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【韓国労働ニュース】	

２０２０年１月後半号（１６日～３１日）	

16日	 	 今日から『キム・ヨンギュン法』施行･･･企業の誤魔化し	

＊下請け労働者の安全に対する元請けの責任を強化する『キム・ヨンギュン法』が施行

されたが、『危険の外注化禁止』という立法趣旨を骨抜きにする企業らの『誤魔化し』

が既に確認されている。労働界は政府に、「請負禁止業務を拡大せよ」という国家人

権委員会の勧告を履行するように要求している。	

教育公務職本部「解雇のない２月のために総力闘争」	

＊雇用労働部は昨年 11月、公共部門公務職委員会の設置と運営に関する規定(案)を行政

予告した。△人材運営・管理のための計画樹立、△人事・労務管理、△賃金・処遇な

どに関する事項を審議・議決する。公共輸送労組が『解雇のない 2 月』のための総力

闘争をする。「未だに毎年冬の雇用不安に震える学校非正規職がある」とした。	

公共労働運動の再活性化を夢見て	

＊公共労連が、公共労働者が井の中の蛙から出て、社会的役割と責任を全うできる疎通

と学習の場として公共労働フォーラムを運営する。△公共部門の社会価値実現方案、

△公企業支配構造の改善法案、△高齢化時代の雇用構造、△公共部門労働運動の発展

方向と課題、△公共大産別建設に関する議論、△労働運動での政治活動と社会連帯な

ど、隔月に主題を決めて開放型の討論をする。	

嶺南大医療院の高空籠城１９９日目、民主労総が事態解決要求決起大会	

「社長の息子の甲質は誰に申告するのか？」職場内いじめ禁止法の『穴』	

17日	 	 ５人未満の事業場の労働者は「権利を奪われた全泰壱」	

＊権利を求めるユニオン「勧誘する」が『小さな事業場アンケート調査』を実施し、5人

未満事業場の実態を発表した。10人中 5、6人は週休手当てと休憩時間がなく、年次休

暇も使えないことが明らかになった。相当数は労組の必要性を感じて労組加入の意志

もあるが、労組は『絵に書いた餅』だった。	

故ムン・ジュンウォン騎手、葬儀なく４９日	

＊馬事会と遺族が集中交渉を行ったが特別な成果はなく、市民対策委は 17日から 5日間、

真相究明を求めて五体投地を行うとした。	

旧正月の連休前後に事業場５４１５ヶ所を労使合同で安全点検	

ルノーサムソン、約束は守らず労働者の譲歩だけを要求する	

＊ルノーサムソン自動車労組と金属労組ルノーサムソン自動車支会の組合員が第 2 次上

京闘争を行った。「ストライキをする理由に関するマスコミ報道がなく」苦しいと話

した。	

ソウル行政法院、白血病で死亡したハンソルケミカル労働者に産災認定	

＊職業病被害者が働いた作業場内の傷病発病有害因子の数値が、産業災害補償保険法施

行令で規定した基準値に達しなかったとしても、被害者が持続的に暴露したとすれば、

業務上疾病に当たるという判決が出た。	
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人権委と９つのメディア団体「あらゆる嫌悪表現に反対」	

＊国家人権委員会が『嫌悪表現反対メディア実践宣言式』を行った。宣言文で「 近、

女性・障碍者・性少数者・移住民など、社会的少数者に対する嫌悪だけでなく、5･18

民主化運動の歪曲と日本軍『性奴隷』被害者に対する侮辱まで、嫌悪表現が深刻化し

ている」。「メディアが嫌悪表現を扱う観点とやり方が重要だ」とした。	

19日	 	 故ムン・ジュンウォン騎手、真相究明『五体投地』続く	

20日	 	 「今日の『シタ』を再確認する時間に」、全泰壱記念館が初めての企画展	

＊「医師や検事になりたかった人だけに夢があったのではない。裁縫師も夢を持ってい

る。高級労働・低級労働という社会の視線が変わったら良い」。全泰壱記念館が、今

日は目に見えないが、私たちの傍にいる『シタ』を想い起こさせる労働福祉企画展示

会『シタの夢』を企画した。	

青年たちの『労組冷笑』理由は「先輩世代、労組の力で楽な仕事だけ」	

＊労働組合の青年組合員は、中･壮年の組合員より労組の必要性をあまり感じていないと

いう研究結果が出た。労組活動をより否定的に評価し、満足度と参加度も低かった。

労組がその価値と論理を正しく伝達できていないことが問題とされた。	

故ムン・ジュンウォン騎手が所属した釜山慶南の騎手、「私たちも労働者だ」	

＊釜山慶南競馬公園所属の競馬騎手が、労組設立申告書を釜山市に提出した。競馬騎手

労働者は「民主労組として、堂々と労働者の隊列に合流することを宣言する」。「釜

山慶南競馬公園の開場以来、騎手と馬匹管理師など 7 人も亡くなった」「理由は金と

競争で、成績順になされる死の競馬のため」とし、「騎手は労働組合法上の労働者だ」

とした。	

細切れ契約・容易な解雇・甲質に泣く銀行警備員	

＊かつて警備警察がした銀行警備業務が、委託業者の間接雇用非正規労働者に替わった。

低賃金と雇用不安に加え、業務外の業務指示と甲質に苦しめられている。コインの洗

浄や現金支払い機の修理、伝票作成・金融商品の広報・宅配包装と運搬業務までが業

務になった。基礎的な雇用秩序が壊れた現場が銀行警備業界だとして、銀行警備連帯

が雇用労働部に勤労監督を求めた。	

１６ヶ月振りに『双龍車共生発展委員会』開かれる	

＊金属労組双龍車支部は「2018 年 9 月の社会的合意の細部実行計画の点検のために、労

労使政が参加する『双龍車共生発展委員会』に参加する」とした。	

また『小型タワークレーン』が倒壊、下にいた建設労働者が死亡	

３０代の既婚女性、１１年間で一日の家事労働がわずか４.９分減少	

＊韓国女性政策研究院の『2019 年女性家族パネル調査』で、配偶者がいる女性の一日平

均家事労働時間は 2007年の 253.9分から 2018年の 187.1分に 66.8分(26.3%)減少した

が、育児と家事が集中する 30 代と 40 代の減少幅は相対的に小さかった。政府の保育

政策と仕事・家庭両立支援政策が効果を挙げていない。	

悪の判決「常時４人以下の事業場の勤基法からの一部適用排除は合憲」	

＊昨年、労働人権を後退させた障害物判決は憲法裁判所から出た。労働法律家が選んだ

昨年の障害物判決に、常時 4 人以下事業場まで勤基法を全面適用すべきという社会的
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雰囲気と相反する判決が挙げられた。	

社内請負禁止・重大災害企業処罰法制定を総選挙の公約に	

＊代表的な労働研究集団の韓国労働社会研究所が、『韓国の労働 2020：10 大議題と 25

の課題』労働フォーラムを行い、社内請負の段階的・全面的禁止、重大災害企業処罰

法の制定などを、総選挙の公約に反映するように要求した。	

21日	 	 韓国労総の新しい委員長にキム・ドンミョン化学労連委員長	

＊韓国労総は選挙人大会を開き、新任委員長にキム・ドンミョン委員長、事務総長にイ・

ドンホ全国郵政労働組合委員長を選出した。1580票を獲得し、差は 52票だった。キム・

ドンミョン委員長当選者は「文在寅政府に政策協約履行の意志を断固尋ねる」とした。

労働時間短縮・ 低賃金引き上げ・労組する権利保障といった、文在寅政府の労働政

策の後退を座視しないという警告。	

法律家・市民団体「認可延長勤労の拡大は違法」	

＊労働・市民・社会団体が労働時間短縮を無力化する勤労基準法・施行規則改正案の撤

回を雇用労働部に要求した。労働部は週 52時間上限制の補完対策として、認可延長勤

労の理由に『国家競争力強化と国民経済の発展のために必要だと認める場合』までを

含ませた認可(特別)延長勤労許容範囲の拡大を立法予告している。	

女家部、セクハラ・性暴行コンサルティング事例集を発刊	

＊女性家族部と韓国女性人権振興院が、中央行政機関と地方自治体・公共機関などに『セ

クハラ・性暴行根絶のための組織文化改善コンサルティング事例集』を配布する。『公

共部門の職場内セクハラ・性暴行申告センター』での主な質問事項を、認知・相談、

調査、審議、懲戒など、事件処理段階別に整理した。	

「嶺南大医療院事態解決せよ」断食拡大	

＊嶺南大医療院の解雇者復職と労組正常化を要求して労組幹部と進歩政党の地域代表が

食を断ったのに続き、今回は人権・宗教団体も断食に加わった。	

双龍車共生発展委員会「復職待機者４６人の問題、早い時期に解決」	

22日	 	 『疎通のリーダーシップ』キム・ドンミョン委員長当選者	

＊疎通のリーダーシップが韓国労総の選挙人団の心を揺さぶった。キム・ドンミョン委

員長当選者は選挙期間中「派手な履歴はないが、謙虚な姿勢で現場と疎通する委員長

になる」と話した。強い指導者ではなく、疎通して大衆の力で問題を解いていく疎通

のリーダーシップを前面に出した。	

安全保健公団、今年の産災事故死亡者『１６０人減少、６００人台』目標	

＊安全保健公団が「事故死亡者 600 人台突入と事故死亡万人率 0.39 人を目標に、予防事

業を推進する」とした。昨年は建設現場の墜落災害予防に集中して、事故死亡者が大

幅に減少した。今年は製造業の狭窄事故の予防に集中する。	

ソウルの都市ガス検針員「過度な実績強要で労働安全が脅かされる」	

＊ソウル地域の都市ガス検針員が「暴言・性暴行・いじめなどに常時曝されている」と

して、「ソウル市と都市ガス供給業者は検針員に対する過度な実績要求を止めて、安

全対策を作れ」と要求した。都市ガス供給は 5 つの民間業者が受託し、業者はガス検

針・点検業務を地域ガス安全点検顧客センターに委託する。検針員 1 千人余りが働い

ている。	
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LGハロービジョン、労働者の８０％が業務中に事故を経験･･･産災申請は２％	

＊LGハロービジョン顧客センターで、ケーブル放送とインターネットを設置・撤去・修

理(AS)する労働者の 78%が業務中に事故を経験したという実態調査結果が発表され

た。産災を申請して治療を受けたと答えた労働者は 187 人の中で 3 人だった。隠蔽さ

れた事故はもっと多いと予想される。	

学校非正規職「短時間労働者への手当て差別を撤廃せよ」	

＊学校非正規職労組は「大多数の市・道教育庁が短時間労働者に交通費やオーダーメー

ド型福祉手当・食費・名節休暇費などの手当てを、全日制の労働者と差別的に支給し

ている」として撤廃を求めた、「労働条件改善の次元でなく、社会不平等と非正規雇

用問題を解決するための処遇改善要求」とした。	

非正規職のための正規職のストに讃辞、大切な経験を拡大しよう	

＊希望連帯労組ディルライブ支部が 10周年記念討論会を行った。2010年に労組を結成し、

2014 年には外注業者所属職員の雇用安定を要求してストを闘った。正規職が非正規労

働者のために争議行為をしたのは類例のないことだった。ディルライブは今月非正規

職の正規職転換を完了した。支部は初期から社会貢献基金を作り、地域別に児童青少

年の世話をするネットワークを構築した。これは地域社会からの『連帯』として帰っ

てきた。	

大型マートの義務休業日変更、労働強度を高めて法の趣旨に背反	

＊チェーンストア協会が義務休業日の変更権限を持っている全国 189 の市・郡・区に、

今月の義務休業日を正月当日に変更して欲しいと要請した。流通産業発展法で大型マ

ートは毎月第 2・第 4日曜日は門を閉めなければならない。サービス連盟が「中小商人

との共生を否定し、労働者の健康権を後退させる試みが続いている」と批判した。	

ムン・ジュンウォン市民対策委「正月前に葬儀を行おう」	

＊市民対策委と遺族は、ソウル駅から大統領府まで、5日目の五体投地行進を行ったが、

大統領府に行く道は警察によって塞がれた。	

23日	 	 ２０代青年・６０才以上の老人、月平均所得が２００万ウォンを超えた	

＊統計庁が発表した『2018 年賃金勤労雇用所得結果』で、労働者の月平均所得は 297 万

ウォン、中位所得 220万ウォンで、前年よりそれぞれ 10万ウォン(3.4%、4.6%)増えた。

相対的に賃金所得が低かった 20代と 60才以上の月平均所得が 200万ウォンを越えた。	

採用時の性差別関連法違反が６年間に６件だと？	

＊男女雇用平等法の採用時の性差別禁止条項に違反して摘発された件数が、 近 6 年間

に 6 件に過ぎないことが分かった。雇用労働部が委託運営する雇用平等相談室に年平

均 234 件の採用時性差別の嘆願がある状況とは違った結果で、民主労総政策研究院は

「政府が積極的に意志を示して措置すべきだ」と主張した。	

『キム・ヨンギュン法』施行にも･･･建設労働者１ヶ月に５人が亡くなった	

＊仁川の建設現場の事故で、今月に入って労働者 5 人が命を失った。建設労組は建設現

場に工期不足と不法下請けが蔓延して安全が後まわしになっているとして、政府の徹

底した管理・監督を求めた。	

建設労働者「民間工事にも賃金直接支給制度を施行せよ」	

＊公共工事現場は賃金直接支給制度で『賃金未払い 0 ウォン時代』になったが、民間工
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事現場は賃金不払いで苦痛を訴える建設労働者が増加している。労組は「民間の工事

にも賃金直接支給制度を施行せよ」と訴えた。	

法院、「組合員を統制しなかった」として民主労総委員長に有罪を宣告	

＊国会前の集会で『労働法改悪』に強く抗議する組合員を統制しなかったという理由で、

懲役 2年 6月に執行猶予 4年を宣告し、160時間の社会奉仕を命じた。民主労総は「労

働者の正当な闘いに、有罪宣告に加えて社会奉仕命令まで出した」。「法がどれほど

労働者に苛酷で、司法改革がなぜ必要なのか示す判決」と批判した。	

28日	 	 韓国政府は ILO基本協約批准の努力をしなかった	

＊EUが「韓国政府が ILO基本協約批准努力を持続しなかった」として「必要な措置を取

るように韓国に勧告して欲しい」と、紛争解決機構に要請した。	

認可延長勤労の理由拡大、今週施行･･･労政葛藤が深化	

＊制度施行の後、二大労総は行政訴訟と憲法訴訟など共同で法的対応をするとし、正義

党は長官を追加して告発する。	

ソウル市民の７０％「韓国社会の不平等は深刻」	

＊ソウル市が 18 才以上の市民 1 千人を調査した。68.8%が「私たちの社会全般の不平等

は深刻だ」と答えた。不平等が深刻な分野は「不動産など資産形成」(41.1%)が も高

く、「政治・社会参加」(24.1%)、「就職・昇進など雇用」(20.8%)だった。	

道路公社の料金収納員事態は空転、正月に病院に後送された労組幹部	

＊民主一般連盟事務局長は 21日から水と塩も摂らない断食をし、5日目の 25日に緑色病

院に後送された。水と塩まで絶つ断食は餓死断食と呼ばれる。	

正月連休にも嶺南大医療院の断食・高空籠城は継続	

＊嶺南大医療院労使は 17 日から 23 日まで実務交渉を続けたが合意に至らなかった。労

組は来月 12～13 日の定期代議員大会と同月 17 日の民主労総定期代議員大会で、今年

の核心闘争として決議するとした。	

タクシーの全額管理制は施行されたが、現場では『無用の長物』	

＊今年から法人タクシーの社納金制度が法的に廃止されて全額管理制が施行された。タ

クシー会社が、成果基準を事実上の運送収入金基準額に決め、基準額も大幅に上げて

『形だけの全額管理制』だという批判が高まっている。	

韓国ガス公社の非正規職、『子会社』を拒否して全面ストに	

＊公共機関が非正規職労働者を子会社で正規職に転換する『子会社正規職化』方式が、

公共機関で次々に破裂音をたてている。韓国ガス公社の非正規職が「常時持続業務の

非正規労働者を直接雇用せよ」と全面ストに突入する。消防、特殊警備、美化、施設、

電算などの業務を担当する委託・派遣労働者で、1200人。	

正月の配達物暴走に、また過労で倒れた配達員	

＊慶北のある郵便局で、正月連休を前に 40代の配達員が過労に倒れた事実が確認された。

昨年死亡した集配労働者は 18人に達し、この内 6人が過労死だった。	

障碍者連帯「実績圧迫で極端な選択･･･重症障碍者の就職支援制の改善を」	

＊障碍者団体が、重症障碍者雇用事業に参加した故ソル・ヨハンさんの死に対する雇用

労働部長官の謝罪と、『重症障碍者地域オーダーメード型就職支援制度』の改善を要

求して無期限籠城に入った。ソルさんは就職支援モデル事業に参加して同僚の支援活
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動をしたが、実績が満たせなければ給与が削減される事業構造のストレスで、12 月 5

日、同僚に「申し訳ない」という文字メッセージを残して、極端な選択をした。	

29日	 	 経社労委に限定せず、重層的な社会的対話を活性化する	

＊キム・ドンミョン韓国労総 27代委員長とイ・ドンホ事務総長が就任した。委員長は就

任挨拶で「社会的対話を活性化する」とし、「経済社会労働委員会に限定せず、多様

な労政協議の枠組みを作る」と明らかにした。	

非正規職代表市民団体「非正規職なくす･･･公約を守らない文在寅政府」	

＊『非正規職もう止め 1100万非正規職共闘』と『二次ロウソク行進準備委員会』は、文

在寅大統領の 10 大ウソと全泰壱 50 周忌、50 大要求記者会見を行い、生命・安全 優

先、公共部門の非正規職ゼロ、不法派遣の正規職転換、2020 年までに 低賃金 1 万ウ

ォン、などを 10大ウソに選んで発表した。	

嶺南大医療院事態、嶺南学院理事長が解決せよ	

ガス公社非正規職「正規職転換を蔑ろにするガス公社を政府が指導すべし」	

道路公社サービス、新入料金収納員７２５人を公開競争で採用	

＊道路公社の子会社・韓国道路公社サービスが、全国の高速道路の料金収納業務を行う

新入職員 725 人を公開競争で選んだ。子会社転換の拒否で発生した不足人員を採用し

た。	

サムソン電子、労働組合加入案内 Eメールを一括削除	

＊サムソン電子は、韓国労総傘下の全国サムソン電子労働組合が職員に発送した労組加

入を促す E メールを、一括削除した。「判例を見れば、自社の E メールシステムは会

社所有のため、使用には事前に協議があるべきだ」とした。	

大韓航空職員連帯「武漢海外同胞輸送は当然」･･･労働者の安全方案を要求	

＊民主労総公共輸送労組大韓航空職員連帯支部は声明で、大韓航空に、新種コロナウイ

ルスの拡散による職員の心配に積極的に対応することを求めた。	

金福童センター、ウガンダでなくアメリカに建設	

＊正義記憶連帯は「日本軍『性奴隷』被害者を越えて、女性人権・平和運動家として生

涯を生きた金福童ハルモニの 1 周忌を迎えて、世界金福童センター建設運動を本格的

に始める」とした。挺身隊対策協議会運動 30周年の記念事業の一環としても行われる。	

30日	 	 大企業の代表者は 低賃金の３００～４００倍受け取る	

＊正義党が 高賃金制の導入を 4･15総選挙公約として発表した。賃金の 高額を国会議

員は 低賃金の 5倍、公共機関は 7倍、民間企業は 30倍までに制限する。	

同種・類似業務の職種を分離して賃金・昇進で差別処遇するのは差別	

＊非正規職から正規職に転換された専門職の労働者が、一般職労働者と同種・類似の業

務を行っているのに、職種を分離して賃金を差別支給するのは差別、という国家人権

委員会の判断が出た。人権委は「陳情人は一般職と主な業務で本質的な差はなく、各

部署で一般職と混在して業務を遂行している」「一般職と専門職が相互に交差して働

くなど、業務代替の可能性でも特に区分されない」と指摘した。	

中小・零細事業場の労働者８万人の国内旅行費用を支援	

＊文化観光部によれば、30 日から 3 月 4 日まで、労働者を対象に『勤労者バカンス支援
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事業』参加申請を受け付ける。職場内の休暇使用の雰囲気造成と国内観光活性化のた

めに、2018年から勤労者バカンス支援事業をしている。労働者が 20万ウォン、使用者

が 10万ウォンを旅行経費に積み立てれば、政府が 10万ウォンを追加で支援する。	

ガス公社非正規職労組、ストを暫定中止･･･直接雇用協議を再開	

＊韓国ガス公社非正規支部は「政府の正規職転換ガイドラインを遵守して協議すること

を約束した」として、ストを中断して協議に集中する。	

希望しなかった『希望退職』･･･正月を前に４０代の家長が極端な選択	

＊ドイツ系製薬会社マックの韓国支部で、希望退職を強要された職員が亡くなった事実

が確認された。	

KTX乗務員の『下肢静脈瘤』は業務上疾病･･･初めての産災認定	

＊勤労福祉公団は KTX乗務員・Kさん(31)の療養給与申請事件で、下肢静脈瘤を業務上

疾病と承認した。手術室の看護師のように、狭い空間で停止した姿勢で長時間立って

働く労働者の下肢静脈瘤が産業災害と認定された事例はあるが、歩きながら発病した

疾病が認定されたのは異例。	

『恐慌障害確定診断』鉄道機関士に指定病院に行けという勤労福祉公団	

＊業務ストレスによって病院で恐慌障害の診断を受けた鉄道機関士の産業災害承認が引

き延ばされている。勤労福祉公団が発病の有無を直接確認するとして診察を要求し、

審査手続きが長くなっている。	

韓米防衛費交渉が妥結しなければ、４月からの無給休職を予告	

＊駐韓米軍司令部が「韓米防衛費分担金特別協定(SMA)交渉の長期化によって、韓国人

労働者に 4 月から無給休職を実施することもあり得る」と通知した。アメリカが韓国

人労働者雇用を交渉カードとして使っていると批判される。	

31日	 	 民主労総「新種コロナ予防対策、事業場の非正規職にも同一適用を」	

＊民主労総は加盟傘下組織と各事業場に『新種コロナウイルス対応指針』を送り、労組

が主催する各種日程と行事で予防措置を執り、予防対策が下請け・派遣など非正規労

働者にも同一に適用されるように頼んだ。	

性差別・賃金格差を解消しなければ低賃金・不安定雇用は消えない	

＊全国女性連帯とキム民衆党議員が、性平等労働政策討論会『女性、労働を語る』を行

った。韓国は OECD 会員国の中で男女間の賃金格差が も大きい国という烙印を押さ

れている。専門家は「女性人材活用政策」ではなく、「性平等労働政策」が樹立され

る時に、女性労働に対する社会的な差別も改善されると口をそろえる。	

料金収納員、道路公社本社での籠城を中止	

＊昨年 9月 9日に、解雇者 1420人全員の直接雇用を要求して籠城を始めて 145日目。公

社に入社した後に条件付きで直接雇用する方針の撤回と、労働条件差別解消のための

現場闘争を新たに始める。	

サムソンディスプレイにも『労組しよう』の風が吹く	

＊サムソン電子に続き、サムソンディスプレイでも労組結成の動きが激しい。会社が昨

年 1兆 9千億ウォンの営業利益を上げたのに『成果給(OPI) 0%方針』を明らかにした

後、社内に『労組しよう』の声が急速に拡がっている。『サムソンディスプレイ労組

結成』オープンチャットには半日で 1500人が集まった。	
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週５２時間超過の許容理由を大幅に拡大･･･「延長勤労不正濫用の憂慮」	

＊雇用労働部が、特別延長勤労制度の認可理由を拡大する『勤労基準法施行規則』の改

正案が 31日から施行されると明らかにした。	


