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今後10年の方向性を知り、
「中期運動方針」「中期運動方針」で

「組合活動の道しるべ」「組合活動の道しるべ」
で参加から参画へ

特 集

New Member
アクレーテク・パワトロシステム労働組合
NJコンポーネント労働組合
JVCケンウッド山形労働組合 
大使館だより from INDIA
在インド日本国大使館 一等書記官　赤石 賢生

デン博士&レンちゃんの知っておきたいKey Word ［第4回］
「ヤングケアラー」
負荷の高い家事、介護、家族の世話に
翻弄される子どもたち
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「中期運動方針」「中期運動方針」
一人ひとりが持続可能な社会をめざして、

2021年の定期大会で『中期運動方針』を確立しました。
これは電機連合の今後10年間、2030年までの運動方針を示したものです。
特集１では中期運動方針の概要や策定に込めた思いをお伝えします。

変化の多い時代においても、力を合わせてともに次の10年を歩んでいきましょう。

P3-4

P5-6

■中期運動方針とは
■中期運動方針の全体構成と読み方

■「電機連合は何をするのか」
　14項目概要
■電機連合の役割と機能
策定に込めた思い

のもと、
ともに活動を進めよう。

特集
1 中期運動方針  一人ひとりが輝く持続可能な社会をめざして
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労働運動を俯瞰する羅針盤
　中期運動方針は、私たちが進むべき方向性を示す指針として10年を１つの単位に策定してきました。
これは、短期的な課題解決のみに埋没せず、労働運動を俯瞰する“羅針盤”的役割を果たす中期的な方
針を示すことによって、２年ごとに策定する運動方針に基づく取り組みを、確実に「将来のあるべき姿」
の実現につなげる狙いがあります。
　電機連合の基本理念「美しい地球、幸せな暮らし」の実現は、加盟組合の皆さまと一緒に力を合わせな
ければできません。ぜひ中期運動方針を知っていただき、電機連合の仲間とともに活動を進めていきま
しょう。

全体構成
　中期運動方針の構成を解説します。中期運動方針を
策定するにあたっての基礎情報としてⅠに「中期運動方
針の位置づけと策定経過」、Ⅱに「運動の前提となる条件」、
Ⅲに「近未来の国内外情勢」が書かれています。そしてⅣ
には「電機連合は何をするのか」について書かれています。

中期運動方針の位置づけ
　中期運動方針は、電機連合の基本理念、ならびに基本目標に従って、10年間を見渡した産別活動のビジョンを提案していま
す（下図参照）。また中間年（約５年後）に補強・見直しを行いますが、想定しない出来事があった場合は、その状況に鑑み、都度
プロジェクトや小委員会を立ち上げるなどの対応をしていきます。

ふ かん

中期運動方針とは

中期運動方針の全体構成と読み方

【中期運動方針の位置づけ】

特 集 FEATURE

特集1 中期運動方針 一人ひとりが輝く持続可能な社会をめざして

一人ひとりが輝く持続可能な社会をめざし、
ともに活動を進めましょう

中期運動方針

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

中期運動方針の位置づけと策定経過
運動の前提となる条件
近未来の国内外情勢
電機連合は何をするのか

中期運動方針を
策定するにあたっての
基礎情報

今後10年の方向性
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「電機連合は何をするのか」の読み方
　Ⅳ「電機連合は何をするのか」では論議項目を14に絞りまと
めてあります。各項目は大きく３つの情報で構成されています。
各項目の「中期運動方針【方向性】」を確認いただくだけでも、
電機連合の今後10年の方向性を把握いただけるようになって
います。
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テーマ
論議項目

各項目に対する現状や
これから想定される課題
などを記載 中期運動方針【方向性】

課題と気づきをふまえて、
大きな方向性を記載�����方��
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特集1 中期運動方針  一人ひとりが輝く持続可能な社会をめざして
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方向性が一枚で分かる便利な「概要版」
　概要版では、本冊「Ⅳ．電機連合は何をするのか」の１～14までのそれぞれの中期
運動方針（方向性）の項目をピックアップして一枚で分かるようにまとめました。この
概要版のデータはYOU・Iネットに掲載してあります※。ぜひ手元に置いておいて、
電機連合の基本的な方向性を理解する際や自組織の運動方針の方向性を考える
際などにご参照ください。
※YOU･Iネットトップページ ＞ 電機総研 ＞ ［05］中期運動方針

「電機連合は何をするのか」14項目概要
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特 集 FEATURE
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　電機連合の中期運動方針は、1980年に最初
の中期運動方針が確立されてから、今回で６番
目となります。本来であれば、2020年の定期大
会で確立予定でしたが、策定に向けて論議を進
める中で、もう少し深い論議が必要であるとの判
断により、提起時期を2021年の第69回定期大
会に延期することになりました。その間、2019
年末から発生した新型コロナウイルス感染症の
急速な拡大により、私たちの生活様式も組合活
動も大きく変化しました。策定時期を１年延期し
たことにより、ウィズ・アフターコロナ社会を考
慮した考え方を盛り込むことができました。
　また本中期運動方針は、大きな方向性のみを
示し、具体的な活動は２年間の運動方針の中で
策定することとしています。各加盟組合の運動
方針の策定において、本中期運動方針をその方
向性の参考にしていただければと思います。

　策定にあたっては各種委員会の皆さまに大変
お世話になりました。この場を借りて御礼申し上
げます。

５つの柱
　電機連合は、それぞれ独自性を持ち自立した単組・一括加
盟組織が、信義と友愛を大切にしながら、各組織が高め合い
強く結びついて行動する「連帯と挑戦の拠点」です。
　電機連合の具体的な役割と機能については、左表のように
５つの機能を柱としています。本中期運動方針においても、こ
れらを電機連合の基本的機能としています。

電機連合の役割と機能

※共済制度とメンタルヘルス相談機能（ハートフルセンター）は、スケールメリット
機能・社会的機能とセーフティネット機能の両方に該当します。

政策策定機能 
労働政策、産業政策、社会政策、組織政策など　これには
政策策定に関係する調査、研究活動なども含まれます。

加盟組合支援機能  
組織運営支援（役員教育など）、加盟組合からの専門的事
項への対応・相談機能（労務、法律、経営対策、社会貢献、
活動ノウハウ蓄積・提供）、加盟組合間の情報交換の場の
提供 

スケールメリット機能・社会的機能 
社会運動、政策制度要求、社会貢献、組織拡大、議員拡大、
共済制度※、悩みごとや不安・ストレスなどのメンタルヘル
ス相談機能（ハートフルセンター）※ 

セーフティネット機能 
総合労働条件改善闘争（統一闘争）、最低賃金、格差問題
対応、経営合理化対策、各種相談・コンサルティング、共済
制度※、悩みごとや不安・ストレスなどのメンタルヘルス相
談機能（ハートフルセンター）※ 

政策実行機能（政策実行を支える条件整備も一部含む） 
対国政、対地方行政、対上部団体、対経営者団体 

（ａ）

（b）

（c）

（d）

（e）

策定に込めた思い策定に込めた思い

特集1 中期運動方針  一人ひとりが輝く持続可能な社会をめざして
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■組合活動の道しるべとは
■組合活動の道しるべの使い方
【本編】 組合の成熟度をチェックして

ワンランクアップ
■成熟度向上の取り組みに正解はない

P9-10

【準備編】 あらためて確認、
組合活動の基本項目

■押さえておきたい重要ポイント
■忘れちゃいけない労働法制
■まだまだあるよ！活用ポイント
道しるべができるまで

P11-12

レンちゃん

「組合活動の道しるべ」「組合活動の道しるべ」
『組合活動の道しるべ』は、組合活動の成熟度向上を目的に、

「自組織に合った組合活動とは何か」を話し合うきっかけづくりとなるものをめざし作成しました。
特集２では、組合活動の成熟度向上につながるポイントや、

労働法制をはじめとした最低限知っておきたい項目が整理された
『組合活動の道しるべ』をご紹介します。

ワンランクアップをめざして、ともに組合活動を進めましょう。

参加から参画へ
で

特集
2 組合活動の道しるべ  参加から参画へ



9vol.261 ｜ 2021. Autumn

組合員自らが参加・参画する、成熟度の高い組織づくりのために
　組合活動を推進する原動力は組合員の団結力です。健全かつ対等な労使関係を築くうえでも「組織
強化」と「組織力の向上」は重要な取り組みの一つといえます。『組合活動の道しるべ』は、組合活動の
成熟度を向上させるツールを作りたいという思いで作成しました。
　構成は「本編」と「準備編」の２部構成になっています。「本編」は組合活動に深く関わる10項目に対し、
組織の成熟度向上につながる「活動ポイント」を紹介しています。「準備編」は、組合規約や労働協約の
重要ポイントに加え、会計業務や労働法制に関わる基礎的な項目で構成しています。ぜひ組織運営の
点検や組合役員研修会などにご活用ください。

　中期運動方針で電機連合の基本理念や今後の方向性を解説してきました。理念や方向性を定めたあとは具体的な日々の
活動へと落とし込んでいきましょう。そこでご活用いただきたいのが『組合活動の道しるべ』です。組合活動の具体的なヒント
や、組合員が組合活動に参加するだけでなく、参画してもらえる組合になるためのヒントなどが豊富に書かれています。

組合活動の道しるべとは

組合活動の道しるべの使い方

　組合活動の成熟度はおおむね
右表のように分類されます。
　ＤやＣに当てはまる組織は、ま
ずはＢをめざしましょう。
　Ｂに当てはまる組織は、さらに
上のＡをめざしましょう。
　『組合活動の道しるべ』を活用
して、組合活動の成熟度をひとつ
ずつ上げていきましょう。

組合の成熟度をチェックして、ワンランクアップ

を活用して、
理想とする組合活動をめざし、

みんなで話し合おう

【労働組合の活動状況と組合員の参加・参画状況（イメージ）】

　まずは自組織の活動をチェックしてみましょう。『組合活動の道しるべ』では組合活動の成熟度をＡＢＣＤの４段階で確認
できます。まずは自組織の現在地と目的地（ありたい姿）を確認してみましょう。

【  本  編  】

特 集 FEATURE

特集2 組合活動の道しるべ 参加から参画へ

「組合活動の道しるべ」「組合活動の道しるべ」
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コミュニケーションはすべての組合活動の原点
　成熟度を向上させる取り組みに正解はありません。本編では活動項目
ごとに「ワンランクUP」として活動のヒントを掲載していますが、活動の
実施状況をチェックすることが目的ではないことにご注意願います。
　これら活動のヒントを参考として、自組織に適した活動を組合役員
のみならず組合員と一緒に話し合ってみると一層効果的でしょう。

全体項目と読み方のコツ
　組合の成熟度を確認したら、
『組合活動の道しるべ』の本編を
確認してみましょう。本編には組
合活動に深く関わる10項目が記
載されており、項目ごとに組合活
動のヒントが記載されています。

成熟度向上の取り組みに正解はない

【組合活動に深く関わる10項目】

【本編の各項目のページ構成】

�������
行��������一����
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コミュニケーション
職場集会
労使協議会
相談対応
レクリエーション活動

職場巡回
自主福祉活動（助け合い・相互扶助）
安心して暮らせる社会の実現（政策・制度要求実現の取り組み）
カンパ・ボランティア活動
ニューノーマル（新常態）における組合活動
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特集2 組合活動の道しるべ  参加から参画へ
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　「準備編　－組合員から信頼される組織づくりの基本－」では、組合活動を
進めるうえで組合役員が押さえておきたい基礎項目をコンパクトにまとめま
した。ベテラン役員の方も基本の再確認や、新任役員研修にも使える内容に
なっていますので、ぜひご活用ください。

押さえておきたい重要ポイント

あらためて確認、組合活動の基本項目
【  準備編  】

【組合員から信頼される組織づくりの基本 ６項目】

組合規約の重要ポイント
労働協約の重要ポイント
会計業務の重要ポイント
労働法制豆知識
組合員からの質問・相談
電機連合の政策・指針・ガイドライン一覧

1
2
3
4
5
6
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自組織の「組合規約」と「運営状況」を確認してみよう

特 集 FEATURE
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組合員への対応・周知に
　準備編にはほかにも執行部でディスカッションする際に活用してほしい事例
として「５．組合員からの質問・相談」の項目や、組合活動を推進する上で参照し
てほしい「６．電機連合の政策・指針・ガイドライン一覧」を掲載しています。
　各種データはYOU･Iネットからダウンロードができます。周知にはリーフ
レットもご活用ください。『組合活動の道しるべ』の内容は今後も更新予定です。

まだまだあるよ！活用ポイント

最低限知っておくとよい基礎知識
　「４．労働法制豆知識」では、組合活動とは切っ
ても切り離せない労働法制（労働三法、賃金支
払いの４原則、不当労働行為）についてポイント
をまとめています。

忘れちゃいけない労働法制

中期運動方針を理解して、さらに『組合活動の道しるべ』の本編と準備編を読み、
信頼され頼りにされる労働組合をめざして、電機連合の仲間と一緒により良い未来をともに築きましょう。

『組合活動の道しるべ』リーフレット

������
��������������

���������
�������

�	�����

�������������� � ����������
�������������������

�
 �����¡　＞　�£　＞　���£¤門¦§̈ ���������
 �����¡　＞　©��ª��　＞　�� � ������

　組合活動の成熟度を向上させるためのツールの作成をめざし、総合組織部門で内部検討を開始しました。
その後、地協活動検討委員会、組織政策委員会での論議を経て、発行に至りました。
　本誌は指針やガイドラインとは異なります。「自組織の成熟度を向上させるための活動とはなにか」を組合
員とともに論議するための呼び水として「活動のヒント」を中心に掲載していることから、タイトルは『組合活動
の道しるべ』としました。また、加盟組合の好事例の掲載や、イラストを多用し、文字だけでは伝わりにくい内容
をイメージとして伝えられるようさまざまな工夫をしています。
　今後も『組合活動の道しるべ』の拡充を行っていきますので、皆さんのご意見をお寄せください。

道しるべができるまで道しるべができるまで

特集2 組合活動の道しるべ  参加から参画へ


