2014年3月

1,600円

主に課長や主査クラスの賃上げ
2015年3月

2,400円

主に一般社員クラスの賃上げ
2016年3月

1,600円

月給制の非正規には平均1100円賃上げ

今春闘の賃上げは、主要

④500人を超える事業所。

すら会社は口にしません。

超勤手当削減を狙う
服務制度の見直し

工事立会等
所定内労働
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今年度から導入される、

のように、これまで時間外

月 から健康 保険料
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応する」などと、問題点を

削減を狙っています。

もので、超勤手当の節約・
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年加入者特例」

ついて指摘し、具体策の検

時間未満、あ るいは月

①１週間の所定労働時間

るようにすること。

週休パターンの変更をでき

４日勤務等への雇用変更や

務者については、特別に週

すこと。②現行の週３日勤

日勤務者の労働条件を見直

義務が生じないように週３

にし、社会保険料の支払い

額賃金を８万８千円未満等々

が

求の実現を めざしま しょう 。

求します。Ｎ関労に入り要

私たちは、次のとおり要

います。

料の支払い義務が生じると、 先 送 り す る 態 度 に 終 始 し て

「厚生年金

で、基礎年金を受給されて

いる方は、受給できなくな

り、１００万円近い減収と

なります。

Ｎ関労に入り
要求したたかおう

討を行うよう繰り返し交渉

私たちは、以上のことに
の週３日勤務の一部の労働

省の省令などが出てから対

しかし、「会社側は厚労

者に、厚生年金保険料など

歳超え契 約社員

さらには、厚生年金保険

労働で対応してきた仕事を

労働時間制の導入は、図１

勤務開放時間
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分断勤務や１年単位の変形

（表２）。

工事立会等

所定 内労働（7.5Ｈ）

制度改悪で年収減額つづく

８社が１６００円・地域会

③継続して1年以上雇用されること。

所定内労働（6Ｈ）

低額 差･別的な回答

ます（表１）。しかし実際は、

社は１１２０円と低額です。

②月額賃金が88,000円以上。
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この３年間、春闘で賃金は少

各種の制度改悪などが行われ

別的で低額な賃上げを３年

げに伴い数万円の年収減額
を行った問題については、
社員を欺きつづけ反省の弁

歳超え契約社員の週３日勤務

今年

基礎年金が受給
できない恐れも

大幅減収の可能性
①1週間の所定労働時間が20時間以上。
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しずつ上がっているように見え

（表２）、年収は減額されてい

間つづけてきましたが（表

ＮＴＴは、このように差

月給制社員の賃金は多少上

１）、制度の見直し（改悪）

歳超 え契約社 員は

がりましたが、時給制社員

旧賃金制度に 比
べ15％程度減額
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■Ｎ関労に加入し、生活と権利を守ろう！ あなたの加入をお待ちしています。 ℡03-6806-0255

しかも

ためには賃上げは必要」という

の賃上げは全くのカヤの外

処遇体系の再構 築=賃金制度の見直し
54歳未満の東日 本社員などが対象
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ます。交渉で「経済の好循環の

ＮＴＴは、やっていることは真

2013年10月

年収減額を行っています

逆、悪質で許せません。Ｎ関労

減額される金額

そればかりか、時給引上

を通じて、賃上げ分以上の

提案内容と対象者など

図 1：分断勤務の イメージ

してきました。
強）の支払い義務が生じる
ようになります。
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におかれています。

表２：ＮＴＴ東日 本などの賃金や手当 の削減一覧
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の社会保険料（月額１万円

Ｔで働く

（上記の①～④項）、ＮＴ

会保険の加入条件が拡大し

や厚生年金保険料などの社
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に 入 って 、 制度 改 悪を 止 めさ せ 、

2016年4月

60

今年10月から実施予定
社会保険の新たな加入条件

大幅賃上げを目指して、たたか

年 月

いましょう。

2015年4月

旅費制度の見直 し
月額5,000円前後
500円の日帰り日当などの廃止
時給制60歳超え契約 社員の賃金見直し
年収数万円減
（時給引上げに伴い年収を減額した）
服務制度の見直 し＝分断勤務や
超勤手当の削減
1年単位の変形労働時間制などの導入
2014年3月
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表１：この３年間のNTT東日本の賃上げ

歳超え契約社員の週３日勤務
義務が生じ、あわせて基

けが、社会保険の支払い

礎年金が受給できなくな

を超える事業所。
なお詳細は、省令等で

ると、１００万円近い減

決めるので不確定要素は
あると、厚労省は付け加
収となります。

こうした、週休パター

要求実現をめざそう

えています。

支払い義務が
生じる対象者は？

３日勤務者のうち、「今

千円未満にするなど、週

早急に月額賃金を８万８

幅減収にならないように、

ンの選択の違いだけで大

年９月の月額賃金が８万

歳超え契約社員の週

①１週間の所定労働時間

８千円以上」となり、社

が生じます。

の社会保険の支払い義務

料や厚生年金保険料など

このままでは社会保険料の
支払い義務が生じてしまう
社会保険の
新たな加入条件
厚労省に問い合せたと
時間以上、②今年９

円以上、③継続して１年

月の月額賃金が８万８千

生じる方は表３の通りで

会保険料の支払い義務が

見直すよう、今後も要求

３日勤務者の労働条件を

が

下の４つのすべて の要件 ・

以上の雇用、④５００人

週４日勤務等々への雇用

また、現行の週３日勤

し交渉を続けます。

月から、健康保険
す。

の方は「厚生年金

変更や週休パターン変更

安倍政権が昨年９月強行採決した

入者特例」で、基礎年金

をできるよう要求します。

円

戦争法によって、集団的自衛権が行

を受給されている方もい

Ｎ関労に入り、要求の実

特に、時間賃金が

この集団的自衛権とは、日本が攻

使できる よになります。

ます。このうち、週休日

現を目指しましょう。

わたり同一労働同一賃金の

勧告を行っていますが、無

また、先進国では最低賃

視してきました。

金は１０００円以上が当た

働同一賃金」といいはじめ

安倍晋三首相が「同一労

最低賃金を１５００円に引

ていけません。私たちは、

７円です。これでは暮らし

平均７９８円、東京は９０

安倍首相の
同一労働同一
賃金を斬る

ていますが、参議院選挙を

上げるよう政府に要請して

り前ですが、日本の最賃は

にらんでのアドバルンと考

かりです。

いますが、格差は広がるば

えるのが妥当でしょう。

現に、ＩＬＯ（国際労働

機関）は日本政府に８回に

ＮＴＴで働く派遣社員は

通勤費も支給されていませ

ん。労働契約法では、こう

した差別的な扱いは禁止さ

れていますが、罰則規定が

ないため差別的な扱いが放

安倍政権の甘い言葉に惑

置さ れている のが現 状です 。

わされず、私たちと共に要

じる主婦ローラ。そして

は彼女に静かな環境を与

ヴァージニアのために夫

男性には計り知れない暗

覚める時、その意識は、

求の 実現を目 指しま しょう 。

現代のニューヨークで

く深い渕の中にあるのか

務者については、特別に

撃されていない相手国に対して、日

が月曜と火曜など表３の

１９２０年代、『ダロ

もしれません。

が描かれます。

えます。ローラの夫もま

この作品は三

た、妻を深く愛し「高校

つの時代を生き

『ダロウェイ夫人』と呼

フ。１９４９年、『ダロ

じるヴァージニア・ウル

実に生きようとします。

サ。それぞれが自己に忠

プ演じる編集者クラリッ

いま す。

とは全く違う所を流れて

はずではない」と夫たち

タル可

（み）

ダルドリー。ＤＶＤレン

監督＝スティーブン・

ばれるメリル・ストリー

今もママを愛している」

しかし、彼女たちの意

と子 どもに言います。

イギリスの女性作家、

ウェイ夫人』を読んでい

２００２年 アメリカ

時 代 の マ マ は 綺 麗 だ っ た。

ウェイ夫人』を執筆中の

ストーリー展開
でドラマチック
に描き片時も目
を離すことがで

ヴァージニア・ウルフの

識は「私の人生はこんな

『ダロウェイ夫人』を縦

女性が自立し自我に目

るジュリアン・ムーア演

心の病に犯されている

糸にそれぞれの愛と葛藤

きません。

めぐりあう時間たち

ニコール・キッドマン演

（注 ）今年９ 月の月例賃金で のＮ 関労 の試算

た女たちの一日

表 ３ ：社会 保険料の 支払 い義務が 生じる 60歳超え の週３ 日勤務 者
時間 賃金な ど
週休 パタ ーン
93 0円(今年 度末で 63歳以 上)
月･火
月 ･水 月 ･木
10 00円(非 加算地域 の今年 度 末62歳以下 ) 水・ 金と木・ 金の週休 者 以 外
10 62円(3級 加算地 域の今 年度末 62歳以下 ) は、支払い 義 務が生 じる
1級 と 2級加 算地域 の今年 度 末62 歳以下
全員 が支払 い 義務 が 生 じる
をスリリングな

年加

本 の 国 から 武 力 攻撃 を す る こ と で す 。

週休パターンの方たちだ

戦争法に基づく集団的自衛権の行

を攻撃す る口実となります。

先制攻撃をされたことになり、日本

それは、相手国からみたら日本から

930

条件を満たしたときに、

きの話によりますと、以

60

60

10

戦争法＝安保関連法は、
国民の命を危険にさらす
使は、日本国民を守るのではなく、
国民の命を戦争の危険にさらす
ものです。
日本は憲法９条のおかげで、
年間、戦争で一人も殺し、殺

憲法９条 を活かした 外交こそが 、
日本の平和と安全を守ります。
いま戦争法の廃止署名は１２
００万人を突破しました。ご協
力をお願いします。
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今年

戦争法廃止署名1200万人突破
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■Ｎ関労に加入し、生活と権利を守ろう！

最賃引上げのデモ＝4月15日渋谷
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されるこ とはありま せんでした 。
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