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闘争日程

「生活の安心・安定をめざす」ための『総合生活改善闘争』との
位置づけのもと取り組みます。

取
り
組
み
内
容

1雇用の維持・確保について、最優先すべき最大の課題と位置づけ、継続的な取り組みを進めます。
2賃金については、電線関連産業で働く者への「人への投資」として、6,000円以上の賃金引き上げ
（ベースアップ）に取り組みます。
3年間一時金については、「生活保障部分（固定部分）」と「成果反映部分（変動部分）」の2つの要
素に基づき要求し、平均方式は年間5ヵ月中心とします。なお、「産別ミニマム基準」については
「平均原資年間4ヵ月」とします。
4退職金は、全体水準の引き上げに取り組みます。
5労働諸条件および働く環境の改善に取り組みます。
6生活環境の改善と産業政策の実現に取り組みます。

2023年春季闘争方針の要旨2023年春季闘争方針の要旨

2023年春季闘争方針（案）2023年春季闘争方針（案）
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2023年春季闘争では、「労働者の雇用の安定と生活不安・将来不安払拭」を基本に、所得の向上による消費拡大、
産業・企業の基盤強化と健全な発展、ひいては「経済の自律的成長」と「社会の持続性の実現」につなげるべく、「生活
の安心・安定をめざす」ための『総合生活改善闘争』と位置づけ、連合・JCM方針を踏まえるなかで、とりまく諸情勢や
産業実態を十分に勘案し、「2022～2023年度運動方針」「全電線中期基本政策」「2022年春季闘争総括」に基づ
き、「雇用の維持・確保」「賃金」「年間一時金」「退職金」「労働諸条件および働く環境の改善」「生活環境の改善と
産業政策の実現」に取り組みます。
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具体的な取り組み 踏まえ、取り組みを行うこととします。
2）次世代育成支援
①仕事と家庭の両立支援を図るための「次世代育成支援対策推
進法」への対応については、一般事業主行動計画策定には労
働組合が参画するとともに、引き続き行動計画における実施
状況のフォローを行うなど、諸制度のさらなる充実を図ること
とします。また、すべての単組において労使で行動計画策定
の取り組みを行い、内容の点検・充実に取り組むこととします。

②育児については、育児休業をはじめとした各種制度の整備・
定着を進めるとともに、仕事と生活の調和が図れる職場環境
の整備に向けた企業福祉を促進し、子育てしながら安心して
働くことができる社会の実現に取り組むこととします。

3）介護・看護
「2016～2017年度 政策委員会検討結果」および「ワーク・
ライフ・バランスにかかわる法令等に対する全電線の基本的考え
方」に沿い、働き続けながらでも、介護・看護に対応でき得る就労
環境の整備に努めるとともに、引き続き制度の充実と活用促進に
向けた実効性のある取り組みを進め、すべての労働者が法の趣旨
に基づく制度の対象となるよう努めていくこととします。
（2）60歳以降の労働環境
労働者の立場に立った労働条件の向上に向け、現行制度の内容

整備・実施状況の点検など、春季闘争期間中も含め各単組の実態
に即し取り組むこととします。
60歳以降も働くことを希望する方が安全に安心して働き続けら

れる環境づくりに向けて、既に65歳までの定年延長について導入
されている単組もあることや、定年の引き上げ、定年廃止、賃金水
準など「同一価値労働同一賃金」の観点から均衡・均等待遇の実
現をめざし、単組の主体的判断のもと、春季闘争期間中も含め、通
年で取り組むこととします。
（3）組合員と雇用形態の異なる労働者の対応
同じ職場の働く仲間として、雇用の安定と職場の安全確保、公正

な労働条件の確保、および受け入れ時の対応など、労使協議の充
実を図り、単組の主体的判断のもと、春季闘争期間中も含め、通

年で取り組むこととします。
また、同一労働同一賃金の法整備に伴い、正社員との間に不合
理な待遇差が無いか、経営側に確認するなどチェック・フォローに
取り組むこととします。
（4）男女共同参画の推進
互いにその人権を尊重し、その個性とその能力を十分に発揮で

きる男女共同参画社会の実現をめざし、意識の高揚や具体的な環
境整備の推進を春季闘争期間中も含め、通年で取り組むこととし
ます。
①「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画について
は、すべての単組で策定され、行動計画における諸制度の
さらなる充実に向け、単組の主体的判断のもと取り組むこと
とします。
②「男女の賃金の差異」の把握と公表が301人以上の企業に
義務化されたことを踏まえ、企業規模にかかわらず全単組の
労使において共有するなかで、取り組むこととします。

6 生活環境の改善と産業政策の実現
「生活の安心・安定」をめざし、生活環境の改善と産業政策の充
実の重要性を認識するなかで、連合・JCMの取り組みとの連動性
を強く意識し、構成組織の一員として積極的に参画していきます。
具体的な活動としては、「全電線 中期基本政策」を踏まえ、全電

線として連合・JCMへの展開や電線経連・電線工業会、各省庁、
協力議員などへの申し入れや意見交換を行いながら幅広い取り組
みを推進していきます。
また、付加価値の適正循環の実現に向けては、経済産業省の「金
属産業取引適正化ガイドライン」や電線工業会の「電線業界の取
引適正化のために（取引適正化ガイドライン）」を推進するととも
に、「全電線 政策・制度要求【重点項目】」などを活用し、協力議
員へ要請するなど要求実現に向けた取り組みを進めていきます。
「人権デュー・ディリジェンス」については、JCMの「人権デュー・
ディリジェンスにおける労働組合の対応のポイント」を踏まえ、労
使委員会等の設置に向けて、通年で取り組みを進めていきます。

1 雇用の維持・確保
これまでの取り組み経過や電線関連産業をとりまく環境を認識し
つつ、経営対策の強化や労使でビジョンを共有するなど、雇用の安
定に向けて、引き続き春季闘争期間中も含め取り組みます。
（1）雇用の維持・確保を、最優先すべき最大の課題と位置づけ、

雇用の安定に向けて、継続的な取り組みを推進していきます。
（2）引き続き日常からの経営対策を行うこととし、事業の再編など

事業構造改革に伴う会社提案に対しては、事前協議を大前提
に労使協議体制を強化していくこととします。

2 賃金
これまでの継続した賃上げをより強固なものとすべく、連合・
JCMの方針を考慮しつつ、電線関連産業で働く者への「人への投
資」として、賃金改善に取り組むこととし、魅力ある労働条件整備
に向けた対応を継続的に図っていくこととします。
（1）賃金改善
1）実質生活の維持・向上、賃金の社会性などの観点から「定期
昇給をはじめとする賃金構造維持分の確保」を図ったうえで、
6,000円以上の賃金引き上げ（ベースアップ）に取り組みま
す。

2）電線産業にふさわしい賃金水準の取り組み
「電線産業にふさわしい賃金水準」の自らめざすべき賃金水
準の実現に向けて、取り組むこととします。

3）初任給については、個別賃金強化や将来の電線関連産業を
担う人材の確保・定着の観点から、賃金管理の出発点であ
ることを重視し、18歳高卒正規入社初任給を到達闘争とし
て、177,000円をめざすこととし、各単組の実態に応じ、計
画的に引き上げに取り組むこととします。

4）企業内最低賃金については、18歳の位置づけで協定化を図
るとともに、具体的水準については到達闘争として
169,000円以上の引き上げに取り組むこととします。なお、
東京都、神奈川県の地域別最低賃金に該当する単組は、
174,000円以上の引き上げに取り組むこととします。

5）JC共闘として「JCミニマム（35歳）210,000円」の取り
組みを推進します。

6）組合員と雇用形態の異なる労働者についても、組合員に見
合った水準を確保できるよう取り組むこととします。

（2）賃金制度の確立・整備
単組の主体的な取り組みのもと、公平・公正な賃金制度の確立

を図り環境整備を進めるとともに、年齢別最低賃金について検証
を含めた取り組みを行います。また、賃金構造維持分については、
事前確認に向けた取り組みを行うこととします。
（3）登録・表示
「賃金構造維持分の実施結果」「賃金改善の個別結果」「電線産
業にふさわしい賃金水準（中堅作業者）」「35歳個別賃金」「18歳
高卒正規入社初任給」「企業内最低賃金」について、登録・表示を
することとします。

3 年間一時金
「一時金は生活水準の維持・向上を図るための年間賃金の一部
である」との考え方を堅持するなかで、一時金の構成要素を、生活
を守るとの観点に立脚した好・不況にかかわらず必要不可欠な「生
活保障部分（固定部分）」と、成果・業績を反映し、その適正な還
元を求めていく「成果反映部分（変動部分）」とに分けて要求を設
定します。また、年間での重要性を認識し、生活安定につながる水
準に向けた対応を図るべく「年間一時金」の確保に取り組みます。
なお、各単組の要求が企業業績に影響され基準を下回ることの

ないよう環境を整えていくこととします。
（1）要求方式
年間要求方式での夏季・年末折半とします。

（2）要求基準
要求基準については、「生活保障部分（固定部分）」と「成果反映

部分（変動部分）」を併せて5ヵ月中心とします。なお、「産別ミニ
マム基準」については「平均原資年間4ヵ月」とします。

4 退職金
退職金には、「長きにわたり企業の発展を支え続けてきた労働者

の功労的な要素」も含まれていることなどや、「安定した老後生活
保障の確保を最重点とする社会保障の補完的給付」の位置づけを
基本に、全体水準の引き上げに向け取り組みます。
（1）取り組みにあたって
1）銘柄は「高卒・勤続42年・60歳・標準労働者」を基本に
全体水準の引き上げに向け取り組むこととし、現行水準が低
位にある単組は、格差の実態を踏まえ、単組の主体的判断
のもと、格差是正に取り組むこととします。

2）定年延長に伴う退職金の取り扱いについては、現行制度と比
較して60 歳到達時点で不利益が生じない制度とすることを
前提に、60 歳以降も積み上げられるよう取り組みます。

3）現行水準とこれまでの到達水準との乖離が極めて大きい単
組については、到達方式を基本に置きつつも、着実な改善に
結びつけていく観点から、その補完として、到達水準と現行
水準との格差等を踏まえた上げ幅での要求設定を、当該単
組の主体的判断のもとに行っていくこととします。

4）企業年金制度の充実に向け、十分な労使協議を行うなかで
取り組みを進めることとします。

5 労働諸条件および働く環境の改善
（1）ワーク・ライフ・バランスの実現
ワーク・ライフ・バランスの実現は、社会的に必要性を増してお

り、働き方の満足度を向上させ、労働に対する魅力を高めるうえで
も重要です。仕事と家庭の両立支援を充実させるとともに、仕事と
生活の調和が図れるよう、働く者のニーズに合ったバランスの取れ
た働き方が必要となっていることから、労働諸条件の改善に向け、
単組の主体的判断のもと春季闘争期間中も含め、通年で取り組む
こととします。
1）労働時間短縮
①年間総実労働時間の到達目標である1,800時間の達成に向
けて、まずは当面の目標である1,900時間台の定着を推進
し、年間休日125日と1日の所定労働時間7.5時間をめざし
た所定内労働時間の短縮、時間外労働の削減および休暇取得
の推進を前進させるべく「労働時間等設定改善法」を踏まえ
設置された専門委員会において、各労使で協議を進めていく
こととします。
②月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50％の引き
上げが、2023年4月1日より中小企業へも適用されることを

全電線　政策協定締結議員からのメッセージ全電線　政策協定締結議員からのメッセージ

電線産業にふさわしい賃金水準（中堅作業者※）
「目標水準」：到達水準をクリアした単組がめざすべき水準：

304,000円以上
「到達水準」：全ての単組が到達すべき水準：

279,000円以上
「最低水準」：全ての単組が最低確保すべき水準：

223,000円以上
※中堅作業者とは「担当製造工程などに関する高度な知識・技能、
職場において適切な指導力や統率力を有し、将来監督者になり
得る能力を備えた者」と設定する。（概ね35歳）

■「給料が上がる経済」の実現に向けて

衆議院議員　浅野さとし

全電線の皆さまの日頃からの格段のご支援に感謝申し上げます。今年はウクライナ危機による
エネルギー価格の高騰、物価の上昇など、組合員の皆さまの生活に直結する多くの困難があり、
これからも継続していくと思われます。来年からはじまる通常国会の中では、このような問題に対
してしっかりと議論を深め、組合員の皆さまの生活、仕事が安定するように私も力を尽くしていき
たいと思います。
なかでも大きなテーマとなるのは“経済安全保障”です。サプライチェーンの強靭化や、物価高対策といった私たちにとって
身近な問題が取り上げられます。引き続き、職場の皆さまから多くの声をいただきながら、私も充実した国会活動になるよう
に精一杯取り組んでいきたいと思います。
そのためには、私たちの仲間を多く議会に送り出す必要があります。来年4月に行われる予定の統一地方選挙では私たちの
多くの仲間が挑戦します。それぞれの地域で職場の皆さまの力強いご支援をお願いしたいと思います。
最後に2023年春季闘争においても、組合員の皆さまの安全衛生環境の改善、可処分所得の向上などが実現されますこと
を祈念申し上げます。



「未来づくり春闘」でデフレマインドを断ち切り、ステージ
を変えよう。
欧米主要国と比べ、個人消費が低迷しコロナ禍からの回復
スピードが遅い。企業・家計のデフレマインド（長きにわたる
デフレの経験によって定着した、物価や賃金が上がりにくいこ
とを前提とした考え方や慣行）が根強く残っている中での輸入
物価の上昇は、家計においては賃金が物価上昇に追いつかな
いなど、企業部門においては適切な価格転嫁が進まないなど
の問題を引き起こしている。
それぞれの企業・個人が短期的な自己利益を追求していけ
ば、スタグフレーション（不況下の物価高）に陥りかねない。
社会全体で中期的・マクロ的な視点から問題意識を共有し、
GDPも賃金も物価も安定的に上昇する経済へとステージを
転換し望ましい未来をつくっていくことが必要だ。みんなが
一歩を踏み出さなければ流れを変えることはできない。それ
はまた、国際的に見劣りする日本の賃金水準、マクロの生産性
と賃金の乖離、実質賃金の長期低下傾向、格差拡大など、バ
ブル崩壊以降の長年の課題を解決するための必要条件でも
ある。
①賃上げ、②働き方の改善、③政策・制度実現の取り組みを
柱とする総合生活改善闘争の枠組みのもと、産業状況の違い
を理解しあいながら、中期的視点を持って「人への投資」と月
例賃金の改善に全力を尽くす。月例賃金にこだわるのは、これ
が最も基本的な労働条件であり、社会的な水準を考慮して決
めるべき性格のものだからである。所定内賃金で生活できる
水準を確保するとともに、「働きの価値に見合った水準」に引
き上げることをめざす必要がある。

連合『2023春季生活闘争方針』抜粋

これまで金属労協は、「強固な日本経済」は「強固な金属産
業」から、「強固な金属産業」は「強固な現場」から、「強固な現
場」は働く者の生活の安心・安定から生まれる、との観点に立
ち、生活の安心・安定、大変革期を生き抜く「現場力」強化、個
人消費を中心とする安定的・持続的な成長の実現を図るべく、
基本賃金の引き上げを基軸とした「人への投資」を求めてきま
した。「生産性運動三原則」に基づく「成果の公正な分配」とな
る賃上げの獲得によって、日本の経済力、基幹産業たる金属産業
にふさわしい賃金水準の実現をめざして取り組んできました。
しかしながら、実質賃金の改善は見られず、消費の低迷が経
済成長の足かせとなってきました。加えて、2022年4月以降、
物価上昇が顕著となり、実質賃金の低下が組合員の生活を圧
迫する状況となっています。賃金は、組合員の生活の基盤であ
り、実質賃金の低下を直ちに回復する必要があります。
現下の状況を認識した上で、2023年闘争では、これまで継

続して取り組んできた基本賃金の引き上げを基軸とした「人へ
の投資」を一層強化し、生活を守り、組合員の意欲・活力の向上
と人材の確保・定着を図り、それが現場力、企業競争力の強化
につながるという好循環サイクルを確かなものとする契機とし
なければなりません。
2023年闘争は、日本経済、金属産業の動向や、実質賃金の
低下が組合員の生活を圧迫する状況などを総合的に勘案し、
「JC共闘」の総力を結集して、生活を守り、「人への投資」を強
化する賃上げに取り組みます。この基本賃金を基軸とした「人へ
の投資」によって、生活の安心・安定の確保、働く者のモチベー
ション向上、金属産業の魅力向上による人材の確保・定着を図
り、産業・企業の競争力強化、個人消費中心の安定的・持続的
な経済成長をめざします。
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日本銀行が公表した「経済・物価情勢の展望」によると、
「消費者物価（除く生鮮食品）は、エネルギーや食料品、耐
久財などの価格上昇がみられ、+2.9%程度となっていま
す。また、予想物価上昇率は、「上昇している」とされ、
2022年度は、前回の見通しから0.6%ポイント引き上げら
れています。さらに、2023年も物価が上昇するシナリオを
維持しています。

各経済指標動向（雇用、物価） 【雇用 底堅く推移、物価 横ばい】
総務省が公表した「労働力調査10月分」によると、完全失

業率は、2.6%となりました。また、完全失業者数は16ヵ月
連続での減少となりました。「一般職業紹介状況10月分」に
よると、有効求人倍率は1.35倍（前月比+0.01ポイント）と
なりました。雇用情勢は、ウィズコロナの下で各種指標が底
堅く推移するなかで、さらに改善していくことが期待されて
います。

組合員の生活が圧迫されるとともに、長引く不安定な世界
情勢を背景に、現状の生活や将来に対する不安が増大して
います。

勤労者の生活実態 【実質賃金 低下し続けている】
ここ数年の実質賃金の推移をみると、物価が上昇傾向に
あることに対して賃金の上昇幅が小さいことから低下し続
けています。実質賃金の低下が著しくなっていることから

社で増益となりました。銅価格高騰による販売金額の増加
もあり増収基調となりましたが、中国でのロックダウン、半
導体等の部材不足や、自動車の減産といった影響から収益
面では各社で差がみられる状況となりました。そのような
なか、海外市場においてはデータセンター向け需要、5G需
要などが堅調に推移しました。また、通期では、全社で増
収、営業利益は3社で増益、経常利益は4社で増益の見通し
となっています。

電線関連産業 【2022年度 上場6社通期 増収基調も収益ばらつく】
2022年度の銅電線需要見通しは、64万2,000㌧（前
年度比+1.8%）と、コロナ禍以前の水準には届かないもの
の、前年度を超える予測がされています。
2022年度の国内光ケーブル需要見通しは、747万kmc
（前年度比▲1.1%）と、当初見通しから下方修正され、前
年度を下回る予測がされています。
上場している6社の2022年度上期決算状況について、
売上高は5社で増収、営業利益は2社で増益、経常利益は3

景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供
給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意す
る必要がある。」とされています。

日本の経済動向 【景気は緩やかに持ち直し】
内閣府が公表した11月の月例経済報告によると、「先行
きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあっ
て、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界
的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の
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具体的な取り組み 踏まえ、取り組みを行うこととします。
2）次世代育成支援
①仕事と家庭の両立支援を図るための「次世代育成支援対策推
進法」への対応については、一般事業主行動計画策定には労
働組合が参画するとともに、引き続き行動計画における実施
状況のフォローを行うなど、諸制度のさらなる充実を図ること
とします。また、すべての単組において労使で行動計画策定
の取り組みを行い、内容の点検・充実に取り組むこととします。

②育児については、育児休業をはじめとした各種制度の整備・
定着を進めるとともに、仕事と生活の調和が図れる職場環境
の整備に向けた企業福祉を促進し、子育てしながら安心して
働くことができる社会の実現に取り組むこととします。

3）介護・看護
「2016～2017年度 政策委員会検討結果」および「ワーク・
ライフ・バランスにかかわる法令等に対する全電線の基本的考え
方」に沿い、働き続けながらでも、介護・看護に対応でき得る就労
環境の整備に努めるとともに、引き続き制度の充実と活用促進に
向けた実効性のある取り組みを進め、すべての労働者が法の趣旨
に基づく制度の対象となるよう努めていくこととします。
（2）60歳以降の労働環境
労働者の立場に立った労働条件の向上に向け、現行制度の内容

整備・実施状況の点検など、春季闘争期間中も含め各単組の実態
に即し取り組むこととします。
60歳以降も働くことを希望する方が安全に安心して働き続けら

れる環境づくりに向けて、既に65歳までの定年延長について導入
されている単組もあることや、定年の引き上げ、定年廃止、賃金水
準など「同一価値労働同一賃金」の観点から均衡・均等待遇の実
現をめざし、単組の主体的判断のもと、春季闘争期間中も含め、通
年で取り組むこととします。
（3）組合員と雇用形態の異なる労働者の対応
同じ職場の働く仲間として、雇用の安定と職場の安全確保、公正

な労働条件の確保、および受け入れ時の対応など、労使協議の充
実を図り、単組の主体的判断のもと、春季闘争期間中も含め、通

年で取り組むこととします。
また、同一労働同一賃金の法整備に伴い、正社員との間に不合
理な待遇差が無いか、経営側に確認するなどチェック・フォローに
取り組むこととします。
（4）男女共同参画の推進
互いにその人権を尊重し、その個性とその能力を十分に発揮で

きる男女共同参画社会の実現をめざし、意識の高揚や具体的な環
境整備の推進を春季闘争期間中も含め、通年で取り組むこととし
ます。
①「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画について
は、すべての単組で策定され、行動計画における諸制度の
さらなる充実に向け、単組の主体的判断のもと取り組むこと
とします。
②「男女の賃金の差異」の把握と公表が301人以上の企業に
義務化されたことを踏まえ、企業規模にかかわらず全単組の
労使において共有するなかで、取り組むこととします。

6 生活環境の改善と産業政策の実現
「生活の安心・安定」をめざし、生活環境の改善と産業政策の充
実の重要性を認識するなかで、連合・JCMの取り組みとの連動性
を強く意識し、構成組織の一員として積極的に参画していきます。
具体的な活動としては、「全電線 中期基本政策」を踏まえ、全電

線として連合・JCMへの展開や電線経連・電線工業会、各省庁、
協力議員などへの申し入れや意見交換を行いながら幅広い取り組
みを推進していきます。
また、付加価値の適正循環の実現に向けては、経済産業省の「金
属産業取引適正化ガイドライン」や電線工業会の「電線業界の取
引適正化のために（取引適正化ガイドライン）」を推進するととも
に、「全電線 政策・制度要求【重点項目】」などを活用し、協力議
員へ要請するなど要求実現に向けた取り組みを進めていきます。
「人権デュー・ディリジェンス」については、JCMの「人権デュー・
ディリジェンスにおける労働組合の対応のポイント」を踏まえ、労
使委員会等の設置に向けて、通年で取り組みを進めていきます。

1 雇用の維持・確保
これまでの取り組み経過や電線関連産業をとりまく環境を認識し
つつ、経営対策の強化や労使でビジョンを共有するなど、雇用の安
定に向けて、引き続き春季闘争期間中も含め取り組みます。
（1）雇用の維持・確保を、最優先すべき最大の課題と位置づけ、

雇用の安定に向けて、継続的な取り組みを推進していきます。
（2）引き続き日常からの経営対策を行うこととし、事業の再編など

事業構造改革に伴う会社提案に対しては、事前協議を大前提
に労使協議体制を強化していくこととします。

2 賃金
これまでの継続した賃上げをより強固なものとすべく、連合・
JCMの方針を考慮しつつ、電線関連産業で働く者への「人への投
資」として、賃金改善に取り組むこととし、魅力ある労働条件整備
に向けた対応を継続的に図っていくこととします。
（1）賃金改善
1）実質生活の維持・向上、賃金の社会性などの観点から「定期
昇給をはじめとする賃金構造維持分の確保」を図ったうえで、
6,000円以上の賃金引き上げ（ベースアップ）に取り組みま
す。

2）電線産業にふさわしい賃金水準の取り組み
「電線産業にふさわしい賃金水準」の自らめざすべき賃金水
準の実現に向けて、取り組むこととします。

3）初任給については、個別賃金強化や将来の電線関連産業を
担う人材の確保・定着の観点から、賃金管理の出発点であ
ることを重視し、18歳高卒正規入社初任給を到達闘争とし
て、177,000円をめざすこととし、各単組の実態に応じ、計
画的に引き上げに取り組むこととします。

4）企業内最低賃金については、18歳の位置づけで協定化を図
るとともに、具体的水準については到達闘争として
169,000円以上の引き上げに取り組むこととします。なお、
東京都、神奈川県の地域別最低賃金に該当する単組は、
174,000円以上の引き上げに取り組むこととします。

5）JC共闘として「JCミニマム（35歳）210,000円」の取り
組みを推進します。

6）組合員と雇用形態の異なる労働者についても、組合員に見
合った水準を確保できるよう取り組むこととします。

（2）賃金制度の確立・整備
単組の主体的な取り組みのもと、公平・公正な賃金制度の確立

を図り環境整備を進めるとともに、年齢別最低賃金について検証
を含めた取り組みを行います。また、賃金構造維持分については、
事前確認に向けた取り組みを行うこととします。
（3）登録・表示
「賃金構造維持分の実施結果」「賃金改善の個別結果」「電線産
業にふさわしい賃金水準（中堅作業者）」「35歳個別賃金」「18歳
高卒正規入社初任給」「企業内最低賃金」について、登録・表示を
することとします。

3 年間一時金
「一時金は生活水準の維持・向上を図るための年間賃金の一部
である」との考え方を堅持するなかで、一時金の構成要素を、生活
を守るとの観点に立脚した好・不況にかかわらず必要不可欠な「生
活保障部分（固定部分）」と、成果・業績を反映し、その適正な還
元を求めていく「成果反映部分（変動部分）」とに分けて要求を設
定します。また、年間での重要性を認識し、生活安定につながる水
準に向けた対応を図るべく「年間一時金」の確保に取り組みます。
なお、各単組の要求が企業業績に影響され基準を下回ることの

ないよう環境を整えていくこととします。
（1）要求方式
年間要求方式での夏季・年末折半とします。

（2）要求基準
要求基準については、「生活保障部分（固定部分）」と「成果反映

部分（変動部分）」を併せて5ヵ月中心とします。なお、「産別ミニ
マム基準」については「平均原資年間4ヵ月」とします。

4 退職金
退職金には、「長きにわたり企業の発展を支え続けてきた労働者

の功労的な要素」も含まれていることなどや、「安定した老後生活
保障の確保を最重点とする社会保障の補完的給付」の位置づけを
基本に、全体水準の引き上げに向け取り組みます。
（1）取り組みにあたって
1）銘柄は「高卒・勤続42年・60歳・標準労働者」を基本に
全体水準の引き上げに向け取り組むこととし、現行水準が低
位にある単組は、格差の実態を踏まえ、単組の主体的判断
のもと、格差是正に取り組むこととします。

2）定年延長に伴う退職金の取り扱いについては、現行制度と比
較して60 歳到達時点で不利益が生じない制度とすることを
前提に、60 歳以降も積み上げられるよう取り組みます。

3）現行水準とこれまでの到達水準との乖離が極めて大きい単
組については、到達方式を基本に置きつつも、着実な改善に
結びつけていく観点から、その補完として、到達水準と現行
水準との格差等を踏まえた上げ幅での要求設定を、当該単
組の主体的判断のもとに行っていくこととします。

4）企業年金制度の充実に向け、十分な労使協議を行うなかで
取り組みを進めることとします。

5 労働諸条件および働く環境の改善
（1）ワーク・ライフ・バランスの実現
ワーク・ライフ・バランスの実現は、社会的に必要性を増してお

り、働き方の満足度を向上させ、労働に対する魅力を高めるうえで
も重要です。仕事と家庭の両立支援を充実させるとともに、仕事と
生活の調和が図れるよう、働く者のニーズに合ったバランスの取れ
た働き方が必要となっていることから、労働諸条件の改善に向け、
単組の主体的判断のもと春季闘争期間中も含め、通年で取り組む
こととします。
1）労働時間短縮
①年間総実労働時間の到達目標である1,800時間の達成に向
けて、まずは当面の目標である1,900時間台の定着を推進
し、年間休日125日と1日の所定労働時間7.5時間をめざし
た所定内労働時間の短縮、時間外労働の削減および休暇取得
の推進を前進させるべく「労働時間等設定改善法」を踏まえ
設置された専門委員会において、各労使で協議を進めていく
こととします。
②月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50％の引き
上げが、2023年4月1日より中小企業へも適用されることを

全電線　政策協定締結議員からのメッセージ全電線　政策協定締結議員からのメッセージ

電線産業にふさわしい賃金水準（中堅作業者※）
「目標水準」：到達水準をクリアした単組がめざすべき水準：

304,000円以上
「到達水準」：全ての単組が到達すべき水準：

279,000円以上
「最低水準」：全ての単組が最低確保すべき水準：

223,000円以上
※中堅作業者とは「担当製造工程などに関する高度な知識・技能、
職場において適切な指導力や統率力を有し、将来監督者になり
得る能力を備えた者」と設定する。（概ね35歳）

■「給料が上がる経済」の実現に向けて

衆議院議員　浅野さとし

全電線の皆さまの日頃からの格段のご支援に感謝申し上げます。今年はウクライナ危機による
エネルギー価格の高騰、物価の上昇など、組合員の皆さまの生活に直結する多くの困難があり、
これからも継続していくと思われます。来年からはじまる通常国会の中では、このような問題に対
してしっかりと議論を深め、組合員の皆さまの生活、仕事が安定するように私も力を尽くしていき
たいと思います。
なかでも大きなテーマとなるのは“経済安全保障”です。サプライチェーンの強靭化や、物価高対策といった私たちにとって
身近な問題が取り上げられます。引き続き、職場の皆さまから多くの声をいただきながら、私も充実した国会活動になるよう
に精一杯取り組んでいきたいと思います。
そのためには、私たちの仲間を多く議会に送り出す必要があります。来年4月に行われる予定の統一地方選挙では私たちの
多くの仲間が挑戦します。それぞれの地域で職場の皆さまの力強いご支援をお願いしたいと思います。
最後に2023年春季闘争においても、組合員の皆さまの安全衛生環境の改善、可処分所得の向上などが実現されますこと
を祈念申し上げます。
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具体的な取り組み 踏まえ、取り組みを行うこととします。
2）次世代育成支援
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進法」への対応については、一般事業主行動計画策定には労
働組合が参画するとともに、引き続き行動計画における実施
状況のフォローを行うなど、諸制度のさらなる充実を図ること
とします。また、すべての単組において労使で行動計画策定
の取り組みを行い、内容の点検・充実に取り組むこととします。

②育児については、育児休業をはじめとした各種制度の整備・
定着を進めるとともに、仕事と生活の調和が図れる職場環境
の整備に向けた企業福祉を促進し、子育てしながら安心して
働くことができる社会の実現に取り組むこととします。
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「2016～2017年度 政策委員会検討結果」および「ワーク・
ライフ・バランスにかかわる法令等に対する全電線の基本的考え
方」に沿い、働き続けながらでも、介護・看護に対応でき得る就労
環境の整備に努めるとともに、引き続き制度の充実と活用促進に
向けた実効性のある取り組みを進め、すべての労働者が法の趣旨
に基づく制度の対象となるよう努めていくこととします。
（2）60歳以降の労働環境
労働者の立場に立った労働条件の向上に向け、現行制度の内容

整備・実施状況の点検など、春季闘争期間中も含め各単組の実態
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れる環境づくりに向けて、既に65歳までの定年延長について導入
されている単組もあることや、定年の引き上げ、定年廃止、賃金水
準など「同一価値労働同一賃金」の観点から均衡・均等待遇の実
現をめざし、単組の主体的判断のもと、春季闘争期間中も含め、通
年で取り組むこととします。
（3）組合員と雇用形態の異なる労働者の対応
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な労働条件の確保、および受け入れ時の対応など、労使協議の充
実を図り、単組の主体的判断のもと、春季闘争期間中も含め、通

年で取り組むこととします。
また、同一労働同一賃金の法整備に伴い、正社員との間に不合
理な待遇差が無いか、経営側に確認するなどチェック・フォローに
取り組むこととします。
（4）男女共同参画の推進
互いにその人権を尊重し、その個性とその能力を十分に発揮で

きる男女共同参画社会の実現をめざし、意識の高揚や具体的な環
境整備の推進を春季闘争期間中も含め、通年で取り組むこととし
ます。
①「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画について
は、すべての単組で策定され、行動計画における諸制度の
さらなる充実に向け、単組の主体的判断のもと取り組むこと
とします。
②「男女の賃金の差異」の把握と公表が301人以上の企業に
義務化されたことを踏まえ、企業規模にかかわらず全単組の
労使において共有するなかで、取り組むこととします。

6 生活環境の改善と産業政策の実現
「生活の安心・安定」をめざし、生活環境の改善と産業政策の充
実の重要性を認識するなかで、連合・JCMの取り組みとの連動性
を強く意識し、構成組織の一員として積極的に参画していきます。
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引適正化のために（取引適正化ガイドライン）」を推進するととも
に、「全電線 政策・制度要求【重点項目】」などを活用し、協力議
員へ要請するなど要求実現に向けた取り組みを進めていきます。
「人権デュー・ディリジェンス」については、JCMの「人権デュー・
ディリジェンスにおける労働組合の対応のポイント」を踏まえ、労
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す。

2）電線産業にふさわしい賃金水準の取り組み
「電線産業にふさわしい賃金水準」の自らめざすべき賃金水
準の実現に向けて、取り組むこととします。

3）初任給については、個別賃金強化や将来の電線関連産業を
担う人材の確保・定着の観点から、賃金管理の出発点であ
ることを重視し、18歳高卒正規入社初任給を到達闘争とし
て、177,000円をめざすこととし、各単組の実態に応じ、計
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※中堅作業者とは「担当製造工程などに関する高度な知識・技能、
職場において適切な指導力や統率力を有し、将来監督者になり
得る能力を備えた者」と設定する。（概ね35歳）

■「給料が上がる経済」の実現に向けて

衆議院議員　浅野さとし

全電線の皆さまの日頃からの格段のご支援に感謝申し上げます。今年はウクライナ危機による
エネルギー価格の高騰、物価の上昇など、組合員の皆さまの生活に直結する多くの困難があり、
これからも継続していくと思われます。来年からはじまる通常国会の中では、このような問題に対
してしっかりと議論を深め、組合員の皆さまの生活、仕事が安定するように私も力を尽くしていき
たいと思います。
なかでも大きなテーマとなるのは“経済安全保障”です。サプライチェーンの強靭化や、物価高対策といった私たちにとって
身近な問題が取り上げられます。引き続き、職場の皆さまから多くの声をいただきながら、私も充実した国会活動になるよう
に精一杯取り組んでいきたいと思います。
そのためには、私たちの仲間を多く議会に送り出す必要があります。来年4月に行われる予定の統一地方選挙では私たちの
多くの仲間が挑戦します。それぞれの地域で職場の皆さまの力強いご支援をお願いしたいと思います。
最後に2023年春季闘争においても、組合員の皆さまの安全衛生環境の改善、可処分所得の向上などが実現されますこと
を祈念申し上げます。


