【韓国労働ニュース】	
 
２０１７年５月前半号（１日～１５日）	
 
1 日	
  	
  「最低賃金１万ウォン、今直ちに！」全国でメーデー集会	
 
＊昼間の最高気温 28℃。太陽が照りつけた 1 日。民主労総は 127 周年世界メーデー集会を
組合員 2 万人余りが参加した中で行った。核心スローガンは『今直ちに』だった。	
 

大統領選挙でも『透明人間』移住労働者の切迫した訴え	
 
＊国際労働者の日(メーデー)を一日前にした 30 日、移住労働者労働組合が主催した『移住
労働者 2017 メーデー集会』が行われた。	
 

巨済・サムソン重工業でクレーン倒壊、６人死亡･･･メーデーに『惨劇』	
 
＊サムソン重工業で長さ 50～60m、重さ 32t のタワークレーンが倒れる事故が発生した。ク
レーンが喫煙室を襲い、労働者 6 人が死亡、5 人が重傷、20 人が軽傷を負った。	
 

感情労働者の涙、『法』で拭おう	
 
＊国家人権委員会が、感情労働者の人権を保護する労働関連法案を再整備して対策を準備す
るように、政府と国会に勧告した。	
 

2 日	
  	
  二大労総「労働者の権利を実現して労働尊重社会を建設しよう」	
 
＊二大労総が 127 周年世界メーデーの 1 日に、労働者の権利実現と労働が尊重される新しい
社会建設を確認した。積弊を清算して労働者のための新しい社会を作ろうという二大労総
の目標は同じだが、実現の経路は交錯した。韓国労総は文在寅・トプロ民主党候補を、民
主労組は沈相奵・正義党候補と金先東・民衆連合党候補を支持候補に選んだ。	
 

労組に加入したくてもできない非正規職が急増	
 
＊金属労組労働研究院の『労働組合の組織現況と特徴、そして組織労働の課題』によれば、
労組の規約や労働関係法上の理由で、非正規労働者の労組加入を許容しない「非正規職の
労組加入排除率」が大幅に増加した。	
 

サムソン重工業惨事の遺族たちの嗚咽「何が忙しくてメーデー休日に働かせたか」	
 
＊サムソン重工業のクレーン倒壊事故で亡くなった労働者が安置された霊安室では、遺族た
ちの怒りと号泣が止まらない。サムソン重工業の関係者が姿を表わさず、遺族たちは「事
故原因が明らかになるまで葬儀室を設けない」と主張した。	
 

3日

	
  第二ターミナル開港に不安な仁川空港非正規職	
 
＊仁川国際空港は今年末に第二旅客ターミナルの開港を控えている。開港されれば旅客処理
能力は年間 5400 万人から 7200 万人に増える。仁川国際空港公社は労動者の殆どを非正
規職で充足する計画で、非正規職労動者は 1 万人に迫る。	
 

サムソン重工業社長がひざまずいて『お詫び』･･･遺族たち強く抗議	
 
＊遺族たちは応急処置が遅く、生きられる人を生かせなかったと強く抗議した。	
 
4 日	
  	
  地上に降りて肩を組んで闘う日を待ちます	
 
＊労組弾圧の中断と非正規職撤廃を要求して『空』に上がった労動者たちの高空籠城が、い
つ終わるか分からず長くなっている。「整理解雇と労組する権利保障の問題が社会的な議
題になるまで闘う」と各界各層に連帯を訴えた。籠城は今日で 20 日目。	
 

労働界「銀行圏の過当競争を捉える」	
 
＊金融労組の 9 支部が参加し、銀行別過当競争現況を把握して防止する制度改善策を探る、
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過当競争根絶 TFT 活動が熟している。	
 

労働三権の保障点数、１００点満点で２０点	
 
＊ 労働人権実現のための労務士会と民主弁護士会・労働委員会などは、ILO が韓国政府に
法・制度改善を勧告した事項を中心に調査し、「韓国の労働三権保障実態に関する法律専
門家アンケートで、20 点以下という結果が出た」と明らかにした。	
 

青年が最も望む政策は『求職活動促進手当て支援』	
 
＊2017 青年有権者行動は青年政策討論会を行い、青年政策 3 大立法課題と 10 大政策課題要
求案を発表した。青年たちは多様な青年政策の中でも、就職活動学生の求職活動促進手当
てへの支援を最も望んだ。	
 

5 日	
  	
  光化門高空籠城者 1 人、２２日目に健康悪化で地上に	
 
＊民主労総と労働者・民衆生存権争奪のための闘争事業場共闘委員会は、高空籠城を行って
いた L（51)金属労組コルト・コルテク支部長が降りてきたと明らかにした。健康が急激
に悪化したことが確認されたため。	
 

8 日	
  	
  労組の組織率下落？ 交渉力はさらに落ちた	
 
＊韓国労働研究院の『2000 年代中盤以降の労働組合の衰退』報告書を見ると、団体協約の
適用率と労組の組織率の格差が小さくなった。労組に加入できない 90%の労働者を保護す
る装置が減ったということで、労組の交渉力が弱くなったということ。30 人以上の事業
体の労組組織率が 2005 年の 26.1%から 2013 年の 21.3%に下落した。 同期間の協約適用
率は 34.5%から 27.0%に落ち、格差は 2005 年の 8.2%から 2013 年に 5.7%となった。	
 

支持者と認証ショットを撮る文在寅、労働者はないがしろ	
 
＊大統領選挙を一日前に、光化門の広告塔で高空断食籠城を続けている闘争事業場共闘委員
会所属の労働者が、トプロ民主党の事務所の前で労働者の生存権保障を要求した。	
 

遊説場を訪ねた非正規職「助けて欲しい」手紙を手渡す	
 
文在寅− パノリム、サムソン職業病解決の政策協約を締結	
 
＊文在寅選対委・乙支路民生本部長とファン・サンギ代表は、サムスン職業病問題の正しい
解決のためにサムソンとの対話が再開できるように努力すると約束した。政策協約では、
重大災害・産業災害多発事業場に対する民・刑事上の責任強化と、労災隠蔽事業主の処罰
強化のための制度的な改善策や危険の外注化防止の努力にも合意した。	
 

民主労総委員長、オランダ労総『ペベ・エリザベス・ベラスケス労働組合賞』	
 
＊ハン・サンギュン民主労総委員長がオランダ労総(FNV)の 2017 年の受賞者に選ばれた。
この賞は労組活動を理由に 1989 年に殺害されたエルサルバドルのナショナルセンター事
務総長の名前を取って制定された。オランダ労総は労働基本権侵害国で、困難な条件の中
でも労働者の権利を守るために闘う労組指導者を選定して、隔年で授与する。	
 

金属労組起亜車支部の『非正規職を労組から排除』内外から袋叩き	
 
9 日	
  	
  文在寅大統領当選、４１.１％で圧倒的な１位	
 
＊文在寅・トプロ民主党候補が 19 代大統領に当選した。合計 3267 万 2101 人が投票に参加
し、文在寅候補が 1342 万 3800 人(41.08%)の支持を得て当選を確定した。ホン・ジュンピ
ョ自由韓国党候補 24.03%、アン・チョルス国民の党候補 21.41%、ユ・スンミン正しい政
党候補 6.76%、シム・サンジョン正義党候補 6.17%が続いた。	
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労働界「労働が尊重される国」･･･財界「経済政策に協力する」	
 
＊労働界と経済団体は一斉に『19 代大統領に望む』論評を発表した。民主労総と韓国労総
はムン当選者に『ロウソク民心』を強調した。	
 

10 日	
  	
  文在寅政府のスタートはロウソクの完成ではなく、始まり	
 
＊1500 余りの市民団体で構成された「退陣行動」は、「ロウソク民主主義の力で腐敗した
権力を変えた歴史的瞬間を歓迎する」とし、「新政府のスタートはロウソクの完成でなく
開始」という立場を明らかにした。	
 

民主労総委員長「労働が尊重される国のために民主労総と会いましょう」	
 
＊拘束収監中のハン委員長は獄中書信で「27 日間の高空断食闘争をした労働者の要求、両
極化と不平等を解消するための最低賃金 1 万ウォン、非正規職問題解決、労組をする権利
など、切迫した労働議題を後回しにせず、労政交渉によって解決していく新政府の意志と
真正性を見せることを期待する」と明らかにした。	
 

四次産業革命時代、常用職中心の雇用保険の限界は明らか	
 
＊伝統的な労働市場では見られなかった新しい雇用・労働形態が登場し、雇用保険が包括で
きない就業者と労働者が増加している。	
 

２７日振りに地を踏んだ労働者、脱力状態でも握り拳『ギュッと』	
 
＊ 労働悪法撤廃と労働三権保障を叫んで光化門の広告塔に上がって高空断食籠城を行った
労働者が、担架に載せられて緑色病院に後送された。共闘委所属の労働者と市民は歓声と
応援を送った。	
 

11 日	
  	
  非正規職・青年雇用、労政交渉で議論しよう	
 
＊民主労総が「立法手続きなしでも、行政府の権限で直ちに施行が可能な労働積弊清算・改
革措置が山積している」とし、文在寅候補の当選は意味が大きいが「新政府が上手くやれ
ば支持を送り、そうでなければ再び批判対象になる」と警告した。	
 

全教組、文在寅政府で合法労組の地位取り戻せるか	
 
仁川空港労働者たち「公共部門間接雇用精算のゴールデンタイム」	
 
公共部門労働界「経営評価発表の前に成果年俸制指針を廃棄せよ」	
 
＊公共部門の労働界が来月の公共機関運営委員会で、成果年俸制指針を廃棄し、労組との合
意なく成果給制を一方的に導入した機関は、改正した就業規則を無効にする措置を直ちに
取り下げろと要求した。	
 

２０２０年まであきらめろって？ 至急です！急いで１万ウォン	
 
＊労働党とアルバ労組が文在寅政府に最低賃金 1 万ウォンの即時履行と最低賃金委員会の
公益委員全員の交替を求めた。	
 

韓･日合唱団、光州の５月で『５月・世越号』を歌う	
 
＊光州で、1980 年 5 月の正しい抗争と共同体精神を賛えて継承する『五月国際交流音楽会』
が開催される。反戦・平和を歌う日本の『立ち上がれ! 合唱団』も舞台に上がる。	
 

７０万ウォンの奇跡を･･･「サムソン職業病被害者ミソンさんを助けて」	
 
＊半導体労働者の健康と人権守り(パノリム)は、多発性硬化症で苦しむキムさんが治療費な
どで苦境に立たされている状況を公開した。問題は治療費で、直ぐに必要なのは 70 万ウ
ォン。パノリムは「70 万ウォンは誰かに小さい金額だが、人によっては人生を維持する
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ための切実な金額だ」と話した。	
 

加湿器殺菌剤の被害者、民事訴訟で勝訴･･･被害補償は不透明	
 
＊ソウル中央地方法院は、加湿器殺菌剤遺族の L さんが製造業者に出した損害賠償請求訴
訟で「3 億 6920 万ウォンを支給せよ」と判決した。業者が廃業して代表者は拘束されて
おり、実際の賠償は未知数。	
 

12 日	
  	
  国民８３.８％「文在寅大統領、国政運営を上手くやれる」	
 
＊韓国社会世論研究所が調査した結果、回答者の 83.8%は「国政運営はうまそうだ」と答え、
10.2%だけが「うまくできないようだ」とした。	
 

『良い雇用創出』実践の第一歩	
 
＊文在寅大統領が仁川空港公社を訪問し、「任期内に公共部門非正規職ゼロ時代を開く」と
明らかにした。公共機関から『良い雇用創出』を作るとした公約を履行する第一歩。	
 

雇用委、非正規職が多い大企業に『負担金賦課』を推進	
 
＊文在寅政府は一定基準以上の非正規職を雇用した大企業に、『非正規職負担金』を賦課す
る方案を議論する。非正規職の使用を入口で防ぐ政策で、実行の有無に関心が集まる。青
年求職者 10 万人に月 60 万ウォンずつ支給する『自己主導的青年手当て』の導入と勤労監
督庁の新設も推進する。	
 

最初のステップから絡まった大統領直属の雇用委員会	
 
＊文在寅大統領が任期を始め、1 号業務指示で『雇用委員会の設置と運営方案』を指示した。
マスコミ報道で、委員会の構成案から労働界が排除されたなどの指摘が出ている。	
 

女性非正規労働者「５月１１日は賃金差別打破の日」	
 
＊全国女性労組と韓国女性労働者会が「性別と雇用形態による賃金差別をなくそう」と『無
給打破行動団』を結成し、『5 月 11 日女性非正規職賃金差別打破の日』宣言式を行った。
韓国は OECD 会員国のうちで性別賃金格差が最も大きい国とされている。昨年の女性非
正規労働者の賃金は男性正規職労働者の平均賃金の 35.8%だった。	
 

就業者が２ヶ月連続４０万人台で増加、それでも青年失業率は過去最高	
 
＊経済活動人口が増え、就業者と失業者が同時に増加する現象が現れている。文在寅大統領
が公約通り、今年下半期に公共部門の雇用 1 万 2 千を創り出せるかに関心が集まる。	
 

５５年の積弊、時間講師制も廃止すべし	
 
＊韓国非正規教授労組が文在寅政府に 10 万非正規教授総合対策を要求した。	
 
13 日	
  	
  大統領府の反腐敗秘書官、『労組破壊』甲乙オートテクを弁護	
 
＊大統領府は新設された民政首席室・反腐敗秘書官にパク・ヒョンチョル前部長検事を任命
した。最近まで甲乙オートテクの使用者側を弁護していたと確認され、労働界は任命撤回
を要求した。	
 

14 日	
  	
  ３７周年『５月光州』、『あなたのための行進曲』斉唱で	
 
＊文在寅政府になって、記念式で『あなたのための行進曲』斉唱を式次第に入れることを指
示するなど、5･18 民主化運動記念式に注目が集まっている中、光州現地でも 37 周年記念
行事が本格的に始まった。	
 

５・１８の３７周年に響いた「サード配置阻止、最低賃金１万ウォン争取」	
 
＊民主労総光州本部が 5･18 民主広場で第 37 周年 5･18 民衆抗争精神継承労働者大会を行っ
た。全国から集まった労働者、民衆 3 千人が「THAAD 配置阻止、最低賃金 1 万ウォン、
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非正規職撤廃、自主統一実現」を叫んだ。	
 

15 日	
  	
  文在寅政府「公共部門間接雇用労働者６万人を優先して直接雇用」	
 
＊トプロ民主党の国民主権選対委･雇用委員会の報告書『雇用大統領 100 日プラン』「13 大
課題、これだけは必ず達成する！」は、文在寅政府が 5 年間で施行する雇用・労働政策の
下絵とされる。公共部門の間接雇用労働者 11 万 5 千人の内、6 万人を優先的に直接雇用
する。非正規職を雇用した大企業に非正規職負担金を賦課する。不法派遣直接雇用の看做
し条項を復活させるなど。	
 

文在寅政府に『労政対話』の薫風吹くか	
 
＊民主労総が行政府の権限で可能な労働分野の改革課題を議論する労政対話を提案した。労
政対話を見守った以後、政府が推進する社会的対話への参加を検討する。	
 

５月精神継承して非正規職撤廃・韓半島の平和を実現する	
 
＊民主労総は光州 5･18 民主広場で 37 周年 5･18 民衆抗争精神継承全国労働者大会を行い、
｢5 月精神を継承して労働解放と韓半島平和のための闘いに邁進する」とした。大会は非
正規職撤廃と最低賃金 1 万ウォン争奪を掲げて 6 月に行う社会的ゼネスト闘争を決意する
場として用意された。ロウソク革命の要求であった積弊清算と社会大改革、韓半島平和の
ための南北自主交流実現を要求した。	
 

世越号の期間制教師を殉職認定「死んで娘と会う面目ができた･･･遺族の嗚咽	
 
＊世越号惨事で犠牲になったのに、期間制教師という理由で殉職が認められなかったキム・
チョウォン(当時 26 才)教師の殉職が認められた。文在寅政府の『殉職認定発表』に父親
のキム・ソンウク(59)さんは「死んでも娘と会う面目ができた」と嗚咽した。	
 

全教組、文在寅政府に「教員労働権保障、教育積弊清算」要求	
 
＊全教組は「恩師の日を迎えて『法外労組撤回と労働基本権保障』『教育積弊清算と教育体
制全面改編』の、迅速で積極的な措置を新政府に要求する」と明らかにした。	
 

文在寅大統領様、公務員も労働者です	
 
＊全国公務員労働組合が、公務員の労働基本権保障などを要求する請願書と、組合員と家族
の署名簿を政府に渡し、リレー座り込みを始めた。	
 

大統領の決断で直ちに正規職になれる非正規職の願い	
 
＊文在寅政府に『公共部門非正規職ゼロ時代』への期待感が高まっている。中央行政機関な
どで働く非正規職労働者は、『差別のない真の正規職時代』を早急に開いて欲しいと要求
した。	
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