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【韓国労働ニュース】	

２０２０年２月前半号（１日～１５日）	

 1日	 	 ３年間２５業者に１６００人を不法派遣した事業主拘束	

＊雇用労働部は人材供給業者 K(57)を拘束した。25 製造業者代表も無許可の派遣業者か

ら役務を提供された疑惑で不拘束起訴する。	

 2日	 	 街頭に追い出される民間委託労働者、『労働部ガイドライン』の隙間	

＊労働部が公共部門の民間委託労働者に雇用安定のガイドラインを発表したが、民間委

託の労働者は依然として街頭に追い出されている。委託業務を引き受けた受託機関が

民間から公共機関に変わる時に雇用継承がされないため。	

「殴るぞ」と暴言、ささいなことで襟首を掴む･･･法施行後も依然職場の甲質	

＊市民団体「職場の甲質 119」が 1月一ヶ月間に受けた eメール情報提供 231件の内、131

件(56.7%)が『職場内いじめ』に関連する。職場で除け者・差別(36件、15.6%)、侮辱・

名誉毀損(25 件、10.8%)、不当な指示(23 件、10%)、強要(12 件、5.2%)等。法施行以

前(28.2%)よりも 2倍に増えた。	

 3日	 	 ５進歩政党と『共同歩調・協力政治』を摸索	

＊民主労総は正義党・民衆党・労働党・緑色党・社会変革労働者党と懇談会を行って、

民衆陣営・社会団体までを網羅した 4･15総選挙共同対策機構の構成を推進する。これ

ら 5 政党を支持政党とし、21 回国会の会期中に民主労総が主催する政策・立法・定例

協議への参加を要請する。単純支持でなく各政党と戦略的な協力関係を構築する。	

公共部門の正規職化９４.２％を達成したが･･･２３％は『子会社』	

＊昨年末までに公共部門の非正規職から正規職に転換された 4 人に 1 人は子会社所属だ

った。正規職転換者は 19万 3千人で、2020年の目標の 94.2%に達した。文在寅政府の

正規職転換政策は量的に成果を挙げたが、質的には問題を残した。	

昨年の産災被災労働者の職業復帰率は６８.５％	

＊勤労福祉公団は「全被災労働者の内、治療後の職業復帰率が 2017年の 63.5%から 2018

年の 65.3%に着実に高まり、昨年 68.5%を記録した」と明らかにした。公団は個人別オ

ーダーメード型リハビリサービスを提供している。	

ソウル地労委、「『タダ』のドライバーはフリーランサー」	

＊レンタカーを基盤にしたリアルタイム車輌呼び出しサービス『タダ』の運転手は、勤

労基準法上の労働者ではないという判断が出た。ソウル地労委は昨年 12月に『タダ』

の K さんの『不当解雇』救済申請を却下した。地労委は「K さんは賃金を目的に、従

属的な関係で勤労を提供する勤労基準法上の勤労者に該当しない」とした。	

サムソン火災で創立６８年目に労組結成･･･『無労組経営』揺れるか	

＊創立以後 68年間『無労組経営』を受け継いできたサムソン火災に労働組合ができた。

昨年 11月のサムソン電子労組に続く新労組の登場。韓国労総・全国公共産業労働組合

連盟の傘下組織になる。労組は出帆式で、「労働組合の結成によって労働者の憲法上

の権利と、労働人権を尊重しないサムソン火災の一方通行式経営に終止符を打つ」と

し、憲法が保障する労働三権を取り戻す意向を明らかにした。	

 4日	 	 サムソンの電子・火災・ディスプレイ労働者が『一方通行式経営』に反旗	
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＊サムソンに労組結成の風が激しい。「サムソン・マン」の声は一貫している。サムソ

ンの一方通行式の経営に終止符を打たなければならないということ。	

サムソン生命の本社で２０日を超えて占拠籠城中の癌患者たち	

＊サムソン生命の顧客が癌入院保険金の支給を要求して籠城している。占拠場所の顧客

センターが閉鎖されて出入りも制限され、食料の搬入も円滑でない状況。	

『労組の Eメール削除』にも沈黙したサムソン遵法監視委	

大企業正規職の勤続期間、中小企業の非正規職より 6倍長く、賃金格差も３倍	

法律救助公団の弁護士労組、史上初めてのストに	

＊大韓法律救助公団所属の弁護士労組が 3 日から 4 週間のストに入った。労組は公団所

属の弁護士を組織対象にする企業労組で、2018 年 3 月に結成し、上部団体はサービス

連盟。「欠員に伴う人員補充と不当配転の原状回復などの要求が受け容れられず、ス

トをする」とした。公団弁護士のストは史上 初だ。	

８つの中央行政機関公務職、国家公務職労組に結集	

＊警察庁や国家報勲処・法務部など中央行政機関の公務職(無期契約職)労働者が国家公

務職労組を作った。労組は「雇用労働部・公務職委員会に対応して、公共機関労働者

の利益を代表する」とした。	

 5日	 	 ４・１５総選挙の課題は不平等・両極化解消	

＊労働界と市民・社会団体が 4・15 総選挙の行動計画として、『社会不平等・両極化解

消のための大改革』を掲げた。労働政策と社会保障政策の画期的な転換で、貧困のド

ロ沼をさ迷って自ら命を絶つ悲劇を防ぐという声だ。格差解消の鍵は「社会安全網・

労働基本権の強化」だとした。	

『表計算』に押されて消えた２１代総選挙の『労働公約』	

＊21代総選挙が 70日ほどに迫った。政界は積極的な人材招聘と公約発表で、各党の政策

を広報している。労働界は「政界が表計算に埋没して労働を次順位に先送りするどこ

ろか、排除している」と批判した。	

労働界、認可延長勤労の理由拡大取り消し訴訟への参加者募集	

＊民主労総と韓国労総は 14日まで『特別延長勤労認可理由拡大取り消し訴訟人団』の申

請を受け付ける。二大労総委員長を始め、産別労組・連盟代表者、長時間労働が頻繁

な事業場の代表者が訴訟に参加すると予想される。	

５人未満の事業場、勤基法回避に配偶者を社長・社員数の誤魔化しは基本	

＊『権利探しを勧める』は『偽 5 人未満事業場告発運動』のオンライン・プラットホー

ムを用意した。△ 5人未満事業場の常習不払いを告発し、△ 5人未満事業場告発運動

を全社会的な権利を探す運動に拡張していくと宣言した。雇用労働部に△5人未満事業

場への特別勤労監督、△年次休暇の実態確認と実質的改善措置などを求めた。「5人未

満の事業場では勤労基準法の主な条項が適用されない」ため、「正当な理由なくいつ

でも解雇でき、各種手当てを支給しない。労働者の団結権も不可能」と指摘した。	

法外労組を１千日間放置した政府、断食・五体投地をする解職教師	

＊文在寅政府になっても全教組の解職教師が教壇に戻れないまま、4日で 1千日を迎えた。

「朴槿恵政権時期の解雇期間は 467 日だったが、文在寅政権での解雇期間はその 2 倍
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を越える」とし、政府に「労組でない通知」を職権で取り消せと要求した。	

金融労組、労働部の『団体協約申告案内』公文書に反撥	

＊雇用労働部が、金融労組に『団体協約申告案内』で「労組法により、団体協約当事者

は団体協約締結日から 15日以内に管轄行政官庁に申告しなければならない」という公

文書を送った。申告しない場合、過怠金を求めるという内容で、労組は「労働部が産

別労組の趣旨を正しく理解できない公文書で、傘下組織に不安感を煽っている」と指

摘した。	

労組結成を防ごうとデパートの商品券で激励金１００％を支給？	

＊サムソンディスプレイが、有機発光ダイオード事業部に基本給の 100%に当たる激励金

を商品券で支給するという代表理事名義の E メールを全社員に送った。労働者は「解

決法は労組結成だけだ」「労組を作るように会社がけしかけている」と不満をはき出

した。	

発電所の燃料・環境設備運転分野の正規職化は『韓電子会社』に	

＊労働界によれば、燃料・環境設備運転分野の発電 5 社統合労・使・専門家協議体は、

韓国電力が持分の 29%を保有する韓電産業開発を公共機関に指定する方案に合意した。

非正規職をこの会社の正規職に転換するということ。	

民主労総が政府に「馬事会真相調査委の構成」を提案	

＊民主労総ムン・ジュンウォン烈士対策委員会が、国務総理傘下の真相調査委員会の構

成を政府に提案した。韓国馬事会との交渉決裂で、葬儀を行えなくなった状況を打開

するために、政府が出てきて欲しいという趣旨。	

仕事をして肺癌に罹った環境美化労働者４人の産災を認定	

＊十数年間、ディーゼル排気ガスのような発ガン物質に暴露しながら働いて肺癌に罹っ

た環境美化労働者 4 人が、産業災害を認められた。全員 10 年以上、長くて 24 年間働

いた。公団は肺癌発ガン物質のディーゼルエンジン燃焼物質に長期間暴露し、硝子ケ

イ酸や石綿に間けつ的に暴露した事実を認めた。	

接待性の会食の後、階段から転落して亡くなった営業職に業務上災害	

＊製薬会社の営業社員に業務上災害という二審判決が出た。故人は 2016年 2月、病院の

看護師や会社の同僚と一緒に 1～3次の会食をした後、階段から転落して、入院治療中

の 4 月に死亡した。公団と一審のソウル行法は「故人が親睦企画または私的に過多に

飲酒した状態で発生した災害で、業務上災害ではない」としていた。	

麗水産業団地、死の外注化を止めよ	

＊全南・麗水地域の市民団体が麗水国家産業団地の大企業と政府に『死の外注化』の中

止を促す市民運動を始めた。3 日に、非正規職の 40 代の労働者が救助の遅れで亡くな

ったことが発端になった。	

 6日	 	 岐路に立つ韓国労総と文在寅政府の政策連帯協約	

＊韓国労総が、大統領府と共に民主党、雇用労働部に「政府と韓国労総が結んだ政策連

帯協約に対する立場を明らかにして欲しい」という趣旨の質問書を送った。キム委員

長が掲げた「文在寅大統領と結んだ政策連帯協約再検討」の公約履行の 初の段階。4

月総選挙を前に政策連帯協約が試験台に上がった。	

正義党『労働の外の労働者』保護の全泰壱３法を公約	



4/8	

＊正義党が「大統領と、共に民主党が冷遇した非正規労働者、労働の外の労働者、今の

時代の全泰壱を守る」3法を公約した。△5人未満の事業場に勤労基準法を全面適用、

△230 万人特殊雇用職労働者の労働三権保障、△重大災害企業処罰法の制定。2019 年

現在、5人未満の事業場に従事する労働者は 603万人で 25%を占める。	

金融労組「労働者優先金融倫理で経済民主化の出発点に立つ」	

＊金融労組の新執行部が定期代議員大会で「少子化・高齢化時代に、福祉社会に進むた

めの模範を作る」とした。委員長は「外国為替危機以後 20余年間、使用者と政府は女

性労働者を差別し、低賃金職群を作って青年労働者を差別し、初任給を削って中壮年

労働者を差別し、賃金ピーク制と不名誉退職を強要した」と話した。	

危機のタクシー産業、変化を試みるタクシー労働界	

＊デジタル技術の発展でタクシー産業が変化し、タクシー労働界も変身している。全タ

ク労連がモビリティーサービス企業と覚書(MOU)を締結したり、「組織拡大のために

組合への加入範囲をプラットホーム・タクシー運転者や代行運転技士など類似業種に

拡大する」とした。	

サムソン解雇者・撤去民・保険加入者が「サムソン遵法監視委を糾弾」	

＊サムソングループの遵法を監視するとして誕生した『サムソン遵法監視委員会』の初

会議の日、サムスン解雇者と保険金の支給を要求する癌患者が遵法監視委を糾弾した。	

韓国 GMのカジェム社長と法人、派遣法違反の疑惑で検察に送検	

＊韓国 GMの非正規職労働者が派遣法違反で会社を告訴して 2年目。	

駐韓米軍の韓国労働者「私たちを担保にした防衛費交渉は容認できない」	

＊駐韓米軍で働く韓国人労働者は、駐韓米軍の無給休職通知に「月給を受け取れなくて

も安保と国民安全のために働く」とし、制度の改善を要求した。	

マスク一枚まで差別･･･特殊・間接雇用の労働者に安全はない	

＊新種コロナウイルス感染症が広がり、労働者の安全対策にも差別が現れている。全国

郵便局宅配労組は「多くの市民と会う郵便局宅配労働者に手の消毒とマスク着用は必

須なのに、防疫物品の支給が遅れている」と抗議した。	

 7日	 	 法院、完成車の派遣法回避の誤魔化しにブレーキ	

＊ソウル中央地法が「現代車の二次下請け労働者も不法派遣」で、元請けの現代車が直

接雇用すべきだとした。雇用契約形態に関係なく、完成車工場のすべての下請け労働

者を不法派遣と認定したという点で、産業現場に及ぼす波及力が大きいと見られる。	

韓国労総− 国際輸送労連「四次産業革命の雇用の脅威に対処」	

＊国際輸送労組連盟(ITF)事務総長と幹部が韓国労総を訪ねた。キム委員長は「全世界的

に四次産業革命が進行して、自律走行車の登場のように輸送労働者の雇用が脅威を受

け、労働統制も強化される」と憂慮し、国際産別連盟の経験と知識を韓国の労働者と

共有しようと提案した。コットン事務総長は「組織拡大キャンペーンが成功するよう

に、韓国労総が共にして欲しい」と要請した。	

事業場閉鎖で働けなくなった特殊雇用職『生計見通し暗い』	

＊政府が感染病拡散を防ぐために新種コロナウイルス確診者と接触した労働者を 2 週間

自宅隔離しているが、生計対策はない。労働界は「今回の事態で特殊雇用職が勤労基

準法と四大社会保険の死角地帯にあることが如実になった」として、政府に財源を緊
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急に用意するように要求した。	

死の競走を止める希望バス、一緒にします	

＊仕事で死なないように、差別を受けないように、二次ロウソク行進準備委員会と、ム

ン・ジュンウォン騎手市民対策委員会が、共闘を準備している。文在寅政府の労働政

策を批判する『二次ロウソク行進』と、『死の競走を止める希望バス』の日程を 22・

23日にすると明らかにした。	

性別賃金格差が１位･･･女性たちのゼネスト宣言	

＊「私たちが止まれば世の中も止まる。」韓国の性別賃金格差は 34.6%で、OECDで不動

の 1位。3月 8日の女性の日を迎えて、韓国女性労働者会、女性団体連合などが『性別

賃金格差解消のための 3時 STOP女性ストライキ宣言』記者会見を行った。	

廉いとして非正規職を使った放送会社と、これを傍観した政府が犯人	

＊CJB清州放送で 14年間契約職の非正規職として働いたイ・ジェハク PDの死を契機に、

放送界に蔓延する非正規職採用の慣行を根絶しようという主張が高まっている。言論

労組放送作家支部とハンビットメディア労働人権センターは「清州放送は故人の死に

対する責任を認め、真相調査と再発防止対策を作れ」と要求した。	

新種コロナ感染は産業災害か、ではないか	

＊新種コロナウイルス感染症で自宅隔離された労働者は、有給休暇を保証されるか。原

材料部品請負・需給の支障などで休業する場合の休業手当ては？	 法律事務所が『新

種コロナウイルス労働法 10問 10答』の資料を出した。	

『歌一曲で懲役２年６月？』民衆歌謡提唱に重刑を宣告した法院	

＊イ・ソッキ前統合進歩党議員の『内乱陰謀事件』に同調した疑惑で、坡州市議員など 3

人に、控訴審でも懲役刑が維持された。控訴審が認めた事実は、進歩党の行事で『革

命同志歌』を歌ったことだけだった。	

 8日	 	 『ムン・ジュンウォン死亡７２日』馬事会の本社前に立った遺族たち	

＊72 日目の 8 日、遺族と労働者が韓国馬事会本社を訪ねて真相究明と責任者処罰を要求

した。馬事会会長は姿を表わさなかった。	

10日	 	 二大労総の指導部「共同闘争を強化」	

＊キム・ドンミョン新任韓国労総委員長が 10日、就任挨拶のために民主労総を訪問し、

週 52時間制例外の許容などを労働制度の改悪と規定し、共同闘争を強化するとした。	

認可延長勤労理由の半分以上は『業務量急増』	

＊先月 31日から認可延長勤労理由を拡大した勤労基準法施行規則が施行された。労働部

が 7 日現在の申請件数 44 件の内 27 件を認可した。業務量の急増を理由にした認可延

長勤労申請と認可・承認で、新種コロナウイルス感染症の拡散によるという点を勘案

しても、経営事情を理由にした長時間労働が固定化するという憂慮が消えない。	

産災保険医療機関サービスの点数が急上昇	

＊勤労福祉公団は 優秀産災保険医療機関 15ヶ所を発表した。公団は被災労働者に対す

る医療サービスの質の向上に、2008 年から毎年産災保険医療機関を、施設、療養過程

の適正性、医療サービス向上の努力、公共性などで評価している。2019 年の評価結果

は総合点数 82.6点で、2018年より 11.1点上がった。	

高速道路の巡回査察院、ブラックアイスで夜間労働が急増	
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＊道路の結氷『ブラックアイス』事故の防止に投入された高速道路安全巡回査察院の夜

間労働が急増した。民主労総公共輸送労組民主韓国道路公社支部は『一方的な安全巡

回査察強化政策の中断要求』決起大会を行い、「労使協議なしで安全巡回査察員の労

働強度と事故の危険が高まった」として、労働条件の改善と安全人員の補充を要求し

た。	

法院「労組会議を盗聴」ジョンウ精密の管理者に懲役刑を宣告	

＊検察は昨年 10月通信秘密保護法と労組法違反で三人を起訴した。大邱地法は中間管理

者 Aさんに懲役 1年に資格停止 1年、執行猶予 2年を宣告した。複数労組の第 1労組

幹部 Bさんと Cさんにもそれぞれ懲役 8月と資格停止 1年、執行猶予 2年を宣告した。	

11日	 	 文在寅大統領「雇用延長、本格的に検討する時になった」	

＊大統領が政府部署業務報告で「雇用延長も本格的に検討する時になった」と話した。

昨年、定年以後の『継続雇用制度』の導入を 2022年に検討するとしたのに続き、再度

雇用延長を強調した。「生産可能人口の急激な減少に備えるには、女性と年配の方の

経済活動参加を 大限増やす方法しかない」とした。	

仕事で『新種コロナ』に感染･･･産災を認められる	

＊勤労福祉公団が業務上で新種コロナウイルス感染症に罹った場合に適用する産業災害

補償業務処理方案を用意した。△保健医療・集団収容施設従事者が、診療など業務遂

行の過程で感染者と接触して発病した場合、△感染危険が高い職業群または業務と疾

病に相当因果関係がある場合を業務上疾病とし、産災補償をする。	

政府、新種コロナ被害にも『雇用維持した企業』に支援金	

＊雇用労働部は「新種コロナによって被害を受けた企業労働者の雇用安定のために支援

金を準備する」と明らかにした。	

大邱地下鉄火災惨事１７周期「安全な鉄道はまだこない」	

＊2003年 2月発生した大邱地下鉄火災惨事 17周忌を迎え、鉄道労働者が追悼行事を開催

する。全国鉄道地下鉄労組協議会は 2･18 大邱地下鉄火災惨事 17 周忌追慕週間を宣言

した。惨事の意味を再確認するポスターを貼り出し、惨事現場を記録した写真展を開

く。労組の組合員は追悼バッジをつける。17日に追慕集会、18日には追悼式を開催す

る。	

国政壟断した馬事会の積弊を清算できない結果、続いた死に繋がった	

＊公共機関の韓国馬事会の各種積弊に関する積弊清算委員会の報告書が、作成されてか

ら 1 年余り経って、公共機関積弊清算民主労総対策委員会とムン・ジュンウォン市民

対策委の手で外部に公開された。	

12日	 	 立ち止まった労働尊重社会、総選挙を経て再び走るか	

＊労働尊重社会を標ぼうした文在寅政府に対する労働界の期待は無惨に壊れた。政府・

共に民主党と政策連帯協約を結んだ韓国労総は「協約履行努力と今後の計画」を公開

質問した。6つの政党にも労働社会政策に対する立場を質問した。共に民主党は労政連

帯と協議による労働尊重社会の実現を再び約束し、正義党は労組する権利保障などを

骨子とした労働が堂々とした国を公約した。	

映画<パラサイト>標準勤労契約書を作成、放送界も見習わねば	

＊映画<パラサイト>はスタッフと製作会社が標準勤労契約書を作成し、週 52時間上限制
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を遵守して製作したことが知られている。ハンビットメディア労働人権センターは「放

送界はパラサイトの事例を模範とすべきだ」とした。放送界の労働者は勤労契約でな

く、請負契約を結んで仕事をするケースが多く、 低賃金適用を受けられなかったり

長時間労働をすることが常だった。	

落ちて、挟まれて･･･今年に入って既に５８人が死んだ	

＊労働健康連帯が『2020 産業災害現況』を公開した。2020 年が始まって 42 日。58 人の

労働者が一日 1.38 人ずつ、産業災害で亡くなった。1 月から産業安全保健法が施行さ

れたが、『キム・ヨンギュン』を死に追いやった産業現場の危険は変わっていない。	

青年たち「２１代国会で産業技術保護法を再改正せよ」	

＊青年参与連帯は「産業技術保護法の改正案が施行されれば、今後労働者になる青年た

ちは、自身が有害な環境で働いているのか尋ねることもできなくなる」とし、「安全

な労働環境が保証されない社会で、青年たちの未来と希望はどこにあるのか」と主張

した。	

労働者が労働組合に加入する理由「労働時間と安全」	

＊民主労総の『2017 年以後新規労組・組合員研究結果』討論会で、労働者が労働組合に

加入する も大きな動機は賃金ではなく、労働時間と安全問題だとされた。雇用不安、

賃金と所得、労働時間と安全、いじめとセクハラ、雇用形態、同僚の勧誘、労組に対

する信頼の 7 項目を 5 点標準で評価した調査で、労働時間と安全は 4.15 点で も高か

った。賃金と所得は 4.11点で二番目に、労組に対する信頼(3.86点)、雇用形態(3.48点)、

雇用不安(3.24点)、いじめとセクハラ(3.05)がその後に続いた。	

７４mの高空から２２６日振りに降りてきた･･･１２日に解団式	

＊大邱の嶺南大医療院の解雇者復職と労組活動保障などを要求して、昨年 7 月 1 日から

高空籠城を行ったパク・ムンジン(59)保健医療労組指導委員が地上に降りてきた。第

三者が労使の意見を聞いて妥協点を出す労働争議調整制度の『私的調整会議』で、△

解雇者復職問題解決、△労組活動の自由保障と労使関係発展に相互努力、△民刑事上

の問責禁止と法的紛争取り下げ等に合意した。「これ以上労働者が労組する権利のた

めに命をかける社会でなくなったら良い」と所感を述べた。	

ロボットでも替われないケア・ワーク･･･『私たちの中の冷遇』が問題	

＊ILOは 2018年に『包容的労働市場と性平等のための世話対応』報告書で「技術は人間

の世話をすることを肯定的に補完できるだろうが、世話するということは完全自動化

の可能性が相対的に低い」とし、「世話する労働の質を向上させることが労働の未来

で核心課題」とした。社会は女性が家族を世話し、色々な非定型の仕事をして、一生

で積んだ熟練を も値段が安い費用で使って、維持されている。専門家たちはこの労

働を保護するために労働供給を民間に放置するのでなく、公共がリードすべきだと指

摘する。	

13日	 	 就業者増加６５ヶ月振りの 大、４０代は急降下	

韓国労総、経済人総連との関係設定を『再検討の雰囲気』	

＊経総を見る韓国労総の雰囲気が普通ではない。交渉対象であり対話のパートナーでも

ある経総との関係を再設定すべきという内部意見が出ている。キム委員長は中小企業

中央会と大韓商議所を訪問したが、経総訪問は当分留保するとした。	
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韓国労総、希望退職の仮面を被った整理解雇が横行「解雇制限法を作ろう」	

韓国労総・不法延長労働申告センターを開設･･･申告を受けて法律相談支援	

故イ・ジェハク PD遺族「放送界を特別勤労監督せよ」	

＊遺族は「清州放送に故人の名誉回復と再発防止対策を要求する」とし、「政府はフリ

ーランサーという名で行われる異常な不法労働搾取の実態を調査して、実質的な対策

を樹立して欲しい」と要求した。	

馬事会改革・産災根絶を叫ぶ希望バスが走る	

＊『仕事で死なないように、差別を受けないように 2次ロウソク行進準備委』と『ムン・

ジュンウォン烈士希望バス企画団』は「非正規労働者の労働基本権保障とムン騎手の

死を呼んだ馬事会の積弊権力解体を要求する希望バスを主催する」とした。	

法院「映画撮影監督級のスタッフも勤労者」	

14日	 	 民主労総「５進歩政党を支持、人的・物的に支援する」	

＊民主労総と民衆党・正義党・労働党・緑色党・社会変革労働者党が、4･15 総選挙に共

同対応のための機構を構成する。5人未満の事業場に勤労基準法を全面適用する『全泰

壱法』の立法と、進歩改革国会を作るための共同の行動が推進される。民主労総は 5

進歩政党を支持政党と宣言し、人的・物的に支援する。	

韓国労総、総選挙要求として『５・１プラン』提示	

＊韓国労総の 5･1プランは、△5人未満の事業場への勤労基準法適用、△勤続 1年未満の

労働者に退職給付保障、の数字 5 と 1 と、△プラットホーム労働者と特殊雇用職・フ

リーランサーの労組する権利保障の『PUL』と『LAN』で作った新造語。民主労総の『全

泰壱法』と脈を通じる。	

金融労組、銀行圏の「子供の家」設置の一元化を推進	

＊労組は「今年の産別中央交渉で、金融産業使用者協議会に「共同子供の家」の設置を

要求する予定」とした。各銀行が労使合意で、職員福祉制度の一環として「子供の家」

を運営しているが、数が足りないというのが労組の説明。	

郵便局で民主労総脱退書の登記を受け取ってこい	

＊大邱の国内アルミニューム 2位の生産業者・朝日アルミニュームが、職員に民主労総(金

属労組)脱退書の作成を強要し、労組の核心幹部に対する勤務形態変更・配置転換など

不当労働行為をしたという疑惑が提起された。金属労組大邱支部は代表理事など役員 4

人を労組法違反で、大邱地検と大邱地方雇用労働庁に告訴・告発した。	

障碍者選手、暴力に２２.２％、性暴行に９.２％が暴露	

＊国家人権委員会が『障碍者体育選手の人権実態調査結果発表と政策懇談会』を開催し

た。調査は障碍者の体育選手 1554人を対象に行われた。	

感染症で休校・休院時、学父母に有給の「ケアー休暇」を保障	

＊感染症の拡散で、保育施設や学校が休院・休校する場合、両親にケアー休暇を保障す

る男女雇用平等法の改正案が発議された。労働者の未成年者の子供が感染症に罹った

り、休院・休校・始業延期の時、労働部が事業主を支援して、有給の休暇を保障する。	


