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好循環の理念の下、2015春闘は個別年度として格差
改善に注力。今後は運動のさらなる進化（深化）を目指す

１. 2015春闘（AP15春季取り組み）の取り組みの
ポイント
―重点的に取り組まれたことや焦点はどのようなことですか。

　基幹労連は昨年のＡＰ14春季取り組みにおい
て、多くの企業連・単組で2014・15の２年分の賃金
改善を獲得したこと、また、基本年度で考慮してきた
環境条件が大きく異なる状況にないことから、ＡＰ15
春季取り組みを２年サイクルの個別年度と位置づけ、

「労働条件の底上げ」「格差改善」を中心に取り組
むこととした。個別労使の問題のようにみえることで
あっても、職域に働いている労働者全体の問題とし
て取り組まなければ、運動の渦にはなり得ない。今
年はとりわけ、企業に対しての経営申し入れ行動に
力を入れ、徹底して行ってきた。307の交渉単位のう
ち、現時点（編注：取材日の2015年５月26日時点）
で、約280が終了。本日、中央戦術委員会は解散し、
その後は産別本部が任を負うことになる。

―格差改善について、詳しく教えてください。

　連合および金属労協（JCM）の方針を踏まえ、ボト
ムアップ、底上げ・底支えを担うことを基本スタンスと
し、速やかに改善すべき項目として、①年休初年度
20日以上の付与、②時間外・休日割増率改善 、③
労災・通災付加補償の総合水準到達を掲げ、この３
点は横串を通して全体で取り組むこととした。そのう
えで、１２の業種別部会においては、共通の目標を立
てるのではなく、ビジョンに沿った目標を立てる、他業
種の水準を参考にするなど業種ごとに一定の目標を
決め、産別本部および総合（大手）はそれを支援す
る。
　基幹労連の運動の根幹には「好循環」の理念が
あり、魅力ある労働条件づくりと産業・企業の競争力
強化は好循環の関係にあると考えている。格差改善
については、格差“是正”ではなく、あえて “改善”と
いう表現をしている。賃金の“是正”だけが対象とな
るのではなく、好循環のより広い視野から見て、たと
えば退職金や手当なども含めて考えている。ある企

業の子ども手当の例では、「第３子以降5000円」と
いう規程があるものの、現実問題として、第３子を授
かる従業員は多くはなかった。そこで、「第１子から
5000円支給」にとの例もあった。これは、賃上げでは
ないが、子どもをもつ従業員全員に波及することとな
り、格差改善の一つと言える。私は、活力を「活き活
き」という言葉で表現しているが、この子ども手当のよ
うな例は、決して“逃げ”ではなく、活き活き・好循環
につながるための知恵出しである。このような議論が
重要で、事例を共有することで波及効果も期待でき
る。軸として、賃金はもちろん大切だが、より広く「好
循環」の理念に基づいて要求を組み立て、運動を
展開していければと考えている。

―基幹労連の運動における、春闘の位置づけ、考え方について

お聞かせください。

　基幹労連を構成する鉄鋼、造船・重機、非鉄、建
設といった産業は、グローバル産業であり、国内にお
いてもその時どきの国の在り方を左右する産業であ
る。その意味で一層、会社や職場にもきちんと目を向
けておかなければいけない。基幹労連は、春季取り
組みに限らず、運動サイクルそのものが２年であり、
集中的に取り組むことで課題解決にメリハリをつける
ことが、運動には必要と考えるからである。賃金だけ
に重きを置いた取り組みでは、低成長の時代になか
なか成果につながりにくい一方、総括から次年度の
検討まで約８カ月と１年の大半を費やすことになる。
賃金の取り組みは非常に重要だが、それに特化する
のではなく、他にも組合がカウンターパートとしてできる
ことがあるのではないかと考えている。現在検討を進
めている、2016―17年度の政策活動の３本柱は

「産業政策」「政策制度」「東日本大震災への取り
組み」である。２年サイクルの基本年度と逆側で、両
輪として組み立て展開していくのだが、これも２年サイ
クルであればこそ、より密度の濃い議論が可能に
なっていると感じている。労働組合の求心力は、やは
り賃金や時短であるが、労力・時間・財政など、「運
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動のエネルギーの再配分」を考えて運動を展開して
いかなければならない。
　“隔年春闘”などと言われることもあるが、大手は
経営委員会や経営審議会、業種別（中小）は個別
年度での賃金改善以外の取り組みがあるなど、１年
に１度は労使が定期的に議論し共通認識をもつとい
うこと自体は変わらない。安倍政権が個別労使の関
係にまで言及するなど、今は「潮の変わり目」ととらえ
ているが、経済をはじめ環境変化が激しく、円安など
も含めて、２年先まで見越せるのかということも、今後
は意識しながら取り組まなければならないと考えてい
る。
　また、２年サイクルでは連合やJCMとの一体的な
運動は可能なのかという意見も聞かれるが、本当に
非正規、中小、未組織といった労働者への波及を考
えるのであれば、ここに特化することで、むしろしっかり
と取り組めている面もあるのではないかと考える。そも
そも未組織の労働者は、職域の労働者が一緒に取
り組まなければ交渉の机上につけず、中小であれ
ば、大手が自分たちの要求を抑えてでも取り組むくら
いの気概と、行動が伴わなければ結果にはつながら
ない。大手組合も、それぞれ自身の立場から物事を
みるので、実際は難しい面もあるが、金額の多寡のみ
を問題にするのではなく、運動論として考えていけれ
ばと思っている。

２. 今後の課題
―今後の課題や重点的に取り組みたい事項を教えてください。

　好循環の視点からいえば、賃金改善、格差改善
は改めて企業との関係で取り組んでいかなければな
らないと感じている。基幹労連には、2014年に建設
連合が加盟した。建設連合は、今年は２年ではなく
単年度の取り組みとなった。今後、４つの産業が、２
年サイクルの運動の意義とアクティブプラン（ＡＰ）を
どのように進化（深化）させていくのかをしっかり議論
するのが当面の課題である。
　また、基幹労連原点運動は、Face to Faceの取
り組みである。最近では、機関紙にマンガ風のイラスト
なども取り入れ、さらに分かりやすく、読みやすく作っ
ている。ただ機関紙を置いておくのではなく、それを
使って説明することで、組合員との会話が生まれる。
産別からの情報発信として、今後も強化していきたい
と考えている。

３. 労使関係
―率直なお考えや今後の課題を教えてください。

　基幹労連を結成したのは2003年。実質的には
2006年から２年サイクルの取り組みを進め、これまで
に５ラウンド（２年＝１ラウンド）の取り組みを経てきた。

基幹労連の第２代委員長であった内藤純朗氏は、
「好循環、その最たるものは人への投資」という言葉
を遺しているが、会社も「好循環」の理念を認めてい
るからこそ、議論が可能であり、基幹労連の加盟労
使間では好循環の理解はオーソライズされてきた。
　私が新日鉄労連や新日鐵住金大分労組で役員を
していた時から、大切にしてきた言葉がある。「安全と
健康なくして職場の活き活きなし。職場の活き活き

（活力）なくして企業の発展なし。企業の発展なくして
わたしたちの雇用と生活の安心・安定なし」―この
理念を掲げて、労使共通の認識として取り組んでき
た。職場原点の好循環が、私の運動スタンスであり、
たとえば組合員から質問があれば、答えがすぐに出
せなくても、まずは一両日中にフィードバックをする。そ
のことで、組合員が安心して相談でき、また組合がき
ちんと対応するという関係が重要である。

４. 政策に関する活動
―方針や課題、お考えなどについてお聞かせください。

　政策実現活動（組合の行うことのできる政治活
動）とは、日ごろの組織活動である、と考えている。働
く者・生活者の立場でものごとをみられるのは労働
組合しかなく、個別企業労使ではできない活動であ
るということを踏まえ、しっかり取り組んでいく。
　先ほど述べた政策活動の３本柱にも挙げたが、産
業の特性から、産業企業の発展は国益という立場を
踏まえ、ものづくり産業の誇りをもち、日本の在り方を
見据えて産業政策に取り組まなければならない。政
策制度は、少子高齢社会、負担と給付の社会保障
問題などに一歩踏み込んで検討を進めていく予定
である。日本の未来を考えれば、自分たちの産業・企
業の問題だけではない。国益と国の安寧、そして働く
人を軸においた運動は、永遠の課題そして常の課題
として取り組むしかない。
　労働組合の目的は、究極的には組合員とその家
族の幸せの追求である。これにまっとうに取り組むこ
とで、すべての働く者、生活者の幸せを追求すること
につながっていくと信じている。

基幹労連（日本基幹産業労働組合連合会）：日本の主要な基
幹産業である金属産業のうち、鉄鋼、造船、非鉄鉱山、航空・
宇宙、産業機械、製錬、金属加工、情報関連・物流産業、建
設のほか、多くの関連業種の労働組合が結集した産業別労
働組合。2003年、鉄鋼労連、造船重機労連、非鉄連合の3産
別が「未来を拓く組織統一、希望ある前進」をスローガンに統合
し結成。構成組織数約780組合（単組・支部）、組合員数約
26万人。

神田　健一（かんだ・けんいち）
1977新日鐵㈱入社。新日鐵労連常任中央執行委員、基幹労
連事務局次長、新日鐵住金大分労組書記長、組合長を歴任
し、2014年より現職。

（インタビュー日時　2015年5月26日）
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多くの組合で「年間総収入の向上」を勝ち取る。営業
支援の取り組みで「収入の向上」につながる成果を獲得

１. 2015春闘を振り返って
―重点的な取り組み、ポイントを教えてください。

　組合員一人ひとりが「働きがい・生きがい」を実感
できる総合的な労働条件の改善・向上に向け、５本
柱の「統一取り組み課題」を設定して取り組んだ。
具体的には、「経営の健全性確保の取り組み」「営
業職員体制の発展・強化の取り組み」「賃金関係
の取り組み」「ワーク・ライフ・バランスの実現に向け
た取り組み」「パート・有期契約労働者の処遇改善
に向けた取り組み」である。
　賃金関係は、営業職員関係、内勤職員関係それ
ぞれ力を入れて取り組んだ。営業職員関係では、特
に「営業支援策の充実」を最重要課題として位置づ
け、取り組みを一層強化することとした。営業支援策
とは、出来高給を基本としている営業職員の給与に
ついて、契約１件当たりの支給率を変えるのではな
く、契約件数を増やすための創意工夫ある取り組み
をいう。2015春闘では、生保労連から「営業支援策
取り組み指針」を示し、各組合はこれを参考に、創
意工夫をもった要求を行った。
　内勤職員については、全組合がそれぞれの状況
に合わせて幅広い検討が可能となる「年間総収入」
に視点を置いた統一要求基準を策定し、各組合は
これを踏まえて要求を行った。
　生保労連では、賃金改善について、各組合がそ
れぞれの課題認識等に応じて効果的かつ柔軟な取
り組みが可能となるよう幅広くとらえている。2015春
闘の大きなトピックは、営業職員では「営業職員の実
質的な収入の向上」、内勤職員では「年間総収入
の向上」と、1997春闘以来、18年ぶりに「向上」要
求を掲げたことである。
　もう一点、2015春闘において重視したのは「社会
的視点」である。連合の考え方を踏まえ、賃金改善が

「経済の好循環実現」のために必要との認識を共
有する中で、労働組合および産業・企業の社会低

役割を十分意識していく重要性を確認し、生保労連
の方針にも反映させた。賃金の社会性や社会的役
割は、いまや労働界のみならず、経済界までが言及
するようになっている。このような世の流れの中で、労
働組合、特に産別組織から積極的に発信していか
なければならないと考え、今春闘ではこうした視点を
従来以上に意識した。こうした視点・発想は、個別労
使から自発的に出てきにくいと思われ、経営の「コス
ト論」「支払い能力論」とは違う視点として、組織の
中で共有できたのはよかったと思う。

―賃金関係以外の点はいかがでしょうか。

　ワーク・ライフ・バランス（以下、ＷＬＢ）についても、
力を入れて取り組んでいる。これまでは３年ずつ

（2008 〜 10年度、2011 〜 13年度）中期方針を立
てて進めてきたが、「仕事と生活の調和推進官民トッ
プ会議」で合意された「仕事と生活の調和推進のた
めの行動指針」（2010年）で2020年までの数値目
標が設定されていることなども踏まえ、３度目の策定と
なる今回の中期方針は、2014年８月〜 2020年８月
までの６年間の方針を立てて取り組んでいる。

―結果、経過についての評価を教えてください。

　賃金については、回答に元気があったと感じてお
り、交渉を終えた組合は納得感も高いようである。内
勤職員については、ほぼ全組合（16組合中15組
合）が「向上」要求を行い、13組合で「向上」を勝ち
取ることができた（編注：営業職員は具体的に示す
のが難しいため割愛する）。産別組織として当たり前
かもしれないが、産別としてのリーダーシップを一定発
揮する中で、全組合一丸となって取り組むことができ
たのではないかと、大きな手応えを感じている。
　臨給（一時金）は一般に単年度ごとの性格が強い
が、生保産業では前年水準をかなり意識したものと
なっている。引き上げの方法は大きく２つある。前年を
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100として、100→103のようにベースそのものを上げ
る方法（次年度の交渉では103がベースの100とな
る）と、ベースは変更せず、当年度に限って一定の率
もしくは額を加算する方法である。昨春闘は後者の
みだったが、今春闘では、前者のベースそのものを引
き上げるところが複数みられた。また、後者でも、昨年
より加算率を引き上げるところがみられた。
　繰り返しになるが、統一要求基準として「向上」要
求を掲げたのは、1997春闘以来、実に18年ぶりであ
り、全組合の理解・納得を得ることや統一闘争の組
成にはたいへん苦労した。しかし、単組を実際に訪問
し、産別としての考え方を膝をつき合わせて伝えるな
ど、地道に取り組んだ結果、統一感・納得感のある
春闘ができたことは、非常によかったと思っている。

―非正規労働者への取り組みはいかがですか。

　総合生活改善闘争の柱の一つとして取り組みを
進めている。内勤職員と同様に春闘の中で取り組む
組織もあるほか、春闘に限らず制度改正など通年的
に取り組みをしているところもある。無期契約への転
換など、先行して提案のあった労組の情報を共有し
て今後に備えるとともに、無期化の前の雇い止めな
どが出ないよう、しっかりと注視していく必要があると
思っている。また、未組織労働者についても情報の
把握に努め、さらなる組織化を働きかけていきたい。

２. 今後の課題
―2015春闘を踏まえて、今後の課題や重点的に取り組みたいこ

とを聞かせてください。

　営業職員については、営業支援の取り組みを継
続し、さらにレベルの高いものにしていきたい。2015
春闘では、商品開発や販売条件の拡大などの要求
を行い、実際に勝ち取る組合もみられた。生保独自と
も言ってよい大変ユニークな取り組みであり、各社で
内容は異なるものの、情報共有をしながらより良い施
策を獲得できるよう、生保労連としても支援していき
たい。
　内勤職員については、もともと一般職であった職
種の仕事の範囲が広がっており、「地域限定総合
職」といった職種になっているところもある。組合員一
人ひとりが働き方を選択でき、輝けるということが本
当の意味での活躍だと思っている。組合員の声や女
性活躍推進などの社会的要請を十分に踏まえ、労
働条件や働き方について検討を進めていかなくては
ならない。
　また、物価上昇トレンドへのキャッチアップ、人事・
賃金制度の公正な運用、納得感の向上がますます

重要になってくると思われる。
　産業全体としては、1997年から2001年まで破綻
が相次いだ。その後も社会全体がデフレで厳しい時
代が続いてきたが、多少なりとも明るいニュースが出
てきたことは嬉しい限りである。しかし、産業全体の保
有契約は減り続けており、1997年と比べて約６割と
なっている。生保産業は景気がよいとの報道も一部
でみられるものの、主には株などの運用によるもの
で、実際の商品の販売は厳しい状況にある。これから
も予断をもたずに、組合員の声に耳を傾け、社会の
動きを注視しながら、やるべきことをしっかりやってい
きたいと思う。

３. 春闘そのものに対する意見や考え方
―2015春闘に限定せず、春闘そのものや労使関係についての

ご意見を聞かせてください。

　生保労連は「年間を通じた総合生活改善闘争」
という打ち出しをしているが、年間を通じてどう盛り上
げをはかるかは悩みどころである。そのうち春季の取
組み、いわゆる春闘となると、どうしても賃金だけに注
力しがちだが、本来は、春闘という機会を使って、賃
金だけでなく労働条件全般について声を上げたいと
思っている。かつて「春闘は終わった」などと言われ
たこともあったが決してそうではなく、やるべきことはた
くさんある。春闘は重要な社会のインフラであり、もっ
と活用していくべきだと考える。

４. 労働組合の社会参画について
―お考えを聞かせてください。

　生保産業は、国民の生活保障を支えるという意味
で、そもそも社会性・公共性の高い産業であると認識
している。経営の健全性を確保し、国民の負託に一
層応えていけるよう、働く者の立場から事業活動に
ついてしっかりチェック・提言していく必要があると考
えている。
　また、連合運動への参画、生保労連の産業政策
活動などを通じた公正な社会づくり、組合員の一層
の役割発揮を通じた地域・社会への貢献なども一
層進めていきたい。

生保労連（全国生命保険労働組合連合会）：生命産業で働く
労働者で組織された、生保産業唯一の産業別労働組合。結
成は1969年。25万組合員のうち、営業職組合員が約８割、女
性組合員も約８割を占める。「社会から共感・信頼を得られる
運動」を運動の基調としている。

大長　俊介（だいちょう・しゅんすけ）
1999年日本生命保険相互会社入社。2011年日本生命労働
組合執行委員、2012年生保労連中央副書記長を経て、
2014年より現職。

（インタビュー日時　2015年5月27日）
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昨年からの積み重ねにより、2015春闘はより成熟。非正規労働者の
処遇改善にも、政策など社会的な面からも取り組みを継続

１. 2015春闘を振り返って
―重点的に要求を行った点、焦点やポイントを教えてください。

　情報労連は、連合方針を受け止め、2015春季生
活闘争を、「すべての働く仲間の『総合労働環境

（賃金・一時金・福利厚生・労働時間および労働関
係法制を踏まえた環境整備等）の改善』をめざす闘
い」と位置づけ、すべての加盟組合において、すべ
ての働く仲間の労働条件の「底上げ・底支え」に向
けた「所得向上分の確保・配分」に取り組むこととし、
とりわけ産別として「デフレ脱却」と「経済の好循環
実現」に不可欠な、「非正規労働者の処遇改善」お
よび「中小企業における『底上げ・底支え』」に重点
を置いて、闘争方針を提起した。
　賃金については、金額を統一して取り組める状況
ではないと判断し、具体的な数値目標は示さなかっ
た。情報労連の加盟組合の中でも、規模や業種、業
務はまちまちで、あまり統一性が持てないのが現実。
そのため、連合の方針や社会情勢を踏まえつつ、自
分たちの企業環境や企業動向を踏まえた上で、最
大限の要求をするということに留めた。また、地場の
中小組合に対しては、産別本部や県協議会などで
指導・支援していく体制とした。

―中小の春闘の支援とは具体的にはどのようなことでしょうか？

　中小では賃金制度がないところが多く、まずは、き
ちんと賃金制度を作っていくこと、さらに、賃金制度
の導入に合わせて、現状の賃金をふまえた要求の組
み立てや課題に対する指導を行うため、各ブロックを
回った。しかし一方で、このような場に出てくることさえ
できない組合もあり、そのような組合に対しては、県
協議会がフォローしてきた。また、情報労連で作成し
ている「賃金テキスト」も今回リニューアルし、支援に
役立てた。

―結果、経過についての評価はいかがでしょうか。

　昨年と比べて、要求を提出したところは増え、要求
を見送ったところは減っていることからして、前進した
と思う。４月30日時点の中間総括では、412の春闘
交渉単位中、34がまだ要求を出せておらず、検討中
である。また、98交渉単位は、要求を見送ることが決
まっているため、このままでは、132交渉単位が春闘
に取り組まなかったことになる。要求を出さない理由
として、企業業績等のほか、交渉の場につく労使関
係ができていない、労働組合が従業員の過半数を
取れていない、などの実態がある。なお、要求を提出
した280交渉単位のうち、妥結したのは237となって
いる。
　賃金の妥結額については、昨年より若干上回っ
ているが、中小組合が決着するにつれ、平均は下
がってきている。しかし、昨年獲得できなかった組合
が今年は獲得できているという実績もあり、全体を見
ればよく頑張ったと感じる。2014春闘で久々に賃金
要求に取り組もうとした際には戸惑いもみられたが、
それを乗り越えて2014闘争を闘い、今年に臨むとい
う流れができ、取り組み自体も昨年と比べて成熟した
と感じている。
　これまで賃上げや一時金の上積みを勝ち取れな
かった単組も、賃上げで500円を獲得（50歳未満）、
一時金も３万６千円の増額（年間）を勝ち取った。な
ぜ、賃上げに踏み切ったのかというと、これからの人
材不足への対処とのことだった。今のままの賃金で
は人が来ないという危機感があり、中小では、人材確
保のために賃上げに取り組んでおかなければならな
いという意識が極めて強く働いている。
　まだまだ中小の交渉はこれからであるが、現時点
においても、総体的には厳しいと言わざるを得ず、景

特集3

情報産業労働組合連合会（情報労連）　書記長　春木 幸裕 氏



− 25 −

気の回復の恩恵が全体に行き渡っていないことは確
かと言える。地場の中小では、全体の賃上げの流れ
に乗ることが昨年以上に難しいのではと感じた時も
あったが、サポートに力を入れたこともあり、何とか頑
張ってくれた。

２. 今後の課題
―2015春闘を踏まえて、今後の課題や重点的に取り組みたいこ

とを聞かせてください。

　情報労連として、もっと力強く春闘を推し進めるた
めには、どのような提起をすべきかを考えなければな
らない。そのためには、日々、加盟組合の状況をリサー
チする役割が産別組織として非常に重要であり、あ
わせて取り組んでいかなければならないと感じてい
る。さらに、「力強い春闘」にするためには、非正規労
働者への取り組みは欠かせない。今後も力を入れて
取り組んでいきたい。

３. 春闘そのものに対する意見や考え方
―2015春闘に限定せず、春闘そのものや労使関係についての

ご意見を聞かせてください。

　春闘交渉を通じて、自分の会社の経営はどうなっ
ているのか、今後どうしていくのかなど、集中して論議
をすることができる絶好の機会であることからも、この
春闘という場は大事だと思う。その前提になるのは
労使関係であるが、まだ健全な労使関係が確立でき
ていないところもあるので、そのための努力をしなけ
ればならない。
　連合でも議論しているが、「格差是正とは何か」と
いうことはきちんと考えなければならない。現実的に
大企業と中小企業との差はあり、事業規模や業種
間の格差もあり、あって然るべき格差というものも存
在する。格差是正というより、「全体の底上げ」という
考え方が良いと思っている。ただし、中小だけに負担
を強いる取引や適正価格を度外視する取引など、不
条理な格差についてはもちろん容認してはならない。
　非正規労働者については、「非正規労働者」とい
う１つの枠組みではくくれない、複雑な状況になって
いる。たとえば派遣・契約といった雇用契約の違い
や、仕事の役割などが多様なので、一律に要求して
一律に引き上げるといった対応には限界がある。職
場の中でもそのような状況であるのに、会社単位に
なってくると何通りもの要求をしなければならないこと
になる。単純に求めて、単純に応えられる状況にない

ので、そこをどうするのかが単組の知恵出しだと思う。
　非正規労働者の賃上げや処遇改善は、春闘だけ
で取り組める問題ではない。非正規労働者の働き方
に対して、社会的な認知が必要となってくる。非正規
の役割や任務があることも念頭においた上で、どうし
ていくのかを考えていかなければならず、それは雇用
政策や人事政策とも関わってくる。

４. 労働組合の社会参画、政治参画について
―お考えを聞かせてください。

　労働組合は地方政治・国政ともに、独自の候補を
立てたり、色々な方と協力するなどして活動を行って
いるが、選挙の結果は労働組合の組織力そのものだ
と思っており、現在は弱っていると思わざるをえない。
労働組合は社会インフラであり、政治に対する役割も
ある。候補者を勝たせることに集中してしまうが、この
低投票率の状況に労働組合が警鐘を鳴らし、どのよ
うに良い方向に向かわせていくのか、考えなければ
いけない。
　前回の衆議院選挙（2014年）後に、組織内で政
治意識に関する調査を行った（ＮＴＴ労組以外の
45000人を対象）が、非常に課題の残る結果だった。

「政治に関心がない」は約半数に上り、現職の組織
内議員のことを知らないという割合も６割を超えてい
た。この「知らない」には「名前は知っているが、人物
像を知らない」といったことも含まれると考えられるも
のの、それでもやはり軽視できない数値である。アン
ケートは、分析して対策を考えるために有効だが、アン
ケートを行うこと自体が意識付けとなり、政治意識を
高めることにつながるということもある。選挙運動も大
事だが、課題認識を持たせるための調査や、できる限
りそれをリアルタイムに発信していくということが大切
だと思う。

情報労連（情報産業労働組合連合会）：情報通信業・情報
サービス業・通信建設業とその関連企業を主軸に、警備業・
印刷業・運輸業・酒造メーカー等々、多種多様な業種268組
合が結集する複合産別。組合員213,000名。「社会的に価値
ある労働運動の実践」を座標軸に、平和・環境・社会貢献活
動も積極的に推進。

春木　幸裕（はるき・ゆきひろ）
1982年、日本電信電話公社入社。1988年、全電通富山県支
部青年常任委員長をスタートに、全電通富山県支部・北陸地
方本部・NTT労組中央本部執行委員を歴任。2002年NTT
労組北陸総支部事務局長、2006年同執行委員長、2008年
にNTT労組中央本部執行委員に再任。2011年から現職とな
り、2015年7月に労組役員を引退。

（インタビュー日時　2015年5月27日）


