治労なら」の紙面の充実をはかります。春闘、新規採用者の組織化、人勧期、確闘など、課

題に応じた資料の提供を行います。 

19．県本部は単組の情報宣伝活動を後押しするため、学習会を開催します。意見交換や交流を

深め、学び合いの場となることをめざします。好事例があれば、全体に広げ、日常的な情報

交換に努めます。 

20．自治労情報ネットワークの基盤である産別ネット（本部－県本部）、じちろうネット（本

部－単組）の情報共有に向け、モバイル端末からのアクセスを想定した単組執行部むけの情

報サービス「じちろうモバイル」を運用開始し、単組活動の活性化にむけた情報支援を行い

ます。 

21．県本部は、情報システムのセキュリティを高め、適切な運用をはかるとともに、引き続き

組合員の個人情報保護対策をしていきます。 

 

【社会にむけた広報活動の推進】 

22．労働組合への理解と共感を広げるため、社会にむけた広報・宣伝活動を積極的に行います。

ホームページ・ＳＮＳなどのインターネットを通じた発信の強化など、世論形成に影響力を

持つメディアを活用した広報戦略を進めます。 

23．県本部は、連合奈良が行う、奈良県立大学における寄付講座の開講に向け連携します。ま

た、県内の高校や専門学校などで、ワークルールや労働組合の意義などを教える「出前講座」

の開催を追求し、若年層からの労働教育の普及と労働組合への理解の促進をめざします。 

 

【文化・スポーツ活動の推進】 

24．組合員の活動参加の裾野を広げるため、労働組合としてのスポーツ活動について検討を進

めます。 



 

 ① 組合員間の交流を図るため、青年部・女性部が中心となってフットサル大会の開催を準

備します。（2022年６月予定） 

② 組合員相互の連帯を深め、組織の拡大・強化・運動の発展をめざす自治労全国スポーツ

大会について、県本部は、2022年の全国優勝大会をめざして、県本部予選大会の準備を進

めます。（2022年５月予定） 



 

 

13. 地域公共サービス労働者の総結集と組織拡大 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 長期に渡る自治労組織の縮小傾向に終止符を打ち、80万人自治労の回復をめざしま

す。 

② 職場の声を集めることから始まる単組活動を活性化させ、正規、非正規を問わず、同

じ職場で働くすべての仲間の組織化に取り組みます。 

③ 共済推進運動を取り組むべき基本的な運動・活動であることと認識し、仲間づくりを

展開します。 
 

【組織拡大にむけた体制強化と行動の推進】 

１．80万人自治労の回復にむけ、本部、県本部は従来の組織拡大推進体制をさらに強化します。

また、自治労がめざすべき加入率100％は非正規労働者、再任用・再雇用職員を含めた全職

員を対象とする目標と捉え直し、すべての単組が組織拡大の取り組みを運動の重要課題とし

て明確に位置づけ、具体的な行動に取り組みます。 

２．県本部は、県本部独自の組織強化・拡大行動計画を策定します。 

  また、組織拡大行動委員会を設置するとともに、より実動的な組織強化・拡大チームをそ

の内部に設置するなどしながら、組織拡大体制を強化します。 

３．県本部に配置されている組織拡大専門員が組織強化・拡大チームの活動の中軸を担う担当

者として活躍できるよう、その育成やフォローアップに努めます。 

４．単組は正規職員、非正規職員、再任用・再雇用職員など、職場に働くすべての労働者の結

集をめざしながら、具体的な拡大目標や年間スケジュールを策定して取り組みを進めます。

また、市職評、町村評、公共民間評など、各横断組織・評議会と連携し、近隣の未組織・未

加盟の自治体や公共民間分野における組織化を積極的に進めます。 

  なお、明確な数値目標を掲げることが困難な場合においても、組織拡大にむけた新たな行

動や企画を少なくとも一つ設定するなど、１単組１行動を基本に取り組みます。 

５．各横断組織、評議会は、そのネットワークを活かし、組織拡大を主体的に取り組みます。 

６．県本部・単組は、じちろう共済の優位性等の周知をはかり、組織拡大につなげます。 

 

【新規採用職員の組織化】 

７．新規採用職員の組織化は、組織強化と組織拡大、両面における最大の課題であることを踏

まえ、新規採用職員100％加入を基本とし、正規職員・非正規職員全体での加入促進をめざ

して取り組みます。また、100％加入に到達しない単組においては、当面70％組織化の達成

をめざします。なお、これにも寄り難い場合は、正規職員・非正規職員とも現状より５％の 



 

組織率アップに取り組みます。 

 ① 入職時の早期加入が重要なことから、新採説明会を開催し４月上旬までを重点的に取り

組みます。４～６月に加入拡大を進めるとともに、未加入者がいる場合は、７月以降も通

年的に取り組みます。 

 ② 新規採用職員の不安や悩みを和らげるため、組合役員を中心に、職場の先輩も含めた声

掛けを実施し、組合加入につなげます。 

 ③ 新規採用職員の組織化とあわせ、若年層未加入者対策に取り組みます。青年部・女性部

と連携し、若年層の興味・関心に即したイベントやレク活動などを通じて、組合への参加

を促します。  

 ④ 団体生命共済やマイカー共済など自治労共済の優位性をしっかりと伝え、４月からの共

済活動を通じた新規採用職員の組織化を進めます。 

８．県本部は、各単組の取り組み状況を把握し、単組の実情にあわせた支援を行います。 

 ① 新規採用職員の組織化を県本部全体の課題と位置づけ単組とともに取り組みます。県本

部全体としての方針を提起し、単組の取り組み状況や、新規採用職員加入率を経年的かつ

定期的に点検しながら、その課題を把握します。 

 ② 新規採用職員組合加入対策会議を開催し、単組の取り組み事例などを共有します。さら

に、加入率が低下傾向にある単組の要因把握と具体的な対策を強化します。 

 ③ 新規採用職員の組織化を進めるため、自治労共済県支部との連携を一層強化します。 

９．県本部は、単組の取り組み状況を踏まえ、必要な支援を行うとともに、新規採用職員の加

入状況について、定期的に調査を実施します。 

 ① 「新規採用者組織化状況調査」（６月１日基準日）を実施し、加入目標の達成状況を集

約するとともに、その後も定期的に点検します。 

  

【脱退者・未加入者対策の強化】 

10．脱退者、未加入者を放置することは、加入拡大の士気に係るとともに、職場における呼び

掛けにも説得力を欠くことにつながります。それぞれの対策の重要性を認識し、単組は以下

に取り組みます。 

 ① 単組の日常活動の中で、情報提供や意見交換などを通じて組合員とのコミュニケーショ

ンを強化しながら、既存組合員の脱退を未然に防止し、組織率を落とさない取り組みを進

めます。 

 ② 団体生命共済をはじめ、マイカー共済・長期共済の加入継続を通じて、脱退防止に努め

ます。 

 ③ 未加入者に対しては、執行部および職場の組合員が連携し、粘り強く組合への参加を促

します。 

11．県本部は、未加入者が増大している単組と連携し、単組の状況を定期的に点検します。ま

た単組の脱退・解散などを未然に防ぐためにも組合員を惹きつけ続ける取り組みを強化しま



 

 

す。 

12．県本部は、単組との連携を強化し、未加入者対策の事例の収集、情報提供を行います。 

 

【再任用・再雇用者の組織化】 

13．増加する再任用・再雇用職員については、労働者として働く限り、職場における団結を重

視し組織化に取り組みます。また、定年引き上げによる各再任用制度や役職定年制を見据え、

退職時の脱退につなげない取り組みや、管理職を退いた後に改めて組合加入を促す方針を確

立し、取り組みを強化します。 

 

【会計年度任用職員の組織化】 

14．会計年度任用職員制度の導入という好機を経ても、組織化については大きな進展をはかる

ことはできていません。組織化と並行して取り組むべき、「当事者の声を集め、運動を進め

る」処遇改善の取り組みについても、交渉体制の確立をはじめさまざまな課題が浮き彫りに

なっています。各評議会や横断組織との連携も含めて職場の仲間の課題を全体化し、課題解

決につなげ組織化を進めます。 

15．県本部は、次の通り取り組みます。 

  会計年度任用職員の処遇改善や主体的な組織化の取り組みをはかるため、「会計年度任用

職員・臨時・非常勤等職員協議会（仮称）」の設置をめざします。 

16．単組は、次の通り取り組みます。 

 ① 同一労働同一賃金の趣旨に沿った、不合理な待遇差の解消にむけ、常勤職員、会計年度

任用職員に関わらず、単組が一丸となって賃金・労働条件の改善に取り組みます。また、

組織化をはかることで、常勤職員と会計年度任用職員が連携して、職場や雇用を守る取り

組みを強化します。 

 ② 職場における会計年度任用職員の配置予定を把握し、とくに４月に新規採用となる会計

年度任用職員の組合加入に取り組みます。 

 ③ 組合員全員参加による「一人一声運動」を積極的に展開します。 

 ④ 会計年度任用職員むけの共済制度であるじちろう団体生命小口型やマイカー共済の優位

性を訴えながら、共済運動を組織化の推進に結びつけます。 

 

【非正規労働者の組織化】 

17．県本部は組織拡大行動計画を策定する際に、非正規労働者の組織化についても必ず取り組

みを位置づけ、単組代表者会議等で単組との意思統一をはかります。また、単組オルグを行

うなど組織化の支援をします。 

18．民間労働法制が適用されている単組は労働契約法、またパートタイム・有期雇用労働法の

施行を受け、無期転換ルールの活用と不合理な労働条件の格差是正を進めながら、非正規労

働者の組織化を進めます。また、労働契約法を悪用した雇い止めの阻止に取り組みます。 



 

【未組織・未加盟自治体の自治労結集】 

19．自治体で働く仲間の課題の解決策は、自治体単組に蓄積されています。そのノウハウを活

用し、未組織・未加盟自治体に対して、自治労加盟を働きかけます。 

 

【退職者会との連携】 

20．単組と県本部は、単組に退職者会を設立し、新規退職者の退職者会加入を進めるとともに、

再任用職員については、単組の組織方針を基礎に、退職者会と協議しつつ、取り組みを進め

ます。 

21．自治労共済推進本部・退職者会が推進する共済事業の利用を拡大します。  

 

【消防職員の組織化等の取組み】 

22．県本部・単組は全消協と連携し単協の組織強化や未加入者の組織化などの推進を図ります。 



 

 

14. 労働者自主福祉運動の推進 

 
 

【自治労中央本部重点課題】 

① 労働者自主福祉運動を、組合員・家族の安心と安定のくらしと自治労組織全体の強

化・拡大を実現するための労働運動として改めて位置づけ、取り組みを強化します。 

② 単組・県本部・本部の各共済推進委員会を基軸とし、「新たな共済推進方針」にそっ

て相互の連携を強化しながら、共済推進運動に取り組みます。 

【共済推進運動の基本的な取り組み】 

１．共済推進運動を、組合員・家族の安心と安定のくらしの実現ならびに自治労組織の強化・

拡大のための基本的な運動として、改めて労働組合運動との「運動の両輪」と位置づけ、取

り組みを強化します。 

２．共済推進運動の取り組みにより組合員と単組との間に強い信頼関係を築き、関係を強固に

することを通じて、自治労組織の強化・拡大につなげます。 

 

【共済推進委員会を基軸とした取り組み】 

３．県本部・単組は共済推進委員会を基軸として共済推進運動に取り組みます。 

 ① 県本部は、「県本部共済推進委員会」において、共済県支部とともに推進計画を立案、

実行計画を策定し、共有化を行い、あわせて単組オルグ等を通じて各単組の目標および計

画に関する進捗状況を把握しながら、適宜支援を行います。 

 ② 県本部は、組合員と組織のニーズを常に把握しながら、こくみん共済coop＜全労済＞に

おける制度改正の動向をいち早くつかみ、共済推進県本部・県支部合同会議などの場を通

じてお互い情報共有をはかりつつ、よりよい制度の実現をめざします。 

 ③ 単組は、執行部全体で主体的に、共済推進運動に取り組みます。 

 

【｢新たな共済推進方針」や「新たな共済推進マニュアル」に沿った具体的な取り組み】 

４．県本部・単組は、「新たな共済推進方針」により、現状と課題、めざすべき未来（目的）

と目標、目標に至るまでの制度別・段階別の取り組みと役割を確認します。 

  その上で共済県支部・こくみん共済coop奈良推進本部と連携し「新たな共済推進マニュア

ル」に沿った具体的な推進活動を実践します。 

 ① 単組は執行部学習会や執行部全員の共済加入に取り組み、じちろう共済制度について自

律的な組合員オルグができるようにします。 

 ② 単組における職場オルグや組合員むけ説明会、個別保障相談会等の実施により、じちろ

う共済制度の周知を行い、組合員の保障ニーズにあった保障を提供します。 



 

 

 ③ 新規採用職員については、若手組合員や共済県支部等と連携して、組合と基本型・団体

生命共済の100％同時加入をめざして取り組みます。あわせて長期共済やじちろうマイ

カー共済の推進に取り組みます。 

５．県本部は、「2021年度加入拡大モデル単組として五條市職・生駒市職労」を設定し、主軸

制度である団体生命共済を中心に加入拡大をはかります。取り組みにあたっては県本部共済

推進委員会を基軸に、当該単組とともに計画を立案し、共済推進運動の確実な実行をめざし

ます。 

６．県本部は、各評議会など横断組織においても、各種会議・集会などと連携した共済周知な

どの共済推進運動を展開します。 

７．県本部・単組は、組合員が公務に起因する訴訟リスクに備えて安心して働けるようにする

ための公務員賠償責任保険制度など、自治労サービス取り扱い制度の周知と活用を推進しま

す。 

８．共済の加入継続は、組合脱退等の抑止力となることが見込まれるため、単組は組合員に積

極的な声掛けを行うなど、解約防止に取り組みます。 

 

【共済推進運動の教育活動】 

９．組合員への共済推進にあたっては、県本部・単組の執行部をはじめとして、共済推進を担

う役員や担当者、書記などの労働者自主福祉運動やじちろう共済制度への十分な理解が重要

となることから、新たに拡充した「共済推進県本部交付金」を活用し、次の取り組みを行い

ます。 

 ① 県本部は、共済に対する意識や知識の向上をめざした共済集会など、各種学習会・セミ

ナーを開催します。 

 ② 県本部は、共済県支部・こくみん共済coop 奈良推進本部と連携し、単組執行部および

共済推進を担う役員や担当者、書記などを対象として体系的に各種学習会を実施します。 

10．県本部は、じちろう共済集会を開催し、取り組み方針などの提起や、各県本部・単組の先

進的な取り組み事例の共有化、外部専門家（ＣＦＰなど）による推進手法の研修などを行い

ます。 

 

【退職後に備えた取り組み】 

11．組合員の生活を生涯にわたってサポートするため、退職後も最長85歳まで生命保障・医療

保障に加入できる「じちろう退職者団体生命共済」（2022年６月新設）の制度周知および加

入推進を行います。 

12．県本部・単組は、共済県支部・労金と連携し、生涯を通じた制度の活用等を含め、組合員

の退職後のくらしの安心にむけた情報提供を行います。 

13．長期共済・税制適格年金と個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）との関係については、長期

共済・税制適格年金を推進の基軸とします。 



 

 

【安定した共済事業の体制構築】 

14．組合員へ良質な制度を提供するため、また組合員利益の確保のため、こくみん共済coop

＜全労済＞に対し安定的な事業運営体制の確立を求めます。 

 ① 2022年５月までの中期経営政策（New-Zetwork）の実行にあたり、安定的な制度提供お

よび労働組合の共済推進運動を考慮した事業運営を求めます。 

 ② 共済推進委員会を基軸とした推進体制の維持、ならびに自治労職域の特性を踏まえた事

業運営がなされるよう求めます。 

15．こくみん共済coop＜全労済＞に対して、ＥＳＧに配慮した取り組みや、ＳＤＧｓなどの社

会貢献への積極的な関与を求めます。 

 

【共済推進におけるコンプライアンスの強化・徹底】 

16．事件や事故の発生防止のため、県本部・単組の執行部および共済推進を担う役員や担当者、

書記などへの教育・研修等を通じて、コンプライアンスの強化・徹底をはかります。 

 

【情報公開、広報宣伝活動の推進】 

17．機関紙「自治労なら」や、県本部のＨＰなどを通じて、組合員へ十分な情報開示・説明責

任を果たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部門の運動目標 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１. 現業労働者の取り組み 

 

【現業評議会の組織強化】 

１．未結成単組において、労働協約締結権の活用が組織の根幹を担うことを再確認し、評議会

の結成に取り組みます。その上で、各単組の組織力の低下や役員の担い手不足により評議会

の解散、あるいは休止を決断する単組が見受けられることから、会計年度任用職員を含めた

現業評議会の結成・運営を模索するなど、すべての単組での現業評議会の結成に取り組みま

す。 

２．労働委員会に対し、救済申し立てなどを行う際、労働組合法に規定する労働組合規約の要

件に不備があることを理由に受理されないケースが散見されることを踏まえ、現業評議会規

約の点検・整備に取り組みます。 

３．組合員の賃金・労働条件の決定は、労使での交渉・合意を前提とするとともに、事前協議

制の確立と労働協約の締結に取り組みます。さらに、経営形態の変更等に関しても労使交

渉・協議の対象とするよう、労使関係の確立をめざします。 

４．本部が開催する現業セミナーへ積極的に参加していきます。 

５．本部が隔年で開催する現業組織集会へ定年引き上げの課題や組織強化課題、さらには、会

計年度任用職員の組織化や政治闘争の必要性など、現業評議会が抱える組織課題の解決にむ

け参加していきます。 

 

【現業職場の人員確保】 

６．現業職場の最重要課題は人員確保であるとの認識のもと、現業・公企統一闘争での人員確

保の取り組みを強化することはもとより、各種集会やセミナーなどを通じて新規採用を獲得

した単組からの事例・取り組み報告など情報共有に取り組みます。 

７．現業職場における障害者雇用の促進をはかるとともに、障害者が安心して働き続けられる

ことができる合理的配慮を行うなど、労働条件と労働環境の整備に取り組みます。 

 

【質の高い公共サービスの確立】 

８．「現業（職場）活性化」運動に継続して取り組みます。より質の高い公共サービスを住民

に提供するために、「職の確立」に取り組み、その事業に必要となる正規職員による人員と

予算の確保を求めます。 

９．「新たな技能職」の確立にむけ、現状や実態を踏まえた現業職員の職務・責任・権限の拡

大と、現場の知恵と工夫を起点とした企画・立案業務への参加をめざします。そのため、本

部が隔年で開催する現業政策集会に参加します。 

10．公共サービスを担う現業労働者の日々の取り組みや仕事の必要性を職場の内外に訴える機

会を設けることにより、欠かすことのできない職業・職員としての位置づけを明確にします。



 

 

そのため、地域の実情に応じた質の高い公共サービス事例の紹介をするなど積極的に住民ア

ピール行動に取り組みます。 

11．単純労務職員であることを理由に、政策提言や公権力の行使を行わせないとする自治体が

存在し、「職の確立」や「新たな技能職」の取り組みに支障が出ていることを踏まえ、地方

公務員法57条中の「単純な労務に雇用される者」という名称の変更と1952年９月30日に失効

した「單純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令」の見直しを

求めます。 

12．公共民間評議会をはじめとした各評議会と連携し職種別の課題や単組での取り組み成果を

共有するなど地域実情や社会需要の変化に対応した地域公共サービスの確立に取り組みます。 

 

【民間委託の阻止】 

13．自治体現場力を活用した質の高い公共サービスの確立に取り組むことにより、直営の必要

性に対する自治体当局および地域住民の理解を深めます。 

 

【現業賃金抑制圧力への対応】 

14．現業職員に対する賃金抑制を許さない取り組みを強化するため、現業賃金の現状や課題解

決にむけた取り組みなど賃金課題に対する学習会を開催します。 

15．定年引き上げに伴い、総務省が人事評価結果の活用について一層圧力を強めてくることが

想定されることから、評価結果の活用は、給与・処遇等に影響を及ぼす重大な労働条件の変

更であるため交渉事項であることを労使で確認します。 

16．現在の現業職場における再任用制度では、定年退職を迎える前と同様の仕事をしているに

もかかわらず、不利な賃金・労働条件で業務にあたっている実態を踏まえ、単組は、退職時

の級での再任用を基本として、業務量・責任に応じた賃金改善を求めます。 

 

【現業・公企統一闘争の推進】 

17．質の高い公共サービスを実現するため、必要な人員と予算の確保や公共サービスに携わる

すべての労働者の処遇改善を求め、現業・公企統一闘争を産別統一闘争として取り組みます。

その上で、2018現業・公企統一闘争より通年闘争として取り組んできた人員確保の取り組み

をさらに強化するとともに、これまでの総括を踏まえ、取り組みが行えていない単組への指

導体制の強化をはかるなど、全単組で取り組む統一闘争をめざします。 

18．これまでの闘争において、要求書を提出した多くの単組において、職場点検・職場オルグ

に基づく要求書作成が行われている一方、いまだ、取り組めていない単組も存在します。改

めて単組において組合員一人ひとりの思いを要求書に反映させる取り組みを引き続き強化し

ます。単組が要求書の作成や交渉の実施を行う際は、県本部からの支援を追求します。 

19．全国統一基準日を基本に県本部が設定した基準日への結集、闘争方針や妥結基準の確認、

県内各単組の取り組み状況の把握や取り組み支援、さらには闘争の推進にむけたオルグを実



 

 

施するなど、全単組・全組合員が結集する統一闘争を構築します。 

20．単組は、労働協約締結権等の権利を最大限活用した統一闘争をめざし、労働協約や事前協

議の協約など基本協約の締結状況を点検することはもちろんのこと、労使合意に至った事項

をすべて協約化（書面化）することにより、労使合意事項を確実に履行させる取り組みを強

化します。 

 

【会計年度任用職員等および民間委託労働者の組織化】 

21．多くの自治体現業職場で会計年度任用職員等の仲間が正規職員とともに地域公共サービス

を守り続けている実態を踏まえ、組織化に取り組みます。 

22．質の高い公共サービスを確立する観点から、会計年度任用職員の賃金・労働条件をはじめ

とした公共サービスに携わるすべての労働者の処遇改善に取り組み、正規職員との均衡・権

衡をめざします。 

23．賃金センサスにおいて同一または類似職種の委託労働者との賃金比較がされ現業職員の賃

金抑制が強硬に推し進められていることや、官民が一体となって質の高い公共サービスを確

立しなければならないことなどを踏まえ、民間委託労働者の組織化に取り組みます。 

 

【労働災害の撲滅】 

24．県本部は、現業職場では多くの重大災害が発生している現状を踏まえ、各単組で重大災害

が発生した際に報告を求め、同一・類似災害の撲滅をめざします。 

25．単組は、労働災害の再発防止と労働安全衛生活動の強化をはかることを目的に、すべての

職場において安全衛生委員会を設置します。その上で、法律で定められている月１回の定例

開催を基本に、安全衛生委員会の開催状況や内容、職場点検の実施状況などを把握すること

で労働災害の撲滅にむけた取り組みを強化します。 

 

【迅速な災害・感染症対応】 

26．県本部は、近年発生した災害や新型コロナウイルス感染症の対応での経験をもとに、さま

ざまな対応における課題を洗い出し、災害・感染症発生時に参考となるマニュアルを作成す

るなどあらゆる事態に対する初動体制の確立をめざします。 

 

【60歳以降の働き方】 

27．現業職員の再任用を認めない自治体や希望すらとらない自治体が存在することから、県本

部・単組は、これまでの制度運用に対する検証を行うとともに、希望者すべてが制度を活用

できるよう、当局交渉を強化します。 

28．定年引き上げに伴い、現業職場では加齢に伴い職務遂行が困難な職場が多く存在すること

から、単組は、各職場における60歳以降の働き方について労使で協議するなど誰もが安心し

て働き続けられる職場を確立します。 



 

 

２. 公企労働者の取り組み 

 

【地方公営企業の責任と役割の発揮】 

１．ライフライン事業がめざす「安心・安全・安定」の良質なサービスを実践するため、中長

期の経営計画について労働組合との事前協議を事業管理者に求めます。 

２．地方公営企業が担うライフライン事業の社会的責任を踏まえて、業務量に応じた適正な定

数配置と、災害時や緊急時対応なども考慮した人員配置を求める取り組みを強化します。 

３．施設の老朽化による改築・更新対策、耐震化対策等を推進するため、国庫補助および交付

金制度の拡充を行うとともに、より多くの事業体が利用できる制度を検討するよう、各省庁

に求めます。また、総務省に対して、事業の規模等により高料金とならざるを得ない事業体

への対策として、地方財政措置の拡大を求めます。 

４．政府による「公的サービスの産業化・外部化」の強引な推進に対して、持続的で質の高い

公共サービスを提供するため、本来地方自治体が担うべき公的責任の放棄につながらないよ

う、以下のことに取り組みます。 

 ① ＰＦＩやコンセッション方式の導入は、長期間におよび利潤追求の民間企業に運営を委

ねることにより、自治体の関与が希薄となり人材や技術力も失われていくことや、倒産や

危機管理対応などのリスクが増えること、料金高騰やサービスの悪化を招く恐れがあるこ

とから、「安心・安全・安定」の良質なサービスを守るため導入に反対する取り組みを強

化します。 

 ② 県域水道一体化に対して、検討段階から必要性を明らかにさせ、地域性を踏まえた事業

運営となるよう取り組みます。 

 ③ 事業を取り巻く環境やそれぞれの公共サービスの目的を鑑みずに事業譲渡や廃止、統合

が行われないよう必要な対策に取り組みます。 

 ④ 料金の適正化を求めるとともに人員確保、技術継承や人材育成手法の確立を求めます。 

 ⑤ 広域連携や官民連携に関しては、検討段階から十分な労使協議と、住民との議論を事業

管理者へ求めます。 

 ⑥ 各級議員に対して、ライフライン事業の政策と課題の理解が進むよう取り組みます。 

 

【組織の強化と拡大】 

５．組織強化のため、公企評組織が未結成の単組については、基本単組・県本部と連携して単

組や評議会の結成をめざします。また、公企評がないまたは活動が低下している単組につい

ては、県本部と連携した取り組みを行い、設立や活性化をめざします。 

６．公営企業職場で働く会計年度任用職員の組合加入やライフラインに関わる民間労働者の組

織化にむけた取り組みを進めます。 

 



 

 

【公企労働者の権利の確立】 

７．労働条件の変更に対しては、事前協議や労使交渉による協約締結など、公企労働者の権利

を行使した取り組みを強めます。 

８．公企労働者としての法適用や権利の理解、労働条件の改善や権利の拡大にむけて、「公営

企業労働者の権利Ｑ＆Ａ（全面改訂版）」を活用した学習会を、県本部で開催します。さら

に、公営企業に精通した活動家育成を重要課題と位置づけ、「公営企業塾」が引き続き開催

されることから、積極的に参加をめざします。 

 

【安全で快適な職場環境の確立】 

９．公企職場において、労働環境を守り、事故を防ぐため、労働安全衛生活動の活性化を進め

ます。また、非正規労働者や民間労働者を含むすべての労働者の参画による労働安全衛生活

動をめざして取り組みます。 

 

【現業・公企統一闘争の推進】 

10．現業・公企統一闘争を制度・政策要求・人員確保や予算要求のたたかいなどと結合させて

取り組みます。産別闘争として一層の前進をはかるため、協約締結権を最大限に発揮し、要

求－交渉－妥結サイクルの確立とすべての単組・組合員が結集する闘争として取り組みます。 

 

【循環型社会の推進】 

11．「水循環基本法」の理念を踏まえ、流域での水循環の取り組みについて情報交換に努めま

す。 

12．「自治労水週間」については、公営によるサービス提供の重要性を直接住民に訴えるとと

もに、積極的な取り組みを進めます。また、水週間の期間である８月１日「水の日」の周知

に努めます。 

 

【水道部門】 

13．水道事業の基盤強化については、まず個々の事業体での基盤強化を前提とし、水道事業で

働く労働者や住民の意見を反映する取り組みを進めます。また、事業実施に必要な人員の確

保に取り組みます。 

14．地域生活に欠かせないライフラインとして、料金水準を含む経営戦略の策定にあたり、住

民と議論する場を水道事業管理者に求めます。 

 

【下水道部門】 

15．持続的な水循環をめざして、地域に適合した汚水処理を進めることを求めます。また、下

水道事業の広域化にあたっては、環境保全の視点から、総合的汚水処理手法となるよう取り

組みを進めます。 



 

 

16．汚泥の有効活用等の視点から家庭利用の単体ディスポーザー導入の可否についての課題の

共有化に努めます。 

17．浸水災害について、流域治水の視点で設備や施設の管理手法とさまざまなステークホル

ダーとの協働などの課題の共有化に努めます。 

 

【県公企部門】 

18．工業用水道事業は、地域産業において安定的な操業環境を確保するための常時給水が必要

であることから、経営環境の改善や人員確保の必要性を関係省庁へ働きかけます。 

 

【県水道一体化への取り組み】 

19．奈良県では、「奈良モデル」事業として水道の広域化を進めています。 

県は、2026年を目途に水道事業の広域化を進め、県営水道と市町村水道を「県域水道」と

して一体とみなし、水道広域化や簡易水道への支援を実施しようとしています。  

水道広域化では、県がリーダーシップを発揮して施設共同化・業務共同化を推進し、運営

基盤が脆弱な簡易水道への支援では、奈良県水道局などの技術力を活かして、施設管理方法

のマニュアル化や改善提案などの技術支援を実施していこうというものです。 

広域化が進むにあたり懸念されるのは、水道事業に従事する職員が広域化 →合理化→人

員整理となっていかないかと言う点です。 既設水道の合併となる場合，広域化による人件

費の節約が一つの狙いであるため，人事管理，労務管理での問題点も多いと考えられます。 

  今後も県本部では、一体化に向けた県・市町村の合意形成の推移を注視しつつ、他府県の

事例を研究して、必要な要望、要求を行っていき、一体化の目的や目指す姿の把握に努め、

公営評議会で情報共有し、議論を活発化していきます。 

今後は、勤務する職員全員にかかる課題があり、要求し交渉していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３. 衛生医療労働者の取り組み 

 

【地域医療提供体制の確保】 

１．在宅を含めた良質な医療を提供するなど継続的な地域医療機能が果たせるよう、診療報酬

の引き上げ、病院事業にかかる地方交付税の確保を求めます。とりわけ、不採算地区医療な

ど政策的医療においては医療従事者の確保・処遇改善に取り組みます。 

２．「医療介護総合確保基金」の活用については、本部を通じて、公平公正な観点から公立・

公的病院、公立診療所への適切な配分を国に求めます。また、県本部・単組は、これまで施

行された医療介護総合確保基金の配分の点検を含め必要額の確保に取り組みます。 

３．新たに策定される地域医療構想においては、構想区域における機能別病床数の総枠規制が

行われ、公民問わない統合・再編ネットワーク化が予測されます。地域における必要病床数

の確保や公立・公的病院が地域包括ケアシステムを進める中で地域医療の中核としての役割

が十分に発揮できるよう、地域医療提供体制の構築をはかります。 

４．地域に信頼され、必要とされる公立・公的病院を目指し、出前講座の企画・実践、ボラン

ティアとの協働によるシンポジウムや各種キャンペーン行動へ積極的に企画・参加し、市民

運動に発展させるよう取り組みます。 

 

【就労看護職員200万人体制に向けた取り組み】 

５．看護職員の人員確保、離職防止対策に取り組み、就労看護職員200万人体制実現をめざし

ます。そのため、本部を通じて、国会・政党・省庁対策に取り組むとともに、集会、街頭行

動をはじめとするアピール活動を進めます。 

６．｢看護師の診療の補助における特定行為｣実施においては、関連職場に混乱が生じないよう

具体的な問題・課題を集約し、本部を通じて関係省庁への要請を行うとともに、県本部・病

院単組における対応指針、交渉モデルを作成・活用し改善に取り組みます。また、今後の

「看護労働のあり方」について評議会内での議論を深めます。 

７．単組は、賃金・労働条件の改善を当局に求めるとともに、看護職員確保と離職防止対策に

取り組みます。 

８．定年引き上げに関する公務員法改正法が成立したことを受け、看護職員の働き方が問われ

ています。単組は、病院当局に対し、職員の意向を踏まえて労働条件を決定するよう求めま

す。 

 

【チーム医療体制の推進】 

９．質の高い医療を効果的に提供するため、専門職種の能力発揮と多職種連携によるチーム医

療の推進をはかります。また、看護師の特定行為研修については、関連職場に混乱が生じな

いための体制確保を求めます。今後の看護労働のあり方については、看護問題対策委員会を



 

 

中心に地連・県本部単位で議論を進め、職場の人員配置の改善や、業務量増加に対する負担

軽減、賃金への反映を求めます。 

10．医療法の改正に伴う、医療関係職種へのタスクシフト/シェアについては、業務拡大によ

る当該職種の業務に過度な負担とならないよう、適正な人員配置について取り組みを進める

よう求めます。 

11．チーム医療の担い手である各コ・メディカル職は、それぞれ専門性と難易度の高い業務を

遂行しています。こうした評価に基づいた診療報酬加算や適正な施設基準・配置要件を求め

ます。 

12．「直営で必要とされる病院調理職場」の確立と、業務の外部委託や院外調理の導入阻止に

むけ、直営の必要性等の発信を積極的に行い、病院職場同士の情報発信・共有を進めます。

また、再直営化の動きに対する課題を整理します。 

13．在宅医療等の患者家族への治療食調理指導に関わる診療報酬について、点数の新設を求め

ます。 

 

【地域保健と健康危機管理体制の確立】 

14．県本部は自治体に対し、保健所、市町村保健センター、地域包括支援センターの充実のた

め、保健師等の地域保健・公衆衛生技術者の人員配置強化を求めます。 

15．県本部は、災害時の健康危機管理に対する実効性のあるマニュアル策定や、保健・医療関

連施設の施設整備、人員・財源の確保などを求めます。 

16．新型コロナウイルス感染症への対応にあたっては、情報の伝達・整理・共有化や、保健所

と市町村保健センターとの連携、他部署からの応援体制のあり方などが課題となりました。

本部・県本部は、コロナ禍によって現場が多大な負荷を強いられた要因を明らかにし、政策

要求につなげます。 

 

【精神保健医療現場の感染症対策】 

17．自治体に対し、精神疾患患者の感染症を含む身体合併症の治療体制や精神科救急体制の確

立、精神科医師の養成と精神保健指定医の育成・配置などを求めます。また、精神科救急に

伴う搬送体制の体制整備・強化や、入院における医療と保健の連携強化、医療観察法におけ

る体制の整備を求めます。 

18．本部は、精神障害者の感染症対策として、地域のサポート体制や専用の相談窓口の設置、

アウトリーチ型支援などの強化を求めます。 

 

【労働条件・環境改善に向けた取り組み】 

19．「自治労加盟病院・診療所職場賃金労働条件実態調査」で明らかとなった課題を精査し、

県本部・単組交渉に活用しながら医療職場における勤務環境、処遇改善に取り組みます。ま

た、保健所職員に対する防疫等作業手当やオンコール手当の整備など処遇改善を進めます。 



 

 

20．県に対し「医療勤務環境改善支援センター」における人材確保、離職防止、復職支援など

の機能強化を求めます。単組は、職場における「勤務環境改善マネジメントシステム」の設

置を求めるとともに、ハラスメント対策などの労働安全衛生活動に取り組みます。 

21．産業医制度やメンタルヘルス対策の充実・強化、相談・カウンセリング体制の強化に取り

組むとともに、職場の暴力パワー・ハラスメント対策、衛生医療職場における労働安全衛生

活動の取り組みを推進します。 

 

【組織強化と次代を担う役員育成の取り組み】 

22．国、関係地方公共団体の政策が衛生医療職場に与える影響が大きくなる中、関係単組にお

いて、これらに立ち向かう次代を担う役員の育成が急務となっています。幹事会での協議を

経て、関係単組の役員を幹事として選出し、単組役員の力量の向上と県内衛生医療労働者の

連携強化を模索します。 

23．地域医療構想、新公立病院改革プラン、公的医療機関等2025プランの動向に関する情報共

有を図り、課題の整理と統合・再編ネットワーク化にたたかう体制づくりに取り組みます。 

 

【衛生医療職場における働き方改革の取り組み】 

24．働き方関連法が成立し、医師の残業規制についても2024年４月から適用する方針が示され

ました。医師、看護師、コ・メディカルなど全ての衛生医療職場を支える職員への影響や定

年まで働き続けられる職場環境改善について、議論を深めます。 

 

【評議会活動の推進・活性化】 

25．衛生医療評議会の強化と活性化に向け参加できにくい職場、単組に対し働きかけを強化し

ます。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が見えない中、幹事会の開催について

はオンライン会議を活用し、収束し次第、感染対策を取りつつ、対面での幹事会を開催し、

ポストコロナ後の衛生医療職場の課題を議論します。 

26．当局とたたかえる活動家の育成を図るために、情報提供・現状認識の共有化を推し進め集

会・学習会などを充実させながら、本部主催の活動家要請講座や地連主催の集会・学習会に

も積極的に参加します。 

27．「地域包括ケアシステム」を見据え、評議会を超えた県内の保健・医療・介護・福祉の各

分野の労働者との広範囲な連携を模索します。 

28．自らの知識、技術の向上を図りながら、働きやすい環境作りと組織強化を両立させるため、

先進事例の視察、交流に積極的に取り組みます。 

29．県本部・単組は、未組織・未加盟病院の自治労加盟にむけ、自治体単組との連携、交流を

進め組織拡大を図ります。また、臨時・非常勤・勤務医等職員の賃金・労働条件・労働環境

について改善するとともに組織化・拡大に取り組みます。 



 

 

30．地域医療構想、公立病院改革など課題が山積する中、全国で働く衛生医療労働者の課題の

共有を図り、課題解決の方策を議論するため、自治労本部が主催するセミナー・学習会に参

加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４. 保育労働者の取り組み 

 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

１．新型コロナウイルスの影響が長期化する中、県本部・単組は、保育所・幼稚園・認定こど

も園・放課後児童クラブ（学童保育）における新しい生活様式への対応について、現場の課

題を把握し、必要な対策に取り組みます。 

 

【保育職場の働き方改革】 

２．保育職場の勤務環境改善と人材確保をはかるため、県本部・単組は以下のとおり取り組み

ます。 

（１）持ち帰り仕事やサービス残業が常態化している現状を踏まえ、すべての職場での36協 

定の締結をめざします。 

（２）年次有給休暇が思うように取得できていない現実を踏まえ、取得日数が10日未満の組 

合員の解消を進め、年次有給休暇の完全消化をめざします。 

 

【子ども・子育て支援の充実】 

３．「子ども・子育て支援」の社会化を推進するとともに、子どもの育ちの環境改善を進めま

す。 

４．保育の質を改善するため、保育士の配置基準の改善、処遇改善、キャリアアップによる離

職防止や人材確保と、そのために必要な財源を確保するよう、国や地方自治体に求めます。 

５．幼児教育・保育の無償化に伴う、保育現場の事務負担や延長保育の利用増について、県本

部・単組は、保育現場の実態と保育士の勤務の状況を把握し、必要な対策を求めるとともに

過重労働の防止に取り組みます。 

６．県本部・単組は、市町村「子ども・子育て支援事業計画」について、保育の質と自治体の

責務を踏まえて、内容の検証と見直しを行うよう求めます。 

７．待機児童の解消策については、施設の面積や保育士配置の基準緩和といったその場しのぎ

の規制緩和に反対します。 

 ① 新子育て安心プランに基づき発出された「保育所等における短時間勤務の保育士の取り

扱いについて」は、最低基準上の保育士の定数を、すべて短時間勤務保育士のみで配置す

ることを可能とするものです。保育士の処遇や保育の質の低下をまねくおそれがあること

から反対し、常勤保育士の代替としての配置を行わないよう求めます 

 ② 国は保育所等の居室面積の基準について、「従うべき基準」から「参酌すべき基準」へ

の変更を含めた見直しの検討を行っています。居室面積の基準は、子どものおだやかな成

長と安全・安心の子育てを保障するための基準であり、これを参酌基準とすることは、保

育の質の低下につながりかねないことから、反対の立場で取り組みます。 



 

 

８．都道府県に任意設置された待機児童対策協議会において、市町村が独自設定した職員配置

の上乗せ基準を最低基準に引き下げることを協議しないよう、本部・県本部・単組で連携し

て取り組みます。 

９．公立施設は、感染症による閉所等の代替保育や要支援児対策等、民間施設での対応が難し

い保育のセーフティネットとしての役割を担っています。「地域の子ども・子育ての支援拠

点」「政策を作る場」としての公立幼児教育・保育施設の役割を自治体と共通理解するとと

もに、一方的な民間委託や民営化が行われないよう取り組みます。 

10．放課後児童クラブ（学童保育）については、保育の連続性を確保する観点から、市町村実

施責任の明確化、財源保障の強化、学童保育労働者の人材確保と処遇改善など、保育の質の

向上を求めます。 

11．「保育所保育指針」における国旗・国歌の取り扱いで、強制や子どもの人権侵害等問題が

生じていないか検証し、問題が生じている場合は、単組は県本部と連携して対応します。 

 

【児童虐待およびＤＶ等対策と社会的養護の充実】 

12．児童虐待および虐待死を防止するため、国が新プランに基づき予算を確保した児童相談所

や市町村相談窓口、一時保護所などの職員の増員と処遇改善にむけ、県本部・単組の取り組

みを強化します。また、専門職の配置・育成を自治体に求めます。 

13．新型コロナウイルス感染症の影響による相談増や保護者の感染による一時保護について、

各児童相談所や市町村相談支援窓口、社会的養護などの体制整備を求めます。 

 

【保育・福祉分野の人材確保と処遇改善・組織化】 

14．人員配置基準の考え方の一つとなっている常勤換算は、福祉労働者の処遇悪化を招いてい

ることから、その導入は限定的なものとするよう取り組みます。 

15．公立保育所・こども園等における会計年度任用職員の処遇改善と組織化に、引き続き取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５. 公共サービス民間労働者の取り組み 

 

【単組の交渉力・組織力の強化】 

１．単組は、春闘を起点とした「要求－交渉－妥結（書面化・協約化）」の運動サイクル確立

と実践を通じた自立的・主体的運営にむけた組織強化に取り組みます。具体的には、ストラ

イキ権の確立をはじめ、通年的交渉体制をつくります。妥結時期にかかわらず、春闘期・秋

闘期には要求書の提出を徹底し、交渉を実施します。要求書については、本部公共民間評議

会が作成する要求モデルに、独自課題の解決や自治体単組の妥結水準を目指し職場討議を経

て決定します。 

２．単組間の連携と県本部協議会への結集を強めるため、単組役員を対象に学習会や交流会を

定期的に開催し、単組活動の担い手の確保と育成に取り組みます。 

３．単組役員の交渉力を強化するために、本部主催、地連単位で開催される「交渉力アップセ

ミナー」に積極的に参加します。 

  

【雇用安定､賃金・労働条件の改善､権利確立】 

４．地域公共サービス労働者の雇用安定と公正労働基準の確立をめざし、以下の通り取り組み

ます。 

 ① 競争入札や公社・事業団の統廃合などによる雇用不安に対しては、自治体の使用者責任

を追及し、自治体・公社等・単組の三者で、「雇用保障協定」を締結するように求めます。 

 ② 賃金については、月例賃金の改善と格差是正にむけて、組合員の賃金実態を把握し、自

治体職員を指標に、賃金表の改善、定期昇給制度の確立に取り組みます。また、県本部で

の統一要求基準への到達闘争や、自治体最賃の協定化に取り組みます。 

 ③ 働き方改革関連法施行を踏まえ、時間外労働の縮減と総労働時間の短縮に取り組みます。

また、36協定を点検し、長時間労働の是正に向け取り組みます。また、年次休暇の確実な

取得とともに、夏季休暇、育児休暇、有給の介護休暇の確立と、そのための人員確保に取

り組みます。 

 ④ パートタイム・有期雇用労働者の労働条件を点検し、正規職員との均衡待遇にむけた処

遇改善に取り組みます。また、非正規労働者の雇い止めを阻止し、雇用安定をめざします。 

 ⑤ 有期雇用の無期転換については、「通算期間５年」の法律における最低基準を上回る水

準を求めます。 

 ⑥ 65歳までの雇用義務と70歳までの雇用努力義務など、公的年金受給開始と接続する改正

高年齢者雇用安定法の遵守、退職金の大幅改善に取り組みます。 

 ⑦ 安全衛生委員会を設置、定期開催し、安全で快適な職場づくりに取り組みます。また、

健康診断やストレスチェックを実施するとともに、ハラスメント防止にむけた啓発活動や

相談体制の整備に取り組みます。 



 

 

 ⑧ 労働協約と就業規則の点検・整備を行い、事前協議制度、組合活動休暇制度の確立と組

合事務所の確保をはかります。 

 ⑨ 連合奈良の取り組み、地域春闘に積極的に参加します。 

 

【指定管理者制度への対応】 

５．指定管理者制度取り組み方針、指定管理者制度に対する取り組みガイドラインおよび2010

年総務省通知を踏まえ、単組・県本部は、自治体単組と連携し、自治体の予算編成期などの

時期を捉え、次の要求を基準に取り組みます。 

 ① 指定期間は10年を目標に最低5年を求めること。また非公募による特定指定とすること。 

 ② 労働条項や継続的運営の実績を付加するなど、選定基準を改善すること 

 ③ 人件費等の積算根拠の明確化および指定管理料を適正に算定すること 

６．県本部は、自治労「指定管理者制度に対する取り組みガイドライン」を参考に、取り組み

方針を確立します。 

７．公共施設の統廃合について単組同士で協力し合い情報を収集し、雇用確保を重点に対策を

進めます。 

 

【委託費等の確保と公契約条例の制定】 

８．委託職場単組においては、関連自治体単組と連携した取り組みが推進できるよう、各種会

議への積極的参加や、状況に応じて対策会議等を設置などに取り組みます。 

９．県本部は、単組と連携して、次の取り組みを進めます。 

 ① 県内市町村の公契約条例の制定拡大に取り組みます。 

 ② 適切な労働条件を確保するため、委託費予算について、自治体と交渉します。 

 ③ 総合評価方式を活用し、雇用継続、地域で生活できる賃金を踏まえた人件費基準、労働

法遵守などが盛り込まれる入札基準、契約を自治体に求めます。 

 

【全国一般評議会との連携】 

10．全国一般を公共民間協議会の構成単組として、学習会や決起集会などを連携して取り組み、

地域労働運動の強化と、地域における公共サービスの向上をめざします。 

 

【組織拡大の取り組み】 

11．新規採用職員・未加入・非正規労働者を含むすべての組織対象者の100％加入をめざしま

す。また、ユニオンショップ協定が可能な単組では、協定を締結します。 

 ① 新規採用職員については雇用形態にかかわらず「公共民間評議会加入促進ビラ」などを

活用し、必ず新規採用職員すべてに声がかかるよう工夫を凝らし組合加入に取り組みます。 

 ② 非正規労働者の組織化については、複数年にわたる継続雇用者や専門職の非正規労働者

など、優先的に取り組む職種・職場を決めて、組合加入を具体的に進めます。 



 

 

６. 国保連合会労働者の取り組み 

 

【国民皆保険制度の堅持】 

１．国民皆保険制度を堅持し、公平で安心できる医療保険制度をめざし、県本部及び国保労組

協議会と連携しながら取り組みます。具体的には、以下の取り組みを行います。 

 ① 高齢者人口がピークを迎える2042年を見据え、超高齢社会と深刻な人口減少への対応の

議論が進む中、安定的な医療保険制度の運営の必要性がますます求められています。医療

保険制度を取り巻く情勢を見極めながら、課題解決にむけて取り組みます。 

 ② コロナ禍による受診控えに起因するレセプト審査手数料の減収が深刻であることから、

保険者・被保険者の負担を招くことのないよう、国に対して財政支援措置を求めます。  

 ③ 国保財政運営の都道府県単位化に伴い、医療分野における都道府県が果たす役割がさら

に高まったことを踏まえ、奈良県と国保連合会の新たな関係性について、情報収集や対応

の検討を強化します。 

 ④ 自治体単組や各級組織内議員などの関係者と課題を共有するため、学習会の開催等によ

り連携強化をはかります。 

 ⑤ 国保の課題と現状認識をはかるため、県本部での自治研活動に参画します。 

 

【審査支払機関のあり方、システム改革等に対する取り組み】 

２．審査支払機関のあり方に関する課題については、厚生労働省等での社会保険診療報酬支払

基金改革の実行状況を注視しつつ、必要が生じた場合は「自治労４つの視点」の考え方を基

軸に取り組みます。 

３．「審査支払システムの改革のための工程表」に基づく、2024年度の国保総合システムの更

改については、巨額の開発費用の保険者・被保険者への転嫁を許さず、国庫負担を求めます。

審査基準の統一、社会保険診療支払基金とのレセプト受付領域での、2026年度システム共同

利用の実現については、国民への平等な医療サービスの提供と各保険者の利便性の向上とな

るよう、共同利用機能の共同開発過程の点検に努めます。 

 

【職場と雇用の安定確保】 

４．今後の職場の基盤安定や雇用と賃金・労働条件の確保を展望し、ＡＩ導入など新しい技術

との融合や住み分け、ビッグデータの利活用、地域包括ケアシステムへの関与などを含めて、

自らの仕事や組織のあり様を考え、見直します。この観点から、国保中央会が取りまとめた

「国保連合会・国保中央会のめざす方向2018」の改定にむけた取り組みに積極的に意見反映

します。 

５．医療・介護分野におけるＩＣＴ化の拡充、ビッグデータの活用については、国保連合会の

活用による職場の安定確保につながるよう取り組みます。マイナンバーの使用や「医療等Ｉ



 

 

Ｄ」の活用については、個人情報の保護を徹底し、利用者に混乱をもたらすような拙速な拡

大には反対の立場で対策に取り組みます。 

６．業務のアウトソーシングの動きに対しては、国保連職場の担う役割を踏まえ、職場の空洞

化につながる問題として、慎重に対応します。 

７．日常的な労働条件の改善とともに、適正な人員確保を求めます。情報機器作業協定の締結

と見直し、安全衛生委員会の設置と定期的な開催、機能強化にむけて、取り組みの強化をは

かります。また、働き方改革関連法の施行を受けて、改正労働基準法等の学習を深め、36協

定の点検・見直し、年次有給休暇の確実な取得に取り組みます。 

８．レセプトチェック機能を強化し、重点審査への事務共助体制の確立、レセプト事務点検要

員の確保などをはかります。 

９．介護保険制度については、制度の安定的な運営と保険者支援の実施にむけて体制を強化し

ます。また、「障害者総合支援法」給付費の審査支払事務の安定的な運営にむけた体制整備

を求めます。 

 

【組織強化・拡大】 

10．国保連合会は、労働組合法適用事業所であることを再認識し、事前協議制を前提に、団体

交渉の強化、協約書等の締結の徹底をはかります。 

11．パートタイム・有期雇用労働法改正・労働契約法の学習会等の開催を通じて、非正規労働

者の組織化と同一労働同一賃金にむけた処遇改善等に取り組みます。 

12．組織強化と組合未加入者対策のため、以下の取り組みを行います。 

 ① 教育宣伝活動を強化し、職場要求実現にむけた学習に取り組みます。 

 ② 単組の組織強化にむけて、国保連職場課題別学習会に参加します。 

 ③ 単組代表者会議および活動家学習会に参加します。 

 ④ 賃金・労働条件の改善、天下り人事反対などの取り組みを強化し、事前協議をはじめと

する労働組合の権利拡大をはかるため、国保連職場の到達指標闘争を強化します。 

13．男女がともに担う組合活動をめざし、「男女がともに担う自治労運動」に基づく取り組み 

を進めます。 

 

【担い手の育成】 

14．運動の前進がはかられるよう、役員の育成にむけた取り組みを進めます。 



 

 

７. 全国一般労働者の取り組み 

 

【賃金・労働条件の向上と権利の確立】 
１．地場・民間中小労働者にかかる以下の課題に取り組みます。 

 ① 企業規模や雇用形態などによる格差を是正し、安心して生活できる賃金・労働諸条件を

確保するため、すべての職場で、春闘、夏季・年末一時金闘争において統一要求を基本と

し、到達闘争に取組みます。 

 ② 時短闘争の強化をはかるため、時間管理の徹底と完全週休２日制の確立、年次有給休暇

の完全消化をめざし、取得日数が10日未満の組合員の解消を進めます。 

 ③ 高年齢者雇用安定法に基づき、年金受給開始と接続した「65歳までの定年の引上げ」

「65歳までの継続雇用制度の導入」の措置を実施し、希望者全員の雇用確保と退職金制度

の拡充、中小企業退職金共済への加入促進をはかります。 

２．春闘にむけ、全組合員を対象とした賃金・生活実態調査を実施し、統一要求づくりに反映

させます。その実態調査を要求の根拠に活かしながら、春闘討論集会や春闘代表者会議を開

催し、要求実現にむけた体制を確立します。 

 

【雇用と権利の維持・向上、諸権利の拡充】 
３．中小企業の経営基盤は、経済情勢に左右されやすく、コロナの影響もあり、倒産や解雇が

多発しています。こうした事態を打開する対応をはかりながら、公共民間協議会や連合に意

見反映し、中小企業政策の拡充を求めます。 

  また、雇用と権利の維持・向上のため、労働協約の点検を進め、事前協議・同意約款の締

結、職場の日常活動を通じた諸権利の拡充に取り組みます。 

４．経営者からの、一方的な賃金・労働条件の引き下げ、解雇、組合潰しを目的とした攻撃に

対しては、全国一般評議会や関西ブロック、県本部との連携を強化し、広範な共闘・支援体

制の確立をはかり、組織をあげたたたかいを進めます。 

５．罰則つき時間外上限規制の導入に伴い、36協定の締結内容見直しや、就業規則等の改正に

取り組み、労働時間管理の適正化と長時間労働の是正をはかります。 

６．労働契約法18条を活かし、通算５年を超える有期契約の無期契約への転換に取り組むとと

もに、無期への転換を回避することを目的とした、悪質な雇い止めや不合理な労働条件の変

更をさせない取り組みを強化します。 

また、同一労働同一賃金の法整備を踏まえ、各職場において処遇格差について点検し、確

実に格差是正がなされるよう取り組みを進め、組織化につなげていく。 

７．労働基準法の月60時間超の割増率の引き上げが、中小企業は2023年４月の適用猶予期間を

迎えるため、その具体化を春闘課題として取り組みます。 

 

【組織強化・拡大にむけて】 
８．未組織労働者やパート・契約社員、派遣など非正規労働者の組織化を推進するため、現有

組織人員の５％以上の組織拡大目標として取り組みを進めます。 

具体的には、既存職場における未加入労働者の組織化に取り組みつつ、秋・春の労働相談

活動として、労働相談チラシ配布やフリーダイヤルを活用し、組合員参加のもとでの労働相

談活動を展開します。 

９．奈良地方労組の活動や組織強化をはかるため、全国一般関西ブロック内における交流・相



 

 

互支援活動を強化します。また、全国一般評議会内における業種別部会活動の活性化をはか

り、同業種の仲間との連携を強め運動の共有化と政策の確立に取り組みます。 

 

【公共民間労働者との連携と地域共闘運動の強化】 
10．県本部公共民間協議会活動に参加する中から、春闘や組織拡大などでの、交流と連携を強

化します。 



 

 

８. 市職労働者の取り組み 

 

１．確定闘争期、春闘期、人員確保闘争期の前段に、代表者会議を開催し、方針・情報の共有

化及び意思の疎通をはかります。 

２．各単組が抱えている問題を共有化し、解決に繋げていきます。 

３．組合役員の知識を高め、交渉力の向上に取り組みます。 

４．若手の執行委員の育成に取り組みます。 

５．要求書の提出、交渉の実施、書面による回答、協約書若しくは確認書の締結といった交渉

サイクルの確立に取り組みます。 

６．人事評価制度については、それぞれの自治体がやりがいのある職場になるよう取り組みま

す。 

７．近年、新規採用職員の組合加入率が減少してきていることから、単組間の情報交換を行い、

組合の必要性を明らかにし、すべての単組が新規採用職員の組合加入率100％を達成できる

よう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９. 町村職労働者の取り組み 

 

【組織強化の取り組み】 

１．単組の組織強化に向けて、以下のとおり取り組みます。 

（１）職場討議、職場（報告）集会の開催など、全単組で全員参加による活動を展開します。 

（２）組合員の結集は、現場の組合員のニーズを反映した活動を丁寧に進めていくことで生

まれることから、全単組で年間を通じた職場オルグを実施し、組織力向上につなげます。 

（３）執行委員会は執行部の意思統一の場、また組合員の意見を共有化し、吸い上げる場と

しての基本的な機関会議です。最低月１回の開催を基本に、定期開催をめざします。 

（４）執行部の体制にあたっては、単年度ごとの全員交代は行わず、２年以上の役員継続と

半数交代などを基本とする執行部体制を構築し、運動の継続性確保と役員の担い手育成

に取り組みます。 

（５）組合活動の拠点となる組合事務所は、活動を効果的に推進する上で必要な設備･施設

であり、組合員が気軽に訪問できることは求心力を保つ上でも非常に重要です。誰もが

立ち寄りたくなるような事務所づくりをめざすとともに、未設置単組での設置をめざし

ます。 

（６）日常的な活動や各闘争期の状況を組合員に周知するため、教宣体制を確立するととも

に、機関紙や教宣紙の定期発行を推進します。 

（７）自治研、レクリエーション、体育･文化活動、社会貢献活動など全員参加型の運動を

取り入れ、組合員の交流や連帯を強化します。 

（８）女性組合員の結集と組合活動の活性化を図るため、執行部の三役、執行委員、部会の

委員等に女性枠を設定するなど、女性の担い手づくりに取り組みます。また、女性が参

加しやすい執行部運営や組合活動の工夫改善をはかります。 

（９）新規採用職員の全員加入に向け、取り組みを強化します。また、単組運動の担い手育

成のため、青年部（若年）層を中心とした組合活動への参加を促進します。 

（10）自治労共済の加入促進、ろうきんの利用促進を通じ、組織強化および組合員の利益擁

護に取り組みます。 

（11）単組財政については、組合活動を保障する組合費の安定確保をはかります。 

 

【交流･ネットワークの維持･強化】 

２．町村評が主催する集会･会議等は、情報の共有、経験の交流、ネットワークの形成に資す

るものとして重要であることから、町村職労働者を取り巻く情勢や課題を的確に反映した内

容とします。また、実施内容、運営の改善･充実に取り組むことにより、より多くの参加を

めざします。 

３．単組は、全国町村評、近畿地連町村評、県本部町村評が主催する集会･会議等に積極的に



 

 

参加します。 

４．町村評が開催する研修･レクリエーションは、参加しやすい日程と場所を設定することと

し、単組と参加組合員のネットワークが広がるように取り組みます。 

５．幹事会についても、各単組での開催など、参加しやすい環境を整えるように努めます。 

 

【賃金･労働条件の維持・改善と働きやすい職場づくり】 

６．組合員の賃金･労働条件の向上や働き続けられる職場をめざした取り組みを強固にするめ

にも、町村単組が連携した各闘争期における取り組みの強化が重要です。賃金サイクルのス

タートである春闘期から全町村単組が揃って要求書を提出し、交渉を行い、回答を引き出し、

文書による確認書･協約書等を交わすことによって、賃金・労働条件を決定していく闘争サ

イクルを確立し、自治労産別統一闘争へ結集していくよう努めます。具体的には、町村評に

おける「統一要求項目」を各闘争期に設定し、単組間の実態把握と賃金･労働条件水準の底

上げに取り組みます。 

７．単組は「組合員ノート」を活用し、賃金と権利の学習活動に取り組みます。 

 

【未組織･未加盟町村の自治労結集】 

８．町村の組織拡大にむけ、「組織拡大行動計画」を活用し、未組織･未加盟町村の組織化に

積極的に取り組みます。 

９．未組織･未加盟町村に対して、レクリエーション等への参加呼びかけや近隣単組を中心と

した交流会、オルグ等での情報交換を行いながら、自治労加盟を積極的に働きかけていきま

す。 

 

【地域住民のくらしを守る町村自治体の確立】 

10．町村職労働者は、住民や地域労働者との顔の見える関係を活かし、人のいのちと健康、く

らし、雇用などを守るため日々活動しています。地域に根ざしたこれらの活動を確実なもの

とするには、強い行財政基盤の確立が必要です。単組は、地域公共サービスの充実および拡

充のため、町村自治体の課題解決にも積極的に取り組みます。加えて町村評は、自治労に結

集するなかまのネットワークを最大限に活用し、組織内議員とも協力して町村首長や当局と

の政策協議の機会確保をはかり、地域住民のくらしを守る施策の実現に取り組みます。 

 

 

 



 

 

10. 女性労働者の取り組み 

 

【労働権確立と男女平等社会実現の取り組み】 

１．コロナ禍でＤＶや自殺者数の増加、解雇、無償労働の負担の増加など、女性の人権の脆弱

性が浮き彫りになりました。引き続き、あらゆる分野での男女平等実現にむけ、職場・地

域・家庭から固定的性別役割分業意識をなくす取り組みを進めます。全自治体での男女平等

条例制定とそれに基づく行動計画の策定・実行を求める運動を強め、政策・方針決定過程へ

の女性参画の拡大を進めます。 

２．性別による差別禁止や妊娠・出産、介護を理由とする不利益取り扱いの禁止、ハラスメン

ト防止対策などの徹底を求め、取り組みを進めます。 

３．選択的夫婦別姓制度などの民法改正やＤＶ防止法を活かす取り組みについて、連合に結集

して運動を強めます。職場での旧姓使用選択ができるよう取り組みます。 

４．誰もが差別なく安心して働き続けられる職場づくりにむけて、「女性の働く権利確立運動

強化月間」を１～３月に設定し、取り組みを進めます。定年前退職など働き続けられない職

場の現状をはじめ、女性の労働権を侵害する差別の実態などについて、アンケートの実施や

独自要求闘争など、「総点検・総学習・総実践」の運動を進め、人員確保闘争、男女平等推

進闘争等につなげます。 

５．保育所・医療機関・福祉施設・学校・給食・公営競技職場などの女性が多く働き、対住民

サービス最前線の職場で民間委託や人員削減、正規職員から非正規職員等への置き換えが進

められています。育児や看護、介護などを家庭的責任に転嫁させず、そこで働く労働者の安

定雇用と利用者・住民への質の高い公共サービスを一体のものとして取り組みます。 

 

【賃金・労働条件の改善】 

６．人事評価制度が、産休や育休取得の不利益取り扱いにつながらないよう、見直しや点検に

積極的に関わります。 

７．育児・介護休業法などを活かした制度の拡充と条例化を進めます。休暇取得等によって不

利益が生じないよう取り組むとともに、改正前の制度で生じた不利益の回復を求めます。 

 

【平和と民主主義を守る取り組み】 

８．生活・職場の課題とあわせ、平和と民主主義は女性の人権保障に不可欠です。「女性ネッ

ト」との連携し、情報発信や政治学習などに取り組みます。 

 

【組織拡大の取り組みと女性部組織の強化】 

９．職場の身近な問題や女性特有の課題を共有し、健康で働き続けられるための要求づくりな

ど、職場や単組での具体的なたたかいを通して組織強化に務めます。 



 

 

10．少人数でもできる学習会の開催や各種集会等での講演動画、ウェブなどを活用し、身近な

学習活動に努めます。 

11．単組・県本部活動の活性化をはじめ、組織強化・拡大にむけ、県本部・単組での取り組み

に企画・立案の段階から参画し、自治労運動の前進にむけた取り組みを進めます。女性の意

見反映のため、女性役員の育成に取り組みます。 

12．本部や地連の青年女性交流集会に参加し、職場での要求行動、組織強化に取り組み、集会

に持ち寄り、運動交流をはかるとともに、自治労運動の強化をはかります。 

13．男女平等委員会、各評議会や青年部との共通の課題について、共同して取り組みます。 

14．女性労働者の処遇改善や男女平等社会の実現にむけ、連合などが提起する運動に参加しま

す。 

15．県本部促進交付事業計画にあるフットサル大会開催にむけ青年部・女性部が協力していき

ます。 



 

11. 青年労働者の取り組み 

 

【賃金・労働条件改善にむけての取り組み】 

１．「青年層がどのような賃金・労働条件で働いているのか」ということの基礎的な部分や

「政治が私たちに与える影響」などを積極的に学習します。 

２．学習で得た知識をもとに、これからの青年層が直面する課題について議論し、理解を深め

るとともに、職場環境の改善をめざし、独自要求闘争をめざした取り組みを強化します。 

３．職場を越えた意見を幅広く知り、青年層が置かれている状況を学ぶために中央本部青年部

や近畿地連青年女性協議会の集会などに積極的に参加し、全国の仲間との交流・討議をはか

ります。 

４．女性部と連携し課題に取り組みます。 

 

【組織強化・拡大の取り組み】 

５．新規採用職員歓迎会を企画し、新規採用者に対して、組合活動への理解を深めるとともに、

加入率 100％組合加入をめざします。 

６．近畿地連青年女性協議会や連合奈良青年委員会などに結集し、地域・産別を越えた青年労

働者との交流や大衆行動を推進します。 

７．青年労働者を次代の労働組合活動の中心を担う存在と位置づけ、多種多様な組合活動への

参加を一層促進するために青年部サマーセミナーを開催し、若年参画にむけた取り組みを進

めます。 

８．各単組にアンケートを実施し、青年部組織の状況を把握し、オルグを行うとともに、組織

の強化に向けて取り組みます。 

また、青年部が組織されていない単組に、青年部の設置に向けた働きかけを行います。 

９．県本部促進交付事業に基づき2022年６月に女性部と協力し、フットサル大会開催を予定し

ます。青年・女性行動委員会を設置し検討を積み上げていきます。 

 

【平和活動への参加・参画】 

10．「核と人類は共存できない」ことから、反核・脱原発運動の拡大にむけ、反核平和の火リ

レーや平和行進に参画します。 

11．平和の尊さを訴え、県本部や奈良平和フォーラムの運動に結集します。 

 

【労働者自主福祉運動の推進】 

12．自治労共済県支部と連携しながら、自治労共済の優位性をテーマに学習を行い、青年層組

合員への共済推進に取り組みます。 

 



 

 

資 料 

自治労奈良県本部労働合加入１０のメリット                                           

その１ 団体交渉し、労働条件の改善が図られます。 

 私たちの職場で、労働組合もなく、不安なまま働くことや不満がつもって

いる職場では、いい仕事ができません。一人ひとりがバラバラでは出来ない

ことを、労働組合を軸に、みんなの力を合わせることによって団体交渉し、

労働条件の改善を実現させていくことができます。 

 

その２ 働く環境改善が図られます。 

 働く環境をよくするために、賃金の不満や、職場の環境

を良くしたいと思ったとき、労働組合があれば改善するこ

とが可能です。毎日仕事に追われる生活をしていると、い

つの間にか切実さが薄れて「労働組合がなくても、世間と

そうかけ離れた生活をしていない」と考えるようになって

しまいがちです。また、職場には、「働いて賃金さえもら

えば、余計なことは考えたくない」という仲間もいるかも

しれません。しかし、働き続け生活をしていくためには、労働組合に結集して特に公務職場に

おいては、制度改悪に歯止めをかけていく必要があり、条件整備の交渉が急務となります。 

 

その３ 賃金改善が図られます。 

 私たち働くものの生活は主に賃金によって支えられています。その

重要な賃金に不満や不合理があっても、労働組合がなければどうやっ

て解決したらよいか方法がみつかりません。一人一人が当局にかけ

合っても、改善は難しいでしょう。また、「労働組合がなくても賃金

には大差がないのだから組合費を払うだけ損」と考えている人もいる

ようですが、これは大きなまちがいです。賃金体系が不合理だったり、また、福利厚生などの

面で、しっかりした組合のある職場とない職場では大きな格差があります。 

例：同職種でも他府県と賃金が異なる、休暇関係制度が異なるなど。 

 

その４ 要求の実現が図られます。 

 職場を見回せば、課題はたくさんあります。もっとも働きやすい職場にするため率直に話し

合いたい、もっと明るい雰囲気を作りたい、仕事や作業の安全性は本当に大丈夫だろうか－み

んなが胸の中では思っていることは多くても、なかなか口に出せないものです。 

 それは、労働組合がなく、職場の問題点はわかっていても、それを解決する“糸口”がない

からです。労働組合が改善要求し、実現していくことで問題の解決が図られます。 

 



 

 

その５ 労働者の団結権は憲法で保障されています。 

 労働組合とその成立については法律でしっかりと守られています。 

 憲法では、労働者の団結を保障する権利を重要な柱としており、そ

こには次のように書かれています。「勤労者の団結する権利及び団体

交渉その他団体交渉をする権利はこれを保障する」（第 28条） 

 この憲法に基づいて、さまざまな労働関係の法律が作られていますが、私たちに最も深く関

係しているものは労働組合法です。 

 

その６ 不当な労働行為があれば訴えることができます。 

 もし使用者が、不当な行為を行った場合には、労働組合員（現業・公

企）は、都道府県の労働委員会に、救済の申し立てをすることができま

す。労働委員会では、申し立てを受けると、関係者の審問を行い、不当

労働行為の事実があると認定した時、使用者に対しそれをやめさせ、あ

るいは改めさせる救済命令を出します。この命令にはもちろん法的な力

があります。団体交渉拒否：正当な理由なしの団体の申し入れを拒否する事例。 

 

その７ クミトクカード利用で生活がお得になります。 

自治労奈良県本部では、クミ得サービスで福利厚生が充実しています。提携

の店舗利用で、お得な充実ライフがおくれます。 

 

  

 詳しくはHP（http://n-rcl.com/）で検索 

 

 

 

その 8 組合イベントに参加でき、交流が図られます。 

 自治労奈良県本部が主催する、ファミリーレクリエーション、ス

ポーツイベントに組合員参加でき、組合員の横のつながりが広がり家

族孝行もでき、充実した毎日が楽しく過ごせます。 

 

 

http://n-rcl.com/）で検索


 

 

その９ 全労済・自治労共済・労働金庫が利用できます。 

 自治労奈良県本部では、生命・マイカー・火災共済など、民間の保

険会社と同保障で掛け金を安価で掛けることができる共済事業を取り

扱いしています。 

 また、慶弔共済に加入でき、加入者本人やその家族に万一のことが

あった場合、弔慰金をお支払いできます。一例：本人３万円・家族２

万円・実親２千円 

 

その 10 初回無料で法律相談できます。 

 自治労奈良県本部では、顧問弁護士を委嘱しており、労働問題・生活のトラブル・財産問題

など初回相談が無料で法律相談ができます。 

 以上から労働組合に加入することによるメリットは、  

１、労働者の意見を訴えやすい。  

２、不当な解雇に抗議できる  

３、労働者が団結することで、当局の暴走を防ぐことができる  

４、当局も労働者の考えを把握できる  

５、労使間の紛争を未然に防ぐことができる 

など、労働者の意見を県に伝えやすくなることは間違いありません。 

 労働に関する法律がなぜ存在するかと言えば立場が弱い労働者の保護のためなのですから、

その法律によって活動が保証されている労働組合に参加することは、言うまでもなく労働者の

権利です。労働環境が悪く、改善を申し出たい人は是非とも自治労奈良県本部に相談下さい。 


