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京都市職員労働組合             

２０２２国民春闘方針（案） 
Ⅰ．はじめに                                                                                                                 

 “春闘”と聞いても「民間の労働者が取り組むもので公務員の自

分達には実感がない」という人も多いかもしれません。ですが、例

年私たちの賃金労働条件に大きな影響を与える人事委員会勧告は、

春闘で決められた民間の賃金水準を人事委員会が調査し、私たちの

給与と比較して給与改定の勧告を出しています。すなわち、この春

闘の結果はこれからの私たちの賃金水準に大きく影響することにな

ります。 

さらに、人勧制度を通じた影響だけでなく、失業者を減少させ、

不安定な雇用を解消し、労働者全体の賃金水準を引き下げることで、

自治体の社会福祉経費を減らして税収を増やすことができ、自治体

財政を改善させることにもつながります。このように、春闘は国民

生活全体を向上させて誰もが安心して生活できる社会の実現を目指

す、１年間の組合活動の出発点となる重要な取り組みです。 

 京都市職労は京都総評に結集する民間労組の仲間や幅広い市民と

共闘して、賃金の引き上げや解雇争議の支援、非正規労働者の処遇

改善、最低賃金の底上げ、社会保障の充実、平和の実現などに取り

組んでいきます。 

 また、今年の春闘は納得のいかない賃金カットを押し付けられた

財政問題を引き続き追及して、京都市が無駄な予算を徹底して削減

し、限られた予算の中でも市民生活を守ることを最優先とする市政

となるように、市民負担ありきで財政縮減だけを目的とした行財政

改革を転換する取り組みも合わせて進めていきます 

 

Ⅱ．私たちを取り巻く情勢                                                                                                                 

１． 国民・労働者の生活実態 

 新型コロナウイルスの感染が確認されてから２年。この間の感染

者は１７０万人を超え、死者は１万８０００人に達しました。特に

感染爆発となった「第５波」は、一日の感染者が全国で２万５千人

を超え、医療は逼迫し、保健所は機能マヒ、自公政権の「在宅療法

を基本」の方針のもと、「在宅療養」はピーク時１３万６千人に達し、

自宅で亡くなった感染者は８月、９月で３６７人に上りました。今

こそ、このような事態を招いた歴代政府の社会保障費削減政策の根

本からの転換が必要です。しかし政府は、地域医療構想の見直しを

するどころか、通常国会において「医療法等一部改正」を強行し、

コロナ危機においても公的・公立病院の統廃合と病床削減を進めて

います。 

コロナ危機の中で、格差と貧困が拡大しています。厚生労働省の

発表では、コロナ危機が原因の解雇・雇い止めが１２万人に迫って

います。シフト制で働く非正規労働者なども含めると、実質１００

万人が職を失ったと推計されています。 

 コロナ危機は、立場の弱い者に深刻な影響を与えています。家庭

内暴力や子どもの虐待が増え、２０２０年の働く女性の自殺は過去

５年間の平均値の３割増（約１，７００人）です。事務職や販売員

だけでなく、医療・保険従事者の増加が目立っています。 

 富裕層の富は増えています。２０２１年の日本の長者番付では、

上位５０人の資産は合計で約２７兆円と前年の４８％も増加しまし

た。資本金１０億円以上の大企業の内部留保は２０２０年度に４６

６．８兆円となり、前年度から７．１兆円増やして過去最高額を更

新しています。 

 一方、民間企業の会社員やパート従業員の２０２０年の給与平均

は前年比３万３，０００円（０．８％）減の４３３万１，０００円

で、２年連続で減らしています。 

 こうしたなか、住まいや食料の確保もままならない方々への支援

として、食料の無料提供をおこなうプロジェクトが京都市内でも各

地で取り組まれましたが、その中でも生活困窮者の実態が浮き彫り

になっています。 

 

２． 自治体労働者をめぐる情勢 

コロナ危機は医療・公衆衛生だけでなく、すべての自治体・公務

公共労働に影響を及ぼしています。突然の保育園の休園による混乱、

クラスターによる休園基準の欠如などにより、保育士や子ども・保

護者にも多大な混乱を招いています。ワクチン接種など様々なコロ

ナ対策で業務量が急増し、自治体は約２年間に及ぶ災害時状態とな

っています。過労死ラインを超える月８０時間以上の勤務が常態化

し、職場では、「死ぬか、辞めるか」という選択を迫られ、退職する

職員が後を絶ちません。 

京都市でも感染症やワクチン接種担当部署ですでに複数の職員が

時間外勤務年７２０時間を超えており、システム改修や年度途中の

増員等がされているものの、抜本的な改善に至っていません。 

住民のために仕事をする労働者の勤務条件の改善は待ったなしで

す。災害時でも、職員のいのちと健康を守るために労働時間に上限

を設けることが不可欠です。 

 国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」の改正が１２

月１日の期末手当基準日に間に合わず、１２月支給の期末手当で一

時金を引き下げることが不可能となりました。政府は来年６月支給

の期末手当で調整する方針です。コロナ危機で落ち込む経済への対

策というのであれば、一時金の削減は行わず、公務職場でも適用さ

れる“ケア労働者の賃上げ”とともにすべての公務労働者の大幅賃

金引き上げが必要です。 

 京都市では昨年１２月で一時金を引き下げていますが、一方で独

自の賃金カットが実施されています。労働組合の運動により賃金カ

ットの期間を当初より短くさせたものの、１２月の給与条例改正で

付帯決議がなされ、行財政改革計画が進行する最中に賃金カットが

終わることについて否定的な報道がなされるなど、市民と職員を分

断する策動が引き続き存在します。これに対し、市民負担を前提と

した行財政改革から市民の生活を守る市政に転換するという一致点

を軸に、様々な市民・団体との協同を強める必要があります。 

 

３．２０２２年春闘をめぐる情勢 

春闘は、個別労使の交渉だけでは解決しない賃上げ・労働条件改

善を、全体のたたかいによって勝ち取るために始まりました。しか

し、非正規雇用の拡大などで、この２０年以上、ＯＥＣＤ加盟諸国

の中で、日本だけ平均賃金が低下しています。コロナ危機の今こそ、

国民の要求を掲げた国民春闘が求められています。 

そうしたもとで、連合は１２月２日に２０２２年春闘の統一要求

で、定期昇給分を含めた賃上げ目標を４％程度とする基本構想を決

定しました。岸田首相は、２０２２年の春闘に向け、１１月２６日

に、経団連の十倉会長など経済団体のトップらが出席した「新しい

資本主義実現会議」で、賃上げに向けた協議を「３％を超える賃上

げを期待する」と企業の協力を求めました。経団連・十倉会長は、「企

業業績が出た成果を、適切に配分していくことはやりたい」として

います。 

 今求められているのは、すべての労働者の賃上げです。大企業に

は内部留保のため込みを改めさせ、中小企業には支援を強化し、民
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間企業の大幅賃上げ、最低賃金時給１５００円の実現と全国一律最

賃制度の確立を進める必要があります。 

 

４．平和・民主主義をめぐる情勢 

昨年１０月の総選挙の結果、自民党は議席を減らしたものの絶対

安定過半数を確保し、公明・維新を加えた改憲勢力が３分の２を占

める結果となりました。岸田首相や、「党是である改憲に向け、精力

的に取り組む」と改憲への意欲を示し、自民党の憲法改正推進本部

を実現本部に改めるなど、改憲に向けての前のめり発言を繰り返し

ています。また、維新の会と国民民主党が、「憲法改定議論の加速」

で合意し、自民党の改憲策動を応援。後押ししていることも重大で

す。 

さらに、岸田首相は１２月、歴代首相の所信表明演説のなかで初

めて「敵基地攻撃能力」の検討を明言しました。２１年度の補正予

算では軍事費が６兆円を超え、大軍拡を進めようとしています。 

改憲を許さず、海外で戦争する国づくりにストップをかけ、国民

のいのちと暮らしを守る政府を実現する必要があります。 

 

Ⅲ．具体的な取り組み 

１-A 職場の要求を結集し、安心して働ける職場をつくる取り組

み 

（１）春闘アンケートをもとに、京都市職労２０２２国民春闘要求

書を作成し、京都市当局に提出し、その実現に向けた協議を進

めます。また、人事委員会に対して、賃金・労働条件改善に資

する勧告を求め、要求書提出・申し入れを行います。 

 

■第２回書記長・賃金部長会議 

＜日時＞ ３月上旬頃 

■春闘要求書提出交渉 

 ＜日時＞ ３月２３日（水）（予定） 

■人事委員会要求書提出交渉 

 ＜日時＞ ４月下旬頃 

 

（２）コロナ禍で住民の生活が厳しさを増すなか、住民のいのちと

暮らしを守るために必要な人員の確保を求めます。また、確定

交渉で「業務量の減少が確実に見込める部分についてのみ、職

員数を削減していこうとするものであり、単に財源不足等の理

由により人員削減を進めるわけではない。」との答弁を担保さ

せるため、理由のない減員があれば情報を本部に集約し人事部

を追及していきます。 

 

■区協・福祉評要員闘争 

＜時期＞ ４月中旬 

 

１-B 公民一体ですべての労働者の賃金引上げを実現する取り

組み 

（１）春闘を起点に、民間の賃上げを公務につなげて、さらに民間

へと波及させていく「賃上げサイクル」を加速させるため、全

労連・自治労連が呼びかける取り組みに参加します。京都総評

２０２２京都国民春闘会議・各地区労に結集します。 

 

■２２国民春闘統一行動 

＜日時＞ ３月１０日（木） 

＜内容＞ 連帯・支援行動、宣伝行動 

    ■争議支援カンパ運動 

     ＜集約＞ ３月１１日（金）まで 

     ※各支部の執行委員会等で集めてください。 

■第９３回全京都統一メーデー 

＜日時＞ ５月１日（日） 

 

（２）初任給水準の引上げ、非正規職員の賃金底上げにつながる、

最低賃金の大幅引上げと全国一律最低賃金制度の確立に向け

た運動に取り組みます。 

 

■最賃アップアクション宣伝行動 

＜日時＞ ３月６日（日） 未定 

＜場所＞ 四条河原町（予定） 

 

２．組織拡大・強化の取り組み 

 今年も、早い時期の新規採用者の加入を進めると同時に、職場で

のきめ細やかな取り組みを重視して、未加入者の加入で総合的に組

織拡大をすすめていきます。 

 

（１）2021年度新規採用職員の組合加入の取り組み 

これまでの歓迎・説明会で加入にいたらなかった方について、

加入を躊躇する理由に丁寧に応えながら３月末までに再度加入を

促します。 

 

（２）組織強化の取り組み 

 組合員を増やし要求を実現していくためには組合活動に主体的

に参加する人を増やし広げていくことが必要です。そのために、

コミュニティオーガナイジングの手法を組合活動に取り入れ、リ

ーダーを増やしていくことに重点をおいて取り組みます。 

 

   ■京都市職労組織集会 

    ＜日時＞ ２月下旬～３月 

 

（３）新規採用職員の組合加入の取り組み 

①研修期間の取り組み 

○今年もコロナ感染拡大の状況によって研修計画が流動的にな

ることが予想されます。スケジュールの詳細をつかむことと

同時並行で加入グッズやビラの作成、配布などの宣伝の取り

組みを進めていきます。 

 

②組織強化とあわせた職場での取り組み 

○【１０日間プロジェクト】に取り組みます。コミュニティオ

ーガナイジングの手法に基づき、組合活動に主体的に参加す

る人を増やし広げながら取り組みます。 

・十分な感染対策をとったうえで、職場配属後１０日以内に

支部で歓迎・説明会を開催する。 

・職場の身近な先輩や上司と一緒に歓迎・説明会を企画、実

施し、その場で加入を訴える。 

・本部からの説明は１０分程度で、身近な先輩からの訴えに

重点を置く。 

○早期開催の歓迎・説明会で加入にいたらなかった場合は、加

入を躊躇する理由に丁寧に応えながら６月末までに再度加入

を促します。 

 

 ③加入に向けた準備 

  ○各支部で職場配置後、速やかに取り組みを進められるよう役

員や職場の先輩と意思統一を図ります。 
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○組織拡大のためのビラや資料、歓迎・説明会でのパワーポイ

ントなどを作成します。 

○組織拡大の状況、支部の取り組みや工夫などの奮闘をサポー

ターLINEで共有します。 

○新規採用者に向けての動画「#労働組合にできること」を作成、

配信します。 

 

（４）異動対象の職員に対する取り組み 

人事異動時期の取り組みを重視し、脱退者を出さず、新たな組

織拡大のチャンスとして取り組みます。 

○異動者を内示の時点で早期に共有し、異動前後の職場の仲間

が連携して引き続き加入を呼びかけます。４月中に支部歓迎

会、説明会、あいさつまわりなど、顔が見える取り組みをし

ましょう。 

○本庁協議会と共同して、異動で本庁職場に配属された組合員

に対して、市職労が見える丁寧な働きかけを意識的に取り組

みます。 

 

(５) 新たに再任用で働く職員に対する取り組み 

  ○管理職から再任用職員となる方に対して、加入を訴えます。 

  ○組合員については継続を呼びかけます。 

 

（６）会計年度任用職員と臨時的任用職員の仲間を迎える取り組み 

○会計年度任用職員Ａ・Ｂ・臨時的任用職員への加入を訴える

手紙やビラなど、任用の課題にかみあった宣伝物を作成しま

す。 

○新規採用者、未加入者を対象に歓迎会、説明会などの開催に

取り組みます。 

 

（７）自治労連共済拡大の取り組み 

 「春の拡大月間（３月〜６月）」は、「助け合いの共済」である

自治労連共済を組合員拡大と組織強化の一環として位置づけなが

ら、新規採用者・組合未加入者に組合と共済への加入をセットで

訴える取り組みを進めます。そのためにも、加入者プレゼントや

学習会など工夫ある取り組みを進めます。 

 

（８）学習の取り組み 

  ①賃金ハンドブックを作成し、賃金権利学習の資料としても活

用します。また、上部団体等が作成する学習動画も積極的に

活用し、学習に取り組みます。 

  

    ■学習動画：２２国民春闘討論集会 

「コロナ不況から、雇用とくらしを守るために―社会的

な賃金闘争の意義—」 

講師：中澤秀一さん（静岡県立大学短期大学部教授） 

 

  ②京都学習協主催のセミナーや京都中央労働学校のほか、上部

団体や民主団体が主催する学習会、講演会について、財政的

な援助を行うなど積極的な受講・参加を進めます。 

    

    ■京都学習協議会主催「第１７１期 京都中央労働学校」 

     本科 ＜日程＞ ２月１９日～４月２９日 

     専科「自然科学学科―みんなで考える科学とは    

（ファデラー著「ロウソクの科学」を読む）」 

        ＜日程＞ ２月２４日～３月３１日 

    ■京都学習協議会主催 ２２年春の情勢セミナー 

     ＜日時＞ １月２６日～２月２３日 

 

（９）宣伝活動 

春闘方針にもとづき、市職労新聞・ポスター・学習ビラの発行

をすすめ、ホームページ・ＳＮＳなど有効に活用し、組合活動の

情報発信と共有、交流のツールとして、組織強化に依拠する「組

合の見える化」の役割を前進させる宣伝物の充実を図ります。 

組合員や民間の労働組合、市民とともに、春闘に取り組み、組

織拡大をすすめる工夫を検討する上で、市職労新聞の発行に加え、

ＨＰやＳＮＳの活用促進を図ります 

 

３-A 職場の意見が反映された民主的な行財政改革を実現する

取り組み 

京都市の財政縮減だけを目的に市民負担を前提とした行財政改革

の進め方に反対し、コロナ禍に苦しむ市民の生活を守る市政に転換

するための取り組みに全力を上げます。各団体や地域での学習会の

要請に応えて講師を派遣し、各団体が行う署名や宣伝などに積極的

に参加するなど、市民・団体との協同も進めます。 

 

（１）令和４年度予算で不要不急の事業が徹底して見直されている

か、削減した事業も含めて詳細を明らかにさせ、職員が納得の

いく説明を行うように引き続き追及していきます。 

 

（２）現在進められている行財政改革計画の問題点を学ぶため、学

習動画も活用した学習運動をすすめ、併せて財政再建がどうあ

るべきかの議論を行います。 

 

 ■京都市職労行財政改革計画に関する学習＆意見交換会 

＜日時＞ ２月２５日（金）１８：３０～２０：００ 

＜内容＞ 学習動画「京都市行財政改革計画の撤回を

求めて！オンライン学習会」（昨年９月開催）

の視聴と意見交換 

 

３-B．国による自己責任の押しつけから国民のいのち・暮らしを

守る取り組み 

（１）医療・衛生職場で深刻となる長時間過密労働や感染の不安を

抱えながらの労働を改善させるため、「新いのちの署名（安心・

安全の医療・介護・福祉を充実し、国民のいのちと健康をまも

るための国会請願署名）」を地域に広げる取り組みを進めます。 

 

 ■新いのち署名ハガキ版地域配布集中行動日 

＜日時＞ ３月６日（日） ９：３０ 本部集合 

  ＜場所＞ 市職労本部周辺 

 

（２）住民のいのちとくらしを守る自治体・公務公共労働者が、長

期間過重労働を強いられている状況を解消するため、時間外労

働の上限規制・体制充実と人員増を求めて「（仮称）『住民を守

る人』を守る運動」を、職場と地域で取り組みます。 

 

 ■「いのちとくらしを守る全国交流集会」 

  ＜日時＞ ２月２３日（水・祝）１３：３０～ 

  ＜場所＞ オンライン 

■「（仮称）『住民を守る人』を守る署名」 

＜集約＞ ３月１１日（金） 

■「（仮称）『住民を守る人』を守る署名」ハガキ版地域

配布集中行動日 
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※「新いのち署名」とセットで活用します。 

＜日時＞ ３月６日（日） ９：３０ 本部集合 

  ＜場所＞ 市職労本部周辺 

 

（３）新年度の国民健康保険料の決定を控えた時期に、社保協、各

地区労の実施する生活相談会に積極的に参加します。 

 

（４）社会保障に回されない消費税の引き下げを求める取り組みを

進めます。 

 

■重税反対統一行動 

＜日時＞ ３月１１日（金） 

＜内容＞ 申入れ、集会、宣伝 

 

（５）原発依存からの脱却と再生可能エネルギーへの抜本的な転換

を求める取り組みを進めます。 

 

     ■バイバイ原発３．１２きょうと 

＜日時＞ ３月１２日（土） １３：３０～ 

＜場所＞ 円山公園音楽堂 

 

４．憲法と平和を守り、戦争に協力しない自治体を目指す取り組

み 

（１）平和を守る取り組み 

憲法改悪、戦争する国づくりに共同で反対するために、「憲法９

条京都の会」「共同センター」「六者合同闘争委員会」に結集して、

街頭宣伝など、憲法を暮らしの中に生かし、守る運動を進めます。

とりわけ、総がかり実行委員会が新たに提起する「憲法改悪を許

さない全国署名」に、職場と地域で取り組みます。 

 

    ■「憲法改悪を許さない全国署名」 

     ＜集約＞ ３月３１日（木） 

     ＜対象＞ 全組合員 

   ■５・３憲法集会 

      ＜日程＞ ５月３日（火） 

      ＜場所＞ 円山音楽堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２国民春闘会計（案） 
 

Ⅰ 春闘組合費の徴収について 

１． はじめに 

２０２２国民春闘においては、コロナ禍のもと、人間らしい働き

方を実現するとともに、労働者・国民の生活を立て直し、地域経済

を再生させるために奮闘することが求められています。また、岸田

政権は歴代首相も言及しなかった「敵基地能力保持の検討」を表明

するなど、これまで以上に「戦争できる国づくり」に前のめりであ

り、憲法改悪を許さない闘いを大きく広げていくことがますます重

要になってきています。 

このような取組を大きく成功させるためには、全組合員の運動へ

の参加、組織拡大・強化、地域との共同が必要です。これらの活動

を保障するために、国民春闘争財政の確立をはかります。 

 

２． 京都自治労連の決定事項 

京都自治労連は、第 89回定期大会において、臨時組合費として 

ア 京都自治労連闘争資金     １，０００円 

イ 京都自治労連組織強化拡大費    ２００円 

ウ 京都総評臨時組合費        ２５０円 

エ 自治労連未組織対策費       ６００円 

オ 自治労連闘争資金       １，５００円 

カ 自治労連春闘資金       １，０００円 

の計４，５５０円を徴収することを決定しています。 

 

３． 徴収金額 

２０２２年国民春闘闘争財政を確立するため、京都自治労連の臨

時組合費と市職労独自分を含め、次のとおり春闘組合費を徴収しま

す。 

ただし、新型コロナウイルス感染拡大の影響による活動実態や、

職員の賃金カット期間であることを踏まえ、組合員の負担軽減を図

る観点から前年度より減額します。 

一組合員平均２,２００円（再任用組合員は１,８００円）を春闘

組合費として徴収します。 

会計年度任用職員Ａは、市職労独自分のみとし一人平均２３０円

とします。 

会計年度任用職員Ｂ及び臨時的任用職員は、春闘組合費は徴収し

ないこととします。 

 

４． 具体的な徴収方法 

 例年、一般職と再任用の組合員については４月、５月、６月およ

び夏期一時金の４回、会計年度任用職員Ａの組合員については、５

月、６月、夏期一時金の３回に分けて徴収していましたが、今回は

いずれの組合員も夏期一時金のみからの徴収とします。 

 

時期 ６月３０日 

徴 収 割 合 支給額（本給・地域手当×一時金月数） 

×１,０００分の３ 

合計平均額 ２,２００円 

＊再任用の組合員は一般職組合員と同様に１回で徴収します。 

合計平均額１,８００円 
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＊会計年度任用職員Ａの組合員も１回（６月３０日、一時金月数

×１,０００分の１）で徴収します。 

合計平均額２３０円 

 

Ⅱ ２０２２ 国民春闘闘争財政会計 （案） 

これまで春闘闘争財政については、特別会計を立てて財政措置を

行ってきましたが、組合員の減少に伴い財政規模も年々縮小してき

ており、事務効率化の観点も踏まえて一般会計の補正によるものに

変更します。 

国民春闘に関わる収支について、前項による徴収金額の見直しに

応じて、支出についても下記のとおり見直しを図ります。 

 

１． 収入 

（１）今年度の春闘組合費は、１組合員平均２,２００円（再任用職

員は１,８００円）として１回徴収します。会計年度任用職員

は平均２３０円として１回で徴収します。 

（５，６００,０００円） 

（２）２０２０年国民春闘闘争財政の繰越額を繰入金として計上し

ました。 

（２，８９３，５８８円） 

 

２． 支出 

（１）上部団体負担金として、京都自治労連臨時組合費分を計上し

ました。 

     （＋１２,０００,０００円） 

 

（２）ストライキ賃金補償については、京都自治労連に請求します。 

 

（３）支部助成金については、春闘組合費の２０％を計上しました。 

（＋１，０６０，０００円） 

 

※これまで支部還元金として臨時組合費収入の１０％、組合員数

に応じて支部助成金を計上していましたが、一本化して計上しま

す。なお、階層組織への助成については、新型コロナウイルス感

染拡大のため例年どおりの活動ができない状況を踏まえ、計上し

ていません。 

 

（４）闘争対策費については、２０２０年度春闘会計実績をもとに、

春闘闘争分を計上しました。 

（＋３００,０００円） 

  

（５）専門部活動費宣伝費については、２０２０年度春闘会計実績

をもとに、春闘闘争分を計上しました。 

（＋５００,０００円） 

 

その他必要な経費を捻出するため、一般会計の当初予算を以下の

とおり減額補正します。 

 （１）会議費大会運営費は、定期大会の実績を踏まえ、減額します。 

（▲４００，０００円） 

 

 （２）組織活動費は、昨年度実績を踏まえさらに減額します。 

（▲１，０００，０００円） 

 

（３）地協活動費は、昨年度実績を踏まえさらに減額します。 

（▲８００，０００円） 

 

（４）行財政活動費は、現時点での執行予定を踏まえさらに減額し

ます。 

（▲１，５００，０００円） 

 

（５）繰出金春闘会計は、繰り出しがなくなります。 

（▲２，０００，０００円） 

２０２２国民春闘方針（案）及び２０２２国

民春闘会計（案）は、２０２２年３月上旬開

催の第３回中央委員会にて最終決定をする

予定です。それまでは、本方針（案）につい

てのご意見を、随時受け付けています。 


