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　2月16日（日）、グランディア芳泉にて中小共闘センター交流学習会を開催しました。

産別組織担当者および中小・地場交渉組合の役員を対象に15産別から57名が参加し

ました。この学習会は二部構成で行い、第一部では2020春闘のポイントをあらためて

確認するとともに、4月から本格施行となる「働き方改革関連法」や「同一労働同一賃

金法規定」を踏まえた職場定着に向け、法改正の理解を深め対応を学びました。また

第二部では、連合福井が2020春闘ですべての組合が取り組む課題として掲げる「ミニマム運動課題」をテーマに、業種ごとに

6つのグループに分かれたグループ討議を行いました。このグループ討議では大変活発な意見交換が行われ、例年よりも時間

を長く設けましたが、参加者アンケートには「時間が足りなかった」、「もっと時間を長くしてほしい」との声が多く寄せられて

いました。今回の参加者意見も踏まえて、引き続き有意義な交流学習の場を提供できるよう努めてまいります。日曜日にも関

わらず多くの参加をいただきありがとうございました。

今春闘も共に頑張りましょう！

横山会長から
開会あいさつ

連合福井　岡本部長
「連合福井2020春闘方針の
ポイントと取り組み」

連合労働法制局　冨高局長
「働き方改革関連法の職場定着に向けて

～ワークルールの取り組み～」

中小共闘センター
林代表から

本日の総括と閉会あいさつ

中小共闘センター交流学習会
～働き方改革関連法の職場定着に向けて～

（業種別を基本に６グループに分かれた意見・情報交換）

（連合福井地域ミニマム運動課題から）

討 議 テ ー マ 　①賃金制度について
　②企業内最低賃金の取り組みについて
　③働き方改革関連法・同一労働同一賃金法規定への対応について

グループ討議の様子



2020 春闘川柳・なぞかけコンテスト　入賞作品発表2020 春闘川柳・なぞかけコンテスト　入賞作品発表

　今年で9回目の企画となりました。流行語を交えたユニークな作品や切実な思いを込めた作品、そして今春

闘への期待を込めた作品など、様々な作品が寄せられました。たくさんのご応募ありがとうございました！

　全応募作品なども連合福井ホームページに掲載しましたので、ぜひご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 右のQRコードからもご覧いただけます。⇒

　連合福井では、円滑な交渉に向けた支援および政策・制度実現の取り組みとして、福井県や福井労働局等の自治体および

行政、経営者協会をはじめとする経済団体への要請活動を行っています。この活動を通じて、今次春闘に対する労側主張への

理解を促進し、中小・地場交渉組合の円滑な交渉につなげ、さらには、働く者のための政策・制度実現にもつなげることを目的

にしています。

　今年度は、「2020春闘方針の実現」に的を絞った要請項目とし、「底上げ」「底支え」「格差是正」を掲げた賃上げの考え方

への理解を求めるとともに、本年4月から本格的に施行される働き方改革関連法や同一労働同一賃金法規定への対応等、法

改正の主旨を尊重し、不利益変更とならないよう働きかけや取り組みを要請しました。

　2月25日（火）、横山会長から福井県腎友会の山田富士雄会長に手

渡しました。

　昨年同様、今回も多くの組合員皆様からのご協力に感謝いたします。

保健・医療・福祉の一体的な対策である「腎疾患総合対策」の早期

確立に向けて、連合福井は引き続き、福井県腎友会への支援を続けて

まいります。

連合第5回中央執行委員会等で確認された指針に基づき、連合
福井では以下のように対応しています。
※状況変化に応じて、記載内容が急遽変更となる場合もあります。
　ご理解とご協力をお願いします。

１．予防行動および周知
感染予防・感染拡大抑止に向けて、日常生活上および就業上
の注意点について周知・徹底する。
２．集会・イベント等の扱い
連合福井および各地域協議会主催の集会、イベント等につい
ては、感染拡大を防ぐため、当面、3月末までに予定している
ものは、中止もしくは延期とする。
３．機関会議
最低限必要と判断される機関会議に絞った上で、感染予防対
策の徹底を前提に開催する。
４．その他
4月以降の対応については、感染拡大の状況ならびに連合本
部、福井県の対応などを踏まえ、検討していく。※なお、連合
福井からの対応伝達は各構成組織を通じて行います。（地協
は別途対応）

過度な経済社会活動の委縮につながらないよう配慮しつつも、
健康と安全を求める連合の社会的な役割を踏まえた対応をとっ
ていきます。

【春闘なぞかけコンテスト】　応募総数140 作品（106 名）

【春闘川柳コンテスト】　応募総数182作品（129名）
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作　　品

作　　品

サービスは　昔は残業　今家族

お小遣い　我が家のジャッカル　ママの勝ち

還元を　妻に隠ぺい　ＬＩＮＥペイ

叶えよう　残業減らして　ベアアップ

大先輩　経験活かす　再雇用

ベア叶う　上がる賃金　モチベーション

働き方改革　労使で築く　ＯＮＥ ＴＥＡＭ（ワンチーム）

上げようよ　モチベーションと　基本給

人手不足　増える残業　減る後輩

妥結後に　難攻不落の　妻が待つ

新制度　正規・非正規　Oｎｅ Tｅａｍ

フレックス　頭も仕事も　柔軟に

人生 100 年　いつまでたっても　会社通い

ノー残業デー　勧める上司　目が虚ろ

減っていく　人もお金も　マスクもか

時間内　テキパキ仕事で　5時から ｅｎｊｏｙ

春闘とかけまして　キャッシュレスとときます
その心は 「どちらも還元を求めています」

働き方改革の推進とかけまして　夫婦円満の秘訣とときます
その心は 「格差ない（隠さない）ことが大事です」

働き方とかけまして　人間の体温とときます
その心は　「どちらも３６を守りましょう」

ベースアップとかけまして　ラグビーのスクラムとときます
その心は 「組み合い（組合）のパワーが必要です」

働き方改革とかけまして　長期政権とときます
その心は 「浸透（新党）が望まれます」

春闘とかけまして　東京オリンピック 2020 とときます
その心は 「成果（聖火）がないとはじまりません！」

長時間労働とかけまして　新型コロナウイルスとときます
その心は 「根絶が必要です」

春闘とかけまして　新幹線とときます
その心は 「どちらもひかりとのぞみがあるでしょう」

春闘とかけまして　暖冬とときます
その心は 「ダウンはいりません」

産　別　名

電力総連

産　別　名

私鉄総連

情報労連

電力総連

ＵＡゼンセン

電機連合

電力総連

私鉄総連

電機連合

電力総連

全労金

自治労

電力総連

電力総連

電力総連

電力総連

電機連合

情報労連

電力総連

電力総連

電力総連

自治労

電力総連

電機連合

電力総連

氏　名

岩　壁　雅　子

福　田　正　人

中　野　雄　大

田　口　堅　一

私　市　勝　一

田　中　貴　樹

氏　名

竹　内　秀　和

寺　島　誠　二

根　津　将　太

石　橋　英　二

上　良　直　弘

野　尻　公一郎

新　　　将　司

藤　田　真　義

江　口　侑　弥

竹　内　秀　和

柴　田　　　開

前　田　篤　志

宮　越　崇　嘉

秦　　　裕　二

松　尾　健　吾

浅　田　康　行

竹　原　　　凌

木　村　光　我

増　永　和　代

イワ　　カベ　　マサ　　  コ

フク　  ダ　　マサ　  ト

ナカ　  ノ　　ユウ　 ダイ

 タ　  グチ　 ケン　 イチ

キサ　イチ　 マサ　 カズ

 タ　  ナカ　 タカ　　キ

タケ　ウチ　 ヒデ　 カズ

シバ　  タ　　　　　カイ

マエ　  ダ　　アツ　  シ

ミヤ　 コシ　 タカ　 ヨシ

ハタ　　　　  ユウ　  ジ

マツ　  オ　　ケン　  ゴ

アサ　　ダ　　ヤス　ユキ

タケ　 ハラ　　　　 リョウ

 キ　　ムラ　 コウ　  ガ

マス　 ナガ　 カズ　  ヨ

テラ　 シマ　 セイ　　ジ

 ネ　　 ヅ　  ショウ　タ

イシ　 バシ　 エイ　　ジ

コウ　   ロ　  ナオ　 ヒロ

  ノ　  ジリ　コウイチロウ

アタラシ　　　 マサ　   シ

フジ　　タ　  マサ 　ヨシ

  エ　  グチ　 ユウ　  ヤ

タケ　 ウチ　 ヒデ　 カズ

自治体・行政および経済団体への春闘要請行動

3/2(月) 市長会 3/2(月) 町村会 3/2(月) 商工会連合会 3/4(水) 福井県

横山会長から福井県腎友会山田会長に手渡し。

3/4(水) 商工会議所連合会 3/6(金) 中小企業家同友会 3/9(月) 経営者協会 3/11(水) 福井労働局 3/4(水) 中小企業団体中央会

2020年度「腎疾患総合対策署名」
～福井県腎友会へ提出～

新型コロナウイルス感染症の
国内発生を踏まえた連合福井の対応について

賃上げと働き方の見直し

１．賃金要求に対する考え方
 ①「底 上 げ」…すべての働く者の将来不安の払拭と就業意欲につながる賃上げを要請。

 ②「格差是正」…すべての働く者が、不合理な格差のない働き方が出来るよう要請。

 ③「底 支 え」…産業の下支えのため、事業所ごとの企業内最低賃金の協定化を要請。

２．「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現
 ①時間外労働時間の上限規制…36協定の適正な締結・運用。上限時間の厳守を要請。

 ②同一労働同一賃金…すべての働く者の労働条件や待遇差の点検。

　　　　　　　　　　　 法改正の主旨を尊重し、不利益変更とならないよう対応・是正・改善を要請。

 ③年次有給休暇…年5日の取得義務の徹底と、100%取得に向けた労務管理を要請。

３．働き方も含めた「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分」
 ①取引の適正化の推進…下請け等、中小企業への「しわ寄せ」防止に向けた要請。
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