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労働組合は労働条件の向上をはじめ、相互扶助を基本と
した活動を行い､その目標に向け努力する組織です。

ＮＤＳ労働組合も、中央本部・支部・分会・部会・職場
が一体となり、「より働きがいのある職場」「より暮らし
やすい社会」をめざして取り組みを進めています。

皆さんも組合活動に参加していただき、目標の達成に向
け邁進していきましょう。
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情報労連 通建連合
ＮＤＳ労働組合
中央本部執行委員長

松本 佳典



 憲法第２８条「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体
行動をする権利は、これを保障する。」

 労働三権 ： 団結権、団体交渉権、団体行動権

↓

労働条件を良くすることを目的として団体を結成する権利を保障

↓

労働組合
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の

向上を図ることを主たる目的として組織する団体または連合団体

 労働組合の役割
◦ 健全な労使関係を築き、組合の要求を一つ一つ実現させ、より良い職場環境

をつくり、企業や団体の発展に努めること。
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ＮＤＳ労働組合

企業別組合

地方連合会

産業別組織
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・愛知県協議会 → 中央本部・愛知県下支部

（本社・名古屋・ﾃﾚﾈｯﾄ

岡崎・社会ｲﾝﾌﾗ・ｲﾝﾌｫｽ ）

・岐阜県協議会 → 岐阜支部

・静岡県協議会 → 静岡支部

・石川県協議会 → ﾃﾚﾈｯﾄ支部北陸部会

◎北海道情報通信建設労働組合 ◎サンコムユニオン
・東北情報インフラユニオン ◎トーシスグループ労働組合
・東京情報通信建設労働組合 ◎北陸地方情報通信設備建設労働組合
◎日本コムシス労働組合
◎コムシス情報システム労働組合
・エクシオグループ労働組合 ・シーキューブグループ労働組合
・ミライトグループ労働組合 ・四国通建労働組合

ミライト企業本部 ・ソルコム労働組合
・ミライトグループ労働組合 ◎九州情報通信設備建設労働組合

ミライトテクノロジーズ企業本部 ・沖縄通信建設労働組合

通建連合（情報通信設備建設労働組合連合会）

◎ＮＤＳ労働組合

情報労連（情報産業労働組合連合会）

http://www.tsuken-rengo.jp/
http://www.joho.or.jp/
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コムシスホールディングス（株）

日本コムシス（株）日本コムシス労働組合

コムシスホールディングスグループ労働組合連合会

（株）ＴＯＳＹＳトーシスグループ労働組合

サンワコムシスエンジニアリング（株）サンコムユニオン

コムシス情報システム（株）コムシス情報システム労働組合

（株）つうけん北海道情報通信建設労働組合

ＮＤＳ（株）ＮＤＳ労働組合

北陸電話工事（株）北陸地方情報通信設備建設労働組合

（株）ＳＹＳＫＥＮ九州情報通信設備建設労働組合

８労組 ８社

組
合
側

会
社
側

新規加盟（2019.9.24）
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2022年 3月 1日現在

支部 内訳 組合員 男 女 男女比

中央本部 本部 2 2 0 100.0% 0.0%

本社

本社 131 101 30 77.1% 22.9%

東京 28 25 3 89.3% 10.7%

リース 18 13 5 72.2% 27.8%

名古屋

名古屋 87 81 6 93.1% 6.9%

三重 33 33 0 100.0% 0.0%

三通 39 37 2 94.9% 5.1%

ﾃﾚﾈｯﾄ

ﾃﾚﾈｯﾄ 139 132 7 95.0% 5.0%

Nﾈｯﾄ 21 19 2 90.5% 9.5%

北陸 13 12 1 92.3% 7.7%

岡崎
岡崎 59 58 1 98.3% 1.7%

三河 54 49 5 90.7% 9.3%

岐阜 岐阜 64 61 3 95.3% 4.7%

静岡

静岡 89 85 4 95.5% 4.5%

浜松 28 28 0 100.0% 0.0%

浜Ｎ 63 55 8 87.3% 12.7%

社会ｲﾝﾌﾗ 社会ｲﾝﾌﾗ 79 75 4 94.9% 5.1%

ｲﾝﾌｫｽ
本社 136 113 23 83.1% 16.9%

東京 67 56 11 83.6% 16.4%

合計 1,150 1,035 115 90.0% 10.0%

会社 組合員 男 女 男女比

NDS 752 693 59 92.2% 7.8%

ｲﾝﾌｫｽ 203 169 34 83.3% 16.7%

ﾘｰｽ 18 13 5 72.2% 27.8%

豊橋N 54 49 5 90.7% 9.3%

浜松N 63 55 8 87.3% 12.7%

三通 39 37 2 94.9% 5.1%

NDSNW 21 19 2 90.5% 9.5%

合計 1,150 1,035 115 90.0% 10.0%

★ 支部別

★ 会社別 2022年 3月 1日現在

NDS㈱

㈱ＮＤＳリース

豊橋ＮＤＳ㈱

リース分会

三河分会三河分会

本社支部

名古屋支部

テレネット支部

岡崎支部

岐阜支部

静岡支部

社会インフラ支部

NDSインフォス㈱

中央本部

インフォス支部

㈱ＮＤＳネットワークNネット分会

８支部 ４分会 ６社

浜Ｎ分会 浜松ＮＤＳ㈱

Ｎ
Ｄ
Ｓ
グ
ル
ー
プ
ユ
ニ
オ
ン

組
合
側

会
社
側
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組 織 名 役 職 氏 名 所 属 会 社 ・ 事 業 部 等

中央本部 執行委員長 松本 佳典 ＮＤＳ（株） ＩＣＴサービス事業本部 サービス戦略企画部

副執行委員長 加藤 佳大 ＮＤＳ（株） モバイル事業本部 テレコム事業部 エンジニアリング部

書記長 南 建 ＮＤＳ（株） 人事部（労働組合で専従中）

執行委員 水谷 毅士 ＮＤＳインフォス（株） 第１システム部

執行委員 青木 健次 愛知ＮＤＳ（株） ユーザサービス部 港ユーザサービス担当（ＮＤＳから出向中）

執行委員 高木 貴司 ＮＤＳ（株） ＮＴＴ事業本部 豊橋支店 エンジニアリング部

本社支部 執行委員長 戸谷 史彦 ＮＤＳ（株） ＩＣＴサービス事業本部 ＳＥ部

リース分会 分会長 柗下 信太郎 （株）ＮＤＳリース リース・レンタル事業本部 リース事業部

名古屋支部 執行委員長 石田 和也 ＮＤＳ（株） ＮＴＴ事業本部 名古屋支店 エンジニアリング部

テレネット支部 執行委員長 原 雅紀 ＮＤＳ（株） モバイル事業本部 ドコモ事業部 エンジニアリング部

Ｎネット分会 分会長 塚本 智仁 （株）ＮＤＳネットワーク ＮＷビジネス部 ネットワーク担当

岡崎支部 執行委員長 林 諭 ＮＤＳ（株） ＮＴＴ事業本部 豊橋支店 エンジニアリング部

三河分会 分会長 樺島 靖幸 豊橋ＮＤＳ（株） 岡崎ＡＣ保守センタ

岐阜支部 執行委員長 伏屋 雅仁 ＮＤＳ（株） ＮＴＴ事業本部 岐阜支店 第一エンジニアリング部

静岡支部 執行委員長 蓮池 渉 ＮＤＳ（株） ＮＴＴ事業本部 静岡支店 第一エンジニアリング部

浜N分会 分会長 塚本 裕介 浜松ＮＤＳ（株） ＮＴＴ事業部 三方原営業所 保守保全課

社会インフラ支部 執行委員長 吉田 孝之 ＮＤＳ（株） 社会インフラ事業本部 ＣＥ事業部 エンジニアリング部

インフォス支部 執行委員長 森下 史章 ＮＤＳインフォス（株） 第１システム部

2022年 4月 1日現在
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 コンセプト

 文字の形状：
文字間の密着 →「協力」「団結」

デザイン →「末広がり」

「明日へ向けて走り出す、

ジャンプする」

 文字の色：
緑→「安全」 赤→「情熱」

青→「安心」 黄→「元気、前向き」

 「安心・安全な職場」「暮らしの
実現」に向け、一致団結し、情熱
を持ち前進していくイメージ

 組合旗



ＮＤＳ労働組合では、

３点を基本に組合員の

生活を守るための

取り組みを行っています。

 労働条件の向上

 雇用の安定確保

 相互扶助活動
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•職場オルグを開催し、組合員の意志を尊
重した上で、労働条件向上の実現・獲得に
向けた取り組みを行っています。

労働条件の向上

•毎年の秋春闘で“働きがいのある”賃金
や一時金の水準をめざし、引き上げを要求
しています。

賃金・一時金の交渉

•安全衛生法に基づき安全衛生委員会を開
催し、会社施策の検証と労働組合からの提
案により、諸問題の解消に努めています。

•安全パトロールを実施し、声かけによる
激励とともに、不安全行動の排除に努めて
います。

安全労働の確立

•上部組織（情報労連・通建連合）と連携を
図り、通信事業者各社の経営状況や設備投
資について情報提供を受けています。

•提供された情報については支部委員長会議
等の場で情報共有を行っています。

業界の動向把握

•会社側との労使学習会、キックオフへのオ
ブ参加、窓口等を通じて、各企業の展望を

明らかにする取り組みを行っています。

•中央本部と各企業との労使間による労務協
議会等にて、具体化に向けた論議を行って

います。

各企業の事業計画
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•共済３事業の取り組みを中心に、社員・組

合員の厚生面での充実を図っています。

•独自の取り組みとして「リフレッシュサ
ポート」、「フラワーギフト」などを実施
しています。

厚生活動

•連合や情報労連各県協が主催するイベント

等に参加し、相互の交流を深めています。

•若手組合員との意見交換会を開催し、交流
を深め職場の環境改善に取り組んでいます。

•女性委員会の活動を通じて、女性や若手組
合員の組合活動への参画に取り組んでいま
す。

青年・女性活動

•上部組織からのカンパや災害復興ボラ
ンティアへの参加要請に積極的に取り

組んでいます。

•労働組合の社会的責任を果たすべく、
社会貢献する組織活動を展開していま
す。

ボランティア活動

•勤労者・生活者・納税者の視点に立っ
た生活の要求や政策制度要求を実現さ
せるため、政治学習会の開催など取り

組んでいます。

政治活動

•組合員や家族の生活における問題点等
について、弁護士が無料で相談に応じ

てくれます。

法律相談
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中
央
本
部

各
支
部

団体交渉

秋春闘時期に本
部・支部・分会
が一体となり各
企業へ要求しま
す。

その他の時期で
も必要に応じて
申し入れを行い
ます。

中央

労務協議会

諸案件について
労使間論議を行
います。

都度開催

中央

安全衛生委員会

安全労働や職場
の衛生環境につ
いて労使間論議
を行います。

毎月１回開催

労働時間等

設定改善委員会

総労働時間に関
係する諸問題に
ついて労使間論
議を行います。

都度開催

その他

各種委員会

人事評価や退職
金等の制度につ
いて労使で検討
します。

都度開催

団体交渉

秋春闘時期に支
部から各支店や
各事業部等へ要
求します。

労務協議会

支部－支店間の
諸案件について
労使間論議を行
います。

安全衛生委員会

支部－支店間の
安全労働や職場
の衛生環境につ
いて労使間論議
を行います。

労働時間等

改善推進委員会

支部－支店間の
総労働時間に関
係する諸問題に
ついて労使間論
議を行います。
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１０月
中部ブロック東西研修会

拡大支部委員長会議

他労組との意見交換

年間計画の情報共有 等

１１月

団体交渉（要求書提出）

第１回書記長会議

団体交渉（回答書受領）

秋季年末闘争 山場

秋闘要求（一時金、その他）

組織運営や安全衛生について、支部間で意見交換

一時金要求、その他要求の交渉

１２月
統一安全行動

秋季年末闘争 決着

安全グッズ等の配布等による安全意識の啓蒙活動

１月 安全祈願 中央安全衛生委員会による安全祈願

２月
中央委員会

団体交渉（要求書提出）

春季生活闘争方針の策定

春闘要求（賃金改善、一時金、その他）

３月

第２回書記長会議

団体交渉（回答書受領）

春季生活闘争 山場

組織運営や安全衛生について、支部間で意見交換

賃金改善要求、その他要求の交渉

４月
統一安全行動

春季生活闘争 山場

安全グッズ等の配布等による安全意識の啓蒙活動

一時金要求の決着

５月
春季生活闘争 決着

支部研修会（きらら） 春の加入促進キャンペーンに向けた準備

６月
青年女性担当者会議

平和行動

各支部の青年女性担当による意見交換

戦争の悲惨さを知り平和の大切さを考える視察行動（原則、隔年開催）

７月 定期全国大会 上部組織の次年度活動方針の策定、規程類の改廃、予算の策定

８月 定期中央大会 ＮＤＳ労組の次年度活動方針の策定、規程類の改廃、予算の策定

９月
定期支部大会

支部研修会（生協）

各支部の次年度活動方針の策定、規程類の改廃、予算の策定

秋の共済加入促進キャンペーンに向けた準備

組
合
の
年
度
：
10
月
ス
タ
ー
ト

会
社
の
年
度
：
４
月
ス
タ
ー
ト

※支部委員長会議は毎月開催



 共済とは？

◦ 「すべては生協組合員・家族の
『安心・安全』のために」を基
本理念とした事業を展開してい
ます。

◦ 営利目的ではないため、少ない
掛金で確かな保障が得られます

◦ 総合（慶弔）共済

◦ 医療･傷害 ≪Ｍｙセーフティ≫

◦ 生命共済 ≪ささえ愛≫

◦ 火災共済 ≪すまいる≫

◦ 自然災害共済 ≪おまかせ≫

◦ 交通災害共済 ≪しぐなる≫

◦ マイカー共済、自賠責共済

◦ 年金共済 ≪ひろがり≫

◦ がん保険、医療保険、介護保険

◦ 団体長期障害所得補償保険

（GLTD）
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 「ろうきん」は、

働く仲間たちの助け合いの精神から

生まれた生活応援バンクです。

◦ 財形貯蓄

◦ エース預金

◦ マイカーローン、住宅ローン 等

ＮＤＳ労働組合 中央本部 20

自動車購入時等、低金利でローンの組立てができます。

提携ＡＴＭでの手数料が実質無料です。

※ 後日合算して払い戻されます。

※ お問い合わせは配属後の各支部の労金担当まで
東海労働金庫ＨＰ



21ＮＤＳ労働組合 中央本部

ろうきんアプリ

キャッシュサービス



 「組合費」は、労働組合が活動を行うための活動費です。

 組合費や共済掛金等を、賃金（給与）から控除（天引き）

することを「チェックオフ」と言います。

【一般組合費】※毎月の賃金（給与）から控除

基本給 × ％ ＋ 700円 （上限 5,000円）

【臨時組合費】※夏季・年末一時金（賞与）から控除

一時金（賞与）支給額 × ％ ※ 別紙参照

皆さんのご理解ご協力をお願い致します。
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 労働組合は、組合員の皆さんの為にあります。また、労働

組合は組合員の皆さんのご支援・ご協力なくしては成り立

ちません。

 労働組合はもとより、会社を発展させる為にも、全組合員

の力を結集し、より良い職場環境を創出しましょう！！

 ＮＤＳ労働組合のＨＰでは、様々な活動報告や、各種イベ

ントの模様、レクリエーションのご案内などを掲載してい

ますので、是非ご覧ください。

https://www.nds-union.info/
※パスワード「 ndsu2022 」
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