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●コンピュータ労働者に
ふさわしい賃金で、残
業を無くし、健康で文
化的な生活を。

●働く者が幸せになる平
和なコンピュータ社会
を。

電算労「この会社に入って良かっ

たなという幸福感を満たすような

思いがある。下期に関しても全体

あり、できる限り出したいという

体変更をすることになった。」

維持が可能なので４月１日より母

東海興業保険組合は資産があり、

なわず解散ということになった。

事再生法の適用を申請したが、か

会社「昨年の４月に東海興業が民

たと聞いたが。」

東和システム健康保険組合になっ

業の健康保険組合が東和に移って

和システムの親会社である東海興

電算労「社長メッセージでは、東

どうなったか確認したい。」

しを行うと聞いていたが、その後

た人事制度は、２年ほど前に見直

ている新しい役割給をベースとし

電算労「一点目は、毎年お聞きし

ある。」

電算労「２点お伺いしたいことが

した。

および大久保洋子氏が出席されま

会社側からは、村上良夫監査役

日に は大 阪で

的によかったので（賞与の）月数

電算労「この間、不景気から回復

電算労「二点目は、以前アルバス

日 に東 京で 、４ 月３ 日と

も多くした。」

しつつあるかと思うが、この１年

には働き盛りの若者がたくさんい

３月

会社にしていただきたい。どれく

らい変わったか、また来年話を伺

歳まで勤めたのは２名だけだ。」

間の仕事の状況はどうか。」

た。その若者がいなくなっている

いたい。」

電算労「ＩＴ業界の中でも年齢が

会社「持ち直したという状況には

という話を聞いている。この３年

と

日（木）には大阪で開催さ

れました。

歳の定年になって継続雇用で働い
ている方は何名いるのか。」

東京では小林寛志議長はじめ、
総勢８名が、大阪では小林議長お

会社「現在はゼロだ。過去に

を過ぎても仕事が継続できるよう

えないといけない。企業が

よび篠塚芳教事務局長が申入れを
行いました。

■東 和 シ ステ ム
会社側は総務部の神田統括部長
および伊勢部長長が出席されまし
た。

電 算 労 「 聞 き た い こ と が ３ 点 あ る。 な 体 制 を 作 っ て 欲 し い 。 」
昨 年 、 大 阪 で の 赤 字 の 話 が あ っ て、

会社「今年は、９名だ。」

電算労「新卒者は何人取ったの か。」

ど変わらない売上だ。」

ということはなく、昨年とそれほ

そんなに大きく仕事が増えている

の方も出てきている。ただ、今年

多少は回復してきた。また、仕事

会社「不平、不満は聞かないが、

のか。」

は良かったなどの声は集めている

電算労「個別の不平、不満あるい

括はできていない。」

の３月に見直しをしているが、総

会社「人事制度については、去年

た 。 退 職 選 択 制 の 実 施 な ど に よ り 、 か 、 あ る い は 下 が っ て い る の か 。」

■アルバス

日

毎年、春闘時期に行われている

２つ３つ上がったからといって仕

至っていない。一昨年が大赤字で

間程の定着率がどうなのか。それ

その後、夏、冬の一時金の回答を
見 る と 、 例 年 よ り 良 く な っ て い る。
ど の よ う に 状 況 が 変 わ っ た の か 。」
会社「その問題が片付いたという
ことではないが、そのマイナス分
は 前 期 で ほ と ん ど 吸 収 で き て い る。
夏の賞与に関しては、これまで抑
えて来ているところがあり、現在
の社長は、会社に対して望みを持
てるような金額を出せるようなと
ころまで行きたい、という考えが

60
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経営申入れは、去る３月
（月）に東京で、４月３日（木）

事ができなくなるような状況を変

翌年も赤字が続くと銀行も引き上

に関連して収益、利益に対して賃

電算労「二つ目は、現時点で

才

げるとの状況があったので、翌年

金水準が連動して上がっているの

17

は 何 と し て も 黒 字 に す る 必 要 が あっ
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年 前に比 べる と定 着率

なってしまうと危惧してきた。」

と、風 通しのよ くな い労使 関係に

るのだ というこ とに なって しまう

ならな い。会社 側が 一方的 に決め

出せる ような要 素を 作らな ければ

電算労 「毎年、 春闘 時期に 要求を

てきていない。」

たが、社員からの要望などは上がっ

まだ、評価を上期と通期、２回行っ

者は離れ ていっ てしま うので はな

うという 長期展 望を見 せない と若

だ。長い 目で見 てこの 会社に いよ

白い、そ して人 間関係 が良い こと

位３つは 、給料 が高い 、仕事 が面

電算労「 会社に 定着す るため の上

ない。」

げていく 努力を してい かねば なら

ても大き な問題 なので 定着率 を上

が出てい る。こ れは、 会社に とっ

いない というこ とで はない と思う 。 てこれか らとい う時に 退職す る人

手な ので、競 争入札 であ り、金 額

にさ らされて いる。 市場 が役所 相

て言 うと他社 と同じ で厳 しい競 争

事は ＣＳであ り、Ｉ Ｔ業 務に限 っ

味で 東京都の 管理団 体と しての 仕

シェ アを占め ている 。そ ういう 意

Ｓと いう代行 業務、 これ が大き な

昔は ＩＴのみ だった が、 現在は Ｃ

正し いが、保 たれて いる 部分は 、

一定 程度保た れてい ると いう点 は

会社 「指定管 理団体 だか ら仕事 が

の仕事 ができる ように とい うこと

ンなど 、どちら かとい うと 提案型

むとい うより、 コンサ ルテ ーショ

要とな ってくる 。プロ グラ ムを組

ていけ るか、と いうの が戦 略上重

「上流工程を我々がどれだけやっ

には踏んでいない。」

人を増 やせば楽 になる とい うよう

そのよ うな人数 の問題 もあ るが、

に問題 があると 思って いる 。一部

く、仕 事の与え 方とい った ところ

ては、 業績が厳 しい 状態が 続いて 、 がどのよ うな手 を打っ ている のか

マンシ ョック以 降の ３年間 につい

は下がっていると思う。特に、リー

が問題だ。」

かってい る。そ れに対 して会 社側

いか。会 社を辞 めてい く理由 は分

に 言ってい る。時 期は遅 れて も出

具 体的な要 求を春 闘時に 出す よう

把 握して、 それを 是正す るた めの

電 算労「当 該支部 へは、 問題 点を

ろが あるが、 不景気 の中 では出 す

意味 では民間 企業と は異 質なと こ

たり というこ とにな る。 そうい う

勝負 であった り提案 力勝 負であ っ

の仕事 を受け持 つのか 、一 人一つ

もそう だが、そ の人が どれ くらい

教育し シフトし ていく とい うこと

を考え ている。 そうい うと ころを

会社 「

従業員 にも我慢 して もらっ た部分

必要が あると思 う。単 純に 人が足

では採 算は取れ ないの で、 その辺

りない のではな く、仕 事の 与え方

仕事 を抑制し たり、 かけ る費用 も

ていない、ということだと思う。」

す ことにな るので 、その 時は 真摯

ので 、形は違 うが民 間企 業と同 様

電算労「スキルバランスが悪くて、

電算労「 近年ア ルバス では中 途採

に厳 しい戦い を強い られ る状況 で

スキル 分布が一 様でな けれ ば、当

がある ので、そ れに 対する 不満が

い。 そういう ところ を是 正しつ つ

然どこ かで負荷 がかか るこ とにな

のとこ ろを見極 めつつ やっ ていく

生き延びていくというところでやっ

る。こ の業界で は仕事 がで きる人

抑え たりとい うこと にな ると思 う

ているので、ご理解いただきたい。」

間が、 できない 人間を カバ ーする

に対応していただきたい。」

電算 労「経営 側は当 然、 日々、 毎

会社側か らは、 加藤管 理本 部長 、 ある 。だから と言っ て過 酷な労 働
を強 いるのが 良いと は思 ってい な

■ＰＵＣ分 会

週、 毎月の作 業管理 はし ている と

ために 残業時間 が増え てく るとい

用も行っ ている か。ま た、以 前に

会社「以 前に比 べると 増えて いる

思う が、残業 時間の 多い 少ない を

うこと がある。 労働組 合の 幹部と

あった のではな いか 。それ に耐え

年 の 減少

分析 してどこ の部門 が人 が少な い

いうの は企業に とって も優 秀な社

が出席されました。
電 算労「一 般の企 業であ れば 、不
景 気になれ ば仕事 が減っ て残 業も
減 る。ＰＵ Ｃの場 合は東 京都 の指
定 管理団体 となっ ている ので 、世
の 中の好不 況には 大きく は影 響さ
れ ていない という ように 見え る。
企 業として は仕事 は減る より 増え
た ほうが良 いが、 仕事が 増え るこ
と に対する 適正な 増員は どう なの
か、その点について伺いたい。」

多い か少ない かとい う議 論では な

場で団 体交渉を 進めて いる ような

会社 「ある程 度把握 はし ている が 、 きちん と経営と 対峙し て対 等な立

といっ たところ のスキ ルが 確立し

かと いうこと が明確 にな ってい る

員であ る、との 見方を して いる。

鈴 木人事部 長およ び芳澤 労務 課長

か。」

比べると増えているか。」

年、

が、ここ ２年は 採って いない 。３ 、

２ ００ ９ 年 、
は大き かった。 最近 は、教 育を終

るかもしれない。」

い場合も あり、 そのよ うな人 がい

音のとこ ろが拾 い上げ きれて いな

いう報告 は上が ってい ないが 、本

会社「そ のよう な理由 での離 職と

懸念はないか。」

がいるの ではな いか。 そのよ うな

れるのか 、と思 ってい るよう な人

くと、こ のまま この仕 事を続 けら

いと聞い ている 。多忙 な状態 が続

電算労「 有給の 消化が 進んで いな

４年前に中途採用を行った。」

11

られず に、やめ た人 が多か った。

10

えて独り立ちをしていく中で、育っ
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めたわ けではな い。 組合の 人たち 、 単純に人 が足り ないと いう話 では

的な話 しであっ て、 集めた くて集

う立場 になって いる という 結果論

負って 歩いてい た人 が、今 そうい

会社「 優秀な人 でか つて業 務を背

聞きしたい。」

いうこ とを加藤 本部 長の口 からお

てしま うが、そ んな ことは ないと

勘ぐっ てしまい 、穿 った見 方をし

場から 見るとこ れが 自然な のかと

を与え られてい る。 労働組 合の立

ていて 、かなり 長時 間にな る仕事

ちが一 つのセク ショ ンに集 められ

ＰＵＣ 分会の場 合、 そうい う人た

というの が課題 だと思 ってい る。

らないよ うにす るには どうす るか

いる。数 をこな す時に 負担の かか

そのよう な構造 になっ てしま って

なると数 をこな さねば ならな い。

どうして も少な めにな る。少 なく

を取って くる、 そうす ると利 益は

争入札で 大手と も戦い ながら 仕事

れは、う ちの宿 命でも あるが 、競

が出るよ うには なって いない 。そ

う一つは 、昔程 一つの 業務で 利益

にはない 、とい う問題 が一つ 。も

ても一人 が関わ る業務 数はそ んな

幹部は 、それな りに 優秀だ と思う 。 ディング をして という と、ど うし

ん と向かい 合って 努力し てい ただ

に なるとい う方向 で労使 双方 きち

ら いついて 、自分 たちの 作業 も楽

うか は別にし て改善 を図 る用意 が

合と 団交があ る。要 求ど おりか ど

も改 善を図っ ていき たい 。今週 組

単金 が上がっ ている そう だ。弊 社

とこ ろによる と、日 立、 ＩＢＭ は

一方 、技術者 不足が 大き い。聞 く

なか った。景 気も遅 れば せなが ら

申し 上げたが 、聞き 入れ てもら え

くす べての取 引に適 用す べきだ と

中小 企業庁に は資本 の額 に関係 な

企業 との間に 入って 一番 苦しい 。

いる 。弊社は 大手Ｓ Ｉ企 業と下 請

む必 要がある 。下請 法は 意識し て

欲し い。全社 一丸と なっ て取り 組

ない。」

職への 原資が増 えてい るわ けでも

部下以 上に残業 もして いる 。管理

職にはなりたくないと言っている。

金カッ トもあっ た。一 般職 も管理

特需 でハード の売り 上げ が伸び た 。 である 。業績が 厳しい 時期 には賃

上向 きである 。ウイ ンド ウズＸ Ｐ

電算労 「組合に 対する 説明 が不十

理職は 住宅手当 、家族 手当 が込み

給の千 円アップ の差で ある が、管

１万円 アップと Ⅳ等格 以下 の成果

会社側 「管理職 給与規 定改 定案の

か。」

かとの 懸念を持 ったが どう だろう

従来の 信頼関係 を崩す ので はない

と醸成 されてき た。今 回の 対応は

は良好な労使関係があったし、ずっ

なく、人 は足り なくて もみん なが

ければと思っている。」

労働者 の人たち に分 かって ほしい

分であ ったとい うこと か。 若い人

を

分から
時 ま での

時

分か

分短縮したこと

時半の

勤務 手当廃止 の件だ が、 休憩時 間

のは 駄目 だ。月 間

ある 。従業員 の犠牲 の下 にとい う

締 役）と塚 原智宏 人事部 スタ ッフ

ら

である 。またプ ロジェ クト 間支援

メント に割いて 欲しい 。人 が財産

会社 側「管 理職に は

しい。」

■ＮＣＳ労 組

いように するこ とが大 きな課 題だ

時間 残業を 繰り 返す こと がな

りで、うちの生き方としてどうやっ

と思って いる。 それは 、技術 力と

が、市 場が厳し いの はご存 じの通

てこの 苦しいと ころ でＩＴ として

いう問題 もある が、生 産方式 とい

ス ペシャリ ストリ ーダー が出 席さ

時間分は補填した。」

も実施していく。仕組みはできた。

を変え ていく。 男女と もに 働きや

長時間 労働につ いては 物の 考え方

年ほ ど前は仕 様変更 がそ の理由 で

すい職 場にして いきた い。 ８月に

スキ ルアップ の時間 がな くなっ た

壊後 は、安い 単価と 短納 期によ り

会社側 「ＰＭＯ はＰＭ のラ イセン

電算労「ＰＭＯについて聞きたい。」

は合併により人も増える。」

して いる。１ ９９０ 年代 の初頭 に

当該 組合は良 い意味 で貴 社と対 峙

行う。 ＰＭＰ資 格（Ｐ Ｍの 国際資

のプロ ジェクト はＡラ ンク ＰＭが

業で は、生活 残業が 横行 してい る 。 ス制度 だが、売 り上げ １億 円以上

こと が理由と なった 。低 賃金の 企

あっ た。

年代 初頭 のバ ブル 崩

と とも に変 化し てき てい る。

電算 労「長時 間残業 の問 題も時 代

で、

60

会 社側は山 下政司 管理本 部長 （取

が退職 に向かわ ないよ うに して欲

生き残 っていく のか という と、今

うかそう いった ものを もっと 研究

れ ました。 労組か らは浅 田書 記長
が同席されました。
Ｎ ＣＳでは 勤務手 当廃止 をめ ぐっ

％マ ネジ

時間 相当 の

までのようにシステム設計してコー

していか ないと 行けな いと思 って
いる。も う一つ は、業 務をコ ント
ロールで きるよ うな人 材の育 成、

て 労使間で 緊張関 係が続 いて いる
と いう中で の申し 入れと なり まし
た。
会 社を取り 巻く経 営状況 や労 組の
要 求に対す る考え 方につ いて 聞き
ました。
会 社側「長 時間労 働には 危機 感を
持 っている 。働き 方を変 える 必要
が ある。従 業員も やり方 を変 えて

30
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18
30

30

90

まとめら れる人 、リー ダーを 一人
でも二人 でも増 やして いくと いう
ことが、今の作戦である。」
電算労「 良い方 向性の 話を聞 き、
経営に対 しては 心配は ない。 ＰＵ
Ｃ分会組 合員、 従業員 にとっ てど
んなに素 晴らし い展望 でも絵 に描
いた餅で はだめ なので 、彼ら が食

18 17
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格）も認めている。」
昨年か ら

電算労「 高齢者 雇用安 定法に より

頑張って欲しい。」

会社側「 とくに 変更は 無い。 年齢

義務 づけ られ た。 将来 的に は

歳 まで の雇 用保 障が

電算労 「引き続 き従 業員の ために

■ＯＤＫソリュー
ションズ支 部
会社側 は勝根取 締役 、作本 総務部

歳まで義 務付け られる が、ど のよ
うなしくみを検討されているか。」

で処遇をどうこうする予定は無い。」
電算労「 業界に 多い体 力勝負 の開
発作業と は違っ た教育 事業を 手が
けられて いるの で年齢 の問題 や賃
金の問題でも期待している。」

電 算 労 ２０１４春 闘

て売上 が増えな いとい うの は、忙

しいだ けで業界 にとっ ては 歓迎で

きないことだ。個人的な見解だが、

価格は 需給関係 、市場 メカ ニズム

していくという期待を持っている。

で決ま るので、 早晩価 格が 回復を

るという認識はある。リーマンショッ

賃金に ついては 、独自 に調 査をし

年 度は２ ．３ ％、 額に

年は ５％ 以上 売

ク翌 年の 平成

ク時 の

て発表しているが、リーマンショッ

年

して６ ，６７５ 円だっ た。 その後

続 し て減 少 だ っ た。

と僅 かではあ るが、 プラ スに転 じ

は、リ ーマンシ ョック によ って急

とい う感じで ある。 ここ にきて 、

加率 は１．７ ％なの で、 まだま だ

９円で、５千円台 まで戻した。

は１． ７１％、 額にし て５ ，０９

激に 落ち込 み、

た。 ただ 、

２月 の特サビ 動態統 計の 売り上 げ

の数 字を見る と５． ３％ の増加 で

年春 は、 昨年の 秋に 政府 から

賃上げ 要請があ り、５ 月に ならな

果が出 てくるの ではな いか と、期

「明 るい兆し はある が、 心配な

業界 独自で３ ヶ月ご とに 経営者 に

雇用 状況につ いて意 識調 査をし て

ことも ある。事 業計画 を見 てほし

待している。」

いる 。１～３ 月期の 売上 につい て

いが、 受託開発 に代表 され る従来

して いる。雇 用判断 につ いても プ

このま ま続けて いくと 、今 度景気

型のビジネスを行っている企業は、

いう ことであ り、逆 に仕 事が増 え

価格 が昔の水 準に戻 って いない と

割に は売り上 げは増 えて いない 。

確か にあるが 、その よう な状況 の

なく なってき ている とい う兆候 は

「 要請書に もある が、 人が足 り

るだろうと経営者は思っている。」

てき ている、 あるい は足 りなく な

にこの 右肩上が りの時 にシ フトを

も早く 実現しな いとい けな い。特

進して いるわけ だが、 これ を一刻

いう４ つのシフ トの構 造改 革を推

化、知 識集約化 、グロ ーバ ル化と

たちは 、サービ ス化、 パー トナー

てしま うという ことだ 。従 って私

が落ち 込む時に 大変な こと になっ

ラス

でかなり人が足りなくな っ

はＤ Ｉ値 で

ポ イン ト近 く増 加

対し て向こう ３ヶ月 の売 り上げ や

後の 売り上げ の増加 が期 待され る 。 いとま とまらな いが、 かな りの結

７ヶ 月連続し て増加 して おり、 今

年度 の賃 上げ

年 の売 り上 げの 増

年、

り上 げが減少 し、そ の後 ３年程 連

ＪＩＳＡ・
経済産業省へ要請

日、午 後１ 時か ら

■ＪＩＳＡ
去る ４月

Ｊ ＩＳＡへ の要請 が行わ れま した 。
Ｊ ＩＳＡか らは、 荒井隆 秀事 務局
長 および手 計将美 広報サ ービ ス部
長の２名が出席されました。
最初に要 請文を 篠塚芳 教事 務局
長 が読み上 げ、そ の後、 荒井 隆秀
事 務局長か ら以下 の通り 回答 があ
りました。
最初に業 況説明 および ＪＩ ＳＡ

20

長、中 島総務課 課長 が出席 されま
した。 支部から は大 前支部 委員長
が同席されました。
会社側「 結果が 出れば 、そう した
処遇をしていきたい。」
電算労「 今年の ３月末 決算の 見通
しはどうか。」
会社側「 ほぼ予 定通り だが、 減収
減益予算 なので 手放し では喜 べな

年度 事業 計画の 話が 、荒 井
隆 秀事務局 長から 次の通 りあ りま

の

力をしている。」

した。

い。今は 無駄な ものを 取り除 く努

電算労「 外注も 少し人 数が増 えて

「 業況だが 、明る くなっ てき てい

25

主に経 営状況に 対す る会社 の見解
について聞きました。
電算労 「今春闘 の申 し入れ では消
費税増 税による 実質 賃金目 減りの
中で例 年以上に ベー スアッ プを求
めるム ードが強 い。 ＯＤＫ は健全
経営を されてい るの で心配 はして
いない が、会社 を取 り巻く 状況は
どうか。」
会社側 「主要株 主が 大阪証 券金融

いるよう だが仕 事が拡 大して いる
のか。新 入社員 は増や してい るの
か」
会社側「 教育事 業では 新たに 中学
校向けに も拡大 してい る。新 入社
員はこの 間採用 を抑え ていた が、
来年度から採用を予定している。」
電算労「 厳しい 環境で はある が、
順調に推 移して いると 感じた 。引

26

65

き続き健 全経営 を進め ていた だき
たい。」

25

21

61

会社側「そのつもりだ。」

25

40

（現在 は日本証 券金 融）か ら学研
ホール ディング スに 変わっ た。資
本は安 定的では なく なった 。厳し
い環境 ではある が、 ３年あ るいは
５年後 に笑える よう な環境 を作り
たい。」
電算労 「売り上 げの 半分を 占める
教育事業の見通しはどうか。」
会社側 「成果は 出て いるが 、最近
は競合 相手が出 てき ており 、独占
状態で はない。 引き 締めて いかな
ければならない。」

24

21
33
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「『積極的な市場創造への挑戦』

構造変化への適応』を掲げている。」

的な市 場創造へ の挑 戦』と 『市場

「事 業計画の 重点 課題は 『積極

識の下、事業計画を策定している。」

図って いくべき だ。 このよ うな認

制緩和、 投資促 進等の ビジネ ス環

る人材の 育成、 法制度 見直し 、規

やビジネ スの創 造提案 に貢献 でき

やってい き、ス ピード 経営の 実現

トを行い 、構造 改革を しっか りと

ついては 、先に 述べた ４つの シフ

「『市 場構造 変化へ の適応 』に

や り方がど う変わ ろうと 、大 きな

つ いて、組 合から の「仕 事の 内容 、 興課 の信末直 人係長 の２ 名が出 席

が出されました。

い くのが課 題では ないか との 意見

い か、その ギャッ プをど う埋 めて

可 能な企業 はほん の一握 りで はな

も のを創造 するよ うな事 業形 態が

いました。

３時 より経済 産業省 への 要請を 行

Ｊ ＩＳＡへ の要請 の同 日、午 後

シ ステムの 開発時 に、一 時的 に大

長から以下の回答がありました。

電 算労の要 請に対 して 、信末 係

されました。

池雅 行室長と 、同じ く情 報処理 振

の地 域情報化 人材育 成推 進室の 小

経 産省から は、商 務情 報政策 局

につい ては、従 来Ｉ Ｔの役 割は特
境の整備を行っていく。」
その後 、手計 将美広 報サー ビス

量 の技術者 が必要 な状況 があ りう

「 ビッグデ ータの 利活 用の促 進

また、業 界の構 造的多 重派 遣に

に日本 の場合は 、業 務効率 化の手

年度 にＪ ＩＳ

る 限り、こ れまで の市場 原理 に任

段とさ れてきて いる が、こ れから

Ａが厚労 省から 受託し 、制作 した

せ ていては だめで 、多重 にな らな

部長よ り、 平成

業創造 であった り、 経営改 革など
「働き方 、休み 方改善 ハンド ブッ

は、単 に業務効 率化 ではな く、事

のツー ルとして 活用 してい くとい

事業 で

歳 以下の 若い 人材 の発

体的に は先端設 備導入 や生 産ライ

掘、育成を行っている。」

ク情報通信業（情報サービス業編）」

い ような需 給の仕 組みを 業界 全体

うこと だ。そう いう ことを 全面に

で はないか 。」と いう問 いに 対し

とい うことで 、中小 企業 等のク ラ

ンやオ ペレーシ ョンの 刷新 ・改善

と して作ら ないと 無くな らな いの

このハ ンドブ ックは 、情報 サー

て は、「従 来の、 受託開 発か ら構

ウド 利用によ る革新 的省 エネ化 実

のため の設備投 資に対 して 、即時

「それ から、生 産性向 上を 促す設

について、説明がありました。

ビス業の 企業が 働き方 ・休み 方の

造 改革が進 めば、 構造的 多重 派遣

証支 援事業と いうの に新 しく予 算

【情報サービス産業育 成のため

打ち出すことによって、新しいサー
ビス、 新しいビ ジネ スが生 まれて

見直しの 取組を 自ら推 進し、 経営

も 改善され ていく のでは ない か。

償却ま たは、５ ％税制 控除 という

る情 報処理シ ステム の信 頼性対 策

リテ ィ対策強 化、社 会全 体を支 え

の安 全性向上 に向け た情 報セキ ュ

を出 している 。ＩＰ Ａで は、Ｉ Ｔ

であ り、ＩＰ Ａへは 国か ら交付 金

「情 振課の実 務の担 い手 はＩＰ Ａ

と 思う。」 との認 識を示 しま した 。 構築実証という３つの柱がある。」

実 証、 ③省 エネ 型デ ータ セン タ ー

②クラ ウド 基盤 ソフ トウ ェア 導 入

う。具 体的には 、給与 等の 支給を

するた めの税制 の見直 し拡 充を行

「また 、労働者 の所得 拡大 を促進

を行う。」

即時償 却や税制 控除と いっ た支援

だ装置 を含む設 備投資 を行 うと、

に向け たソフト ウェア を組 み込ん

を行う 。具体的 には、 生産 性向上

すくす るための 税制の 拡充 ・延長

「さら に、中小 企業が 投資 をしや

ンタ ーを利用 したク ラウ ド化支 援 、 優遇措置で支援する。」

備等投 資促進税 制を創 設す る。具

いく、ということを意図している。」

及び労働 環境の 改善に より総 労働

を 取っ た。 これ には 、①デー タ セ
年、

強化 およびＩ Ｔ人材 育成 の戦略 推

増加 させた 場合、 増加 額の

■経 済 産 業 省

方 向に向か ってい くので はな いか

進と いったこ とを行 って いる。 人

を税額 控除する 。見直 しに ついて

％

材育 成につい ては、 未踏 人材育 成

年続い た課 題もか なり 改善 の

加 速し ていけ ば、従 来の

構 造改革が この５ 年くら いの 間に

に作成さ れたも ので、 長時間 労働
の抑制と 年次有 給休暇 取得促 進に
向けた事例を紹介しています。
このハ ンドブ ックは 厚生労 働省
のホームページ（下記ＱＲコード）
に掲載さ れてい ますの で、ご 覧下
さい。
その後 、電算 労との やり取 りが
あり、組 合側か らは、 ＪＩＳ Ａの
掲げる構 造改革 につい て、こ れま
での受託 開発の 仕事を してき た企

30

働き方・休み方
改善ハンドブック

バランス の実現 を図る ことを 目的

時間を削 減し、 ワーク ・ライ フ・

の施策】

25

25

業、技術 者が多 い中で 、仕事 その

10

40
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を行う。」

は、適 用期限を ２年 延長す るなど

チャーを 行った かのよ うな感 もあ

く、組合 側から 業界に 関わる レク

されてき て間も ないの か認識 が低

時間は 最初 の

分 だけ で、 その

話をして いまし たが、 上記回 答の

りました 。時間 的には １時間 以上

「情報 処理技術 者試 験やＩ Ｔスキ
【技術者の育成策】
ル標準 といった こと がある 。ＩＴ

把握し たり、企 業間 におけ る人材

内にお ける自分 の技 術的な 位置を

する基 準を設け るこ とによ り、社

請、とい った内 容では ありま せん 。

あるいは 問題に ついて 具体的 な要

に」とい うこと で、何 らかの 課題 、

組合側 から要 請も「 施策を 明ら

後は雑談に終始していました。

交流、 というか 転職 などに 際して
今後は具 体的な 要請を 持って いく

スキル 標準につ いて は、技 術に対

客観的 な評価と して 活用で きるの
必要を切に感じました。

と。

の施策 を明ら かに する こ

産業を 育成し てい くた め

１．日 本の情 報サ ービ ス

要請内容

ではないかと考える。」
「我 々も十分 認識 してお り、Ｊ
【 「構造的多重派遣と一 人請負
派 遣」に対する現状認識】
ＩＳＡ と話をし てい てもよ く話題
になる 。解消の ため の施策 という
のをい ろいろ検 討し ている が、難
しくて 逆に知見 をお 借りし たいな
と思っ ているく らい だ。直 接多重

はベン チャー企 業な どに対 する支

にでき るように 、中 小企業 あるい

えば大 企業（元 請け 企業） と対等

そうで はなく、 下請 け企業 が、例

３．業 界に広 がる 「構 造

すこと。

ける技 術者の 育成 策を 示

知して いるが 、現 状に お

高度Ｉ Ｔ人材 育成 策は 承

２．政 府が掲 げる 次世 代

援策と か成長に 関わ る部分 の助成

的多重 派遣と 一人 請負 派

構造を 解消する のは 難しい だろう 。

とかを 行うこと など を考え ていく

遣」に 対する 現状 認識 を
示すこと。

先：〒110-0003
台東区根岸3-25-6
タブレット根岸2Ｆ
こんぴゅうた クイズ係

宛

E-mail：quiz2014@union-net.or.jp

前回の正解：①監督の帽子②振袖の長さ③脇差④荷物の大きさ
⑤犬の位置⑥梯子の段⑦橋の欄干の擬宝珠
当選者 ：須川美砂江・吉田英樹・小川由香（NCS）
木村敦(PUC) 宮本尚彦（NJK）
敬称略
♪ご当選おめでとうございます♪

20

というのが、重要ではないか。」
今回 、対応さ れた お２人 は、勉
強不足 なのか、 それ とも最 近異動

★ 締 め 切 り は ８ 月 ３ １ 日 ★
高確率で当たります♪♪
ご応募お待ちしています！！

クイズ

所：ビアレストラン新宿ライオン 6F
場
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2014電算労ビアパーティーのお知らせ
開催日時：7月18日（金）、19時~21時

参 加 費：4,000円（電算労から1,000円の補助が出ます!）

右と左の絵に
は７ヵ所のち
がいがありま
す。どこでしょ
う？正解者５
名の方に図書
カード１００
０円分をさし
あげます。

