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運動の基調運動の基調運動の基調運動の基調    

～～～～    はははは    じじじじ    めめめめ    にににに    ～～～～    
 

全電線は、組織結成 60 周年を迎え、新たな運動の構築が求められています。 

私たちは、今日まで「全電線中期基本政策・21 世紀の新たな挑戦」をはじめとした

総合政策に基づき運動を展開してきました｡しかしながら、市場経済化・経済のグロ

ーバル化の進展により、産業・企業においても市場競争に打ち勝つための事業構造の

転換など、抜本的な構造改革が求められる状況にありました。 

全電線としても、電線産業や労働運動をとりまく環境が、想定していた以上に急激

かつ大きな変化をもたらしたことから、これらに対応するため 2003 年度に『全電線

運動の再検証』をはじめとした運動方針の補強を行い、以降についても「中期基本政

策」におけるそれぞれの政策に対して検証を行うなかで今後の方向性を見定めていく

ことにしました。 

今後の運動の方向性については、これらの政策を基本に、組織結成 60 周年を大き

な節目と位置づけ、新たな時代を見据えた運動のスタートにしていかなければなりま

せん。 

ひとつには、「ゆとり・豊かさ」の実現として、総合的な労働条件改善も含め、時

代の流れや多様化に調和した「新しい豊かさ」の追求と、生活の「安心・安定」に向

けた取り組みを進めていきます。そして、雇用の安定と労働条件の維持・向上には「産

業・企業基盤の強化と健全な発展」が不可欠であるとの基本的な考え方のもと、電線

産業の発展に向けた産業政策の取り組みを引き続き推進していきます。さらに、産別

の組織強化に向けては、時代の変化を的確に捉え、その環境の変化に対応した運動を

推進していく組織の基盤と総合力が必要であり、これまで全電線が培ってきた傘下単

組との「相互信頼・相互理解」に基づき、単組との結束をより強固なものにしていか

なければならないものと考えます｡ 

そのためにも、産別・単組の責任と役割を明確にするなかで、産別と単組との連携

をさらに強固なものとし、組織の強化・発展に向けて取り組みを推進していきます。 

全電線は以上のような取り組みを通じ、組織結成 60 周年を契機に、新たな運動の
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構築に向け、産別・単組の強固な組織力をより磐石なものとすべく、より求心力のあ

る産別組織をめざし果敢に挑戦をしていきます。 
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賃金、一時金など基本的な労働条件の取り組みについては、連合・JC の方針を

基本としながら、全電線の主体性のもと産業別統一闘争を組織します。その他各

種労働条件改善の取り組みについては、日常の労使協議を中心に秋季交渉期間を

有効に活用しながら、「ゆとり・豊かさが実感できる生活の実現」に向けた運動

を積極的に推進していきます。 

賃金・一時金の取り組みについては、「改訂 全電線中期基本政策」における総

合労働政策に基づき、より実効性を高めるとともに、世間の取り組み動向も踏ま

え、適切な対応を図りながら取り組みを推進します。 

退職金の取り組みについては、到達闘争として対応していくなかで、諸課題に

ついて引き続き検討を重ねるとともに、労働時間短縮についても、年間総労働時

間 1,900 時間台の実現をめざし取り組んでいきます。 
 

 

 

 

「ゆとり・豊かさ」の実現に向け、雇用の安定と労働条件の維持・向上を図っ

ていくためには「産業・企業基盤の強化と健全な発展」が不可欠であり、こうし

た観点から、電線関連産業の健全な発展に向け産業政策を推進します。 

足下のとりまく環境についても、昨今の経済・社会の環境変化とともに、産業・

企業の変化や雇用における多様化の進展など、その環境変化は継続しています。

電線産業においても、収益面については改善されているものの、原材料価格の高

騰などに加え、引き続き構造改革が求められていることなど、種々の課題を抱え

ている実態にあります。 

このようななかで運動を推進するにあたっては、産業政策活動が一層重要とな

っていることから、連合・JC を通じた運動の参画や、産業独自で解決すべき課題

については「全電線産業政策」の考え方を踏まえ、電線工業会・電線経連との連

携を図るなかで、電線産業発展につながる産業対策及び産別労使関係の強化に向

け、労使懇談会・労使会議などのさらなる充実と具体的な意見交換に努めていき

ます。 

また、経営雇用に関わる諸問題については、傘下単組との連携を図るなかで、

「改訂 経営・雇用対策指針」に基づき、雇用確保や労働条件の維持・向上につ

ながる「経営対策の強化」など、より一層の取り組みを推進していきます。 

１．「ゆとり・豊かさ」が実感できる生活の実現をめざします１．「ゆとり・豊かさ」が実感できる生活の実現をめざします１．「ゆとり・豊かさ」が実感できる生活の実現をめざします１．「ゆとり・豊かさ」が実感できる生活の実現をめざします 

２．電線関連産業の健全な発展に向け産業政策を推進します２．電線関連産業の健全な発展に向け産業政策を推進します２．電線関連産業の健全な発展に向け産業政策を推進します２．電線関連産業の健全な発展に向け産業政策を推進します 
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経済・社会、産業・企業をとりまく環境が変化していくなかで、労働組合の立

場や期待される役割なども変化しています。そうした変化に対応するとともに、

組織結成 60 周年を大きな節目と位置づけ、今後も組織の強化・発展に向け、新た

な時代を見据えた運動を推進していきます。 

全電線は今日まで、傘下単組との「相互信頼・相互理解」に基づき組織の強化・

発展を成し遂げてきました。今後についても産業・企業、労働運動をとりまく環

境は変化していくものと考えますが、この基本理念を継承するなかで、機能的で

効率的な組織運営をめざしていきます。 

また、日常から全電線中央と単組の連携を強化するなかで、単組における諸問

題の発生など、それぞれの実態に即した単組支援体制の構築をめざすとともに、

産別、単組、各地協がそれぞれ役割を果たすなかで、組織の拡大も含め、組織の

強化に取り組んでいきます。 
 

 

 

 

連合は「働く者の生活と雇用の安定・改善の実現」に向けた「政策・制度要求

と提言」、JC においても民間産業、金属産業に働く勤労者の立場に立った政策活

動を積極的に展開しています。全電線としても「全電線社会政策」を踏まえ、連

合・JC を中心とした各種取り組みに積極的に参画していきます。また、各種選挙

の取り組みについても、政策・制度要求の実現を図るうえで政治の果たす役割は

重要であるとの認識のもと、全電線としてのこれまでの取り組み経過を基本に推

進していきます。 
 

 

 

３．時代の変３．時代の変３．時代の変３．時代の変化に対応し組織強化に取り組みます化に対応し組織強化に取り組みます化に対応し組織強化に取り組みます化に対応し組織強化に取り組みます 

４．４．４．４．「ゆとり・豊かさ」に向け政策・制度の取り組みを推進します「ゆとり・豊かさ」に向け政策・制度の取り組みを推進します「ゆとり・豊かさ」に向け政策・制度の取り組みを推進します「ゆとり・豊かさ」に向け政策・制度の取り組みを推進します    
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運動方針運動方針運動方針運動方針    
    

Ⅰ．「ゆとり・豊かさ」の実現を図る運動Ⅰ．「ゆとり・豊かさ」の実現を図る運動Ⅰ．「ゆとり・豊かさ」の実現を図る運動Ⅰ．「ゆとり・豊かさ」の実現を図る運動    
    

１．雇用の維持・確保１．雇用の維持・確保１．雇用の維持・確保１．雇用の維持・確保 

雇用の維持・確保については、労働運動の基本であり、ゆとり・豊かさの実現

を図るための出発点でもあります。全電線はこれまで、電線産業や傘下単組の置

かれた状況を踏まえながら、「全電線中期基本政策」や「改訂 経営･雇用対策指

針」に沿った取り組みを進めてきました。 

しかし、経済のグローバル化をはじめとした環境変化は、様々な分野に影響を

与えており、電線各社においても、環境変化に対応するための事業構造改革を継

続していることから、問題が顕在化しないよう、労働組合としての積極的な取り

組みが求められます。 

このようなことから、「改訂 全電線中期基本政策」「2006 年春季闘争総括」

も踏まえ、今後も、「雇用の維持・確保」を「最優先すべき最大の課題」と位置

づけ、経営対策の強化や労使協議の充実を図りながら、継続的に日常のなかで取

り組んでいくこととします。 

また、60 歳以降の雇用確保については、「改正 高年齢者雇用安定法」を踏ま

え、労働者の立場に立った労働条件の向上に向け、全電線中央と単組が連携を密

にするなかで取り組みを進めていきます。 

 

２．賃金２．賃金２．賃金２．賃金    
賃金については、下記の考え方に基づき取り組むこととします。具体的には、

諸会議等で十分な論議を行い、それらを踏まえ、闘争前段で開催される中央委員

会において提案することとします。 

① 賃金の取り組みについては、「改訂 全電線中期基本政策」を踏まえ、「2006

年春季闘争総括」において出された課題を整理するなかで取り組んでいきま

す。 

② 連合・JCの方針をはじめとした春季生活闘争全体の動向を踏まえるなかで

「総合労働条件改善闘争」との位置づけのもと、産別としての主体性を堅持

しつつ取り組んでいきます。特に、JCの総合プロジェクト会議において「労

働政策分野」の論議がされていることなどから、これらの動向等を踏まえな

がら検討を進めていきます。 

③ 通年の取り組みとして、賃金制度の確立・整備・点検等に努めていきます。

また、中長期的に安定性のある賃金制度の確立をめざし、各単組の主体性の
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もとで、十分な労使協議を行い、組合員の納得性･透明性を主眼に取り組んで

いくこととします。 

④ 企業内最低保障賃金については「18歳年齢別最低賃金」の考え方に沿って、

早期の協定化に向けて取り組むこととします。 

 

３．年間一時金３．年間一時金３．年間一時金３．年間一時金    
年間一時金については、下記の考え方に基づき取り組むこととします。具体的

には、諸会議等で十分な論議を行い、それらを踏まえ、闘争前段で開催される中

央委員会において提案することとします。 

① 年間一時金の取り組みについては、「改訂 全電線中期基本政策」「2006

年春季闘争総括」を踏まえるなかで取り組んでいきます。 

② 「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」との基本的

な考え方に沿って、春季闘争において、組合員生活の安心・安定の確保を最

重点として「夏冬型年間方式」で取り組んでいきます。 

 

４．退職金４．退職金４．退職金４．退職金    
退職金については、下記の考え方に基づき取り組みます。春季闘争における具

体的取り組みについては、前段で開催される中央委員会において提案することと

します。 

① 退職金の取り組みについては、「改訂 全電線中期基本政策」「2006年春季

闘争総括」を踏まえるなかで、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」との位置づけのもと、到達闘争として取り組んで

いきます。 

② 退職給付債務や新賃金制度導入における退職金の位置づけなど、退職金を

とりまく環境が変化していることから、世間動向等を注視しつつ、退職金水

準の検証や年金制度など、これら諸課題を十分検討し整理するなかで、組織

論議を進めていきます。 

 

５．労働時間短縮５．労働時間短縮５．労働時間短縮５．労働時間短縮    
労働時間短縮については、これまで取り組んできた経過や「2006 年春季闘争総

括」を踏まえ、各単組の主体性による通年の取り組みが必要であり、労働時間の

管理・徹底も含め、重要な取り組みです。このようなことから、「改訂 全電線中

期基本政策」を踏まえ、ワークライフバランスの観点も含め、幅広い視点で取り

組みを強化していくこととします。 

① 時短各項目について、単産水準に未到達単組は早期達成に向けて積極的に

取り組むこととします。 
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② 各単組は、「労働時間等設定改善法」等を踏まえ、通年の活動として、時

間外労働時間規制の厳守および時間外労働時間の圧縮、年次有給休暇の取得

促進などに積極的に取り組むこととします。これらにより、早急に年間総労

働時間 1,900 時間台の実現をめざしていくこととします。 

③ 時間外労働時間の管理･徹底については、厚生労働省の指針やその趣旨も踏

まえるなかで、各労使において具体的な対応策が図られるよう、日常の労使

協議において取り組みを進めていくこととします。 

④ JC 共闘を重視するなかで、その取り組みに沿った対応を進めていくことと

します。 

 

６．労働災害特別補償６．労働災害特別補償６．労働災害特別補償６．労働災害特別補償    
組合員の生命と健康を守り、職場から労働災害を出さないことを第一義とした

取り組みを積極的に推進していきます。 

不幸にして災害に見舞われた場合の公的給付の付加補償としての労働災害特別

補償については、業務上・通勤途上とも現行水準が世間対比で一定の水準にある

との認識に立ち、「改訂 全電線中期基本政策」に基づき、世間動向の把握に努め

ていくこととします。 

 

７．産業別最低賃金７．産業別最低賃金７．産業別最低賃金７．産業別最低賃金    
産業別最低賃金を取り組む環境は引き続き難しいものとなっていますが、底辺

を守る取り組みが今後も重要な位置づけにあることから、産業別最低賃金の取り

組みが私たち組織労働者の社会的責任との認識に立ち、積極的に取り組んでいき

ます。 

① 「JC 最賃センター対策会議」等に参画し、十分に連携を図りながら対応し

ていきます。 

② 賃金改訂を申請する地域は 1 府 5 県（埼玉、神奈川、静岡、三重、大阪、

大分）とし、各地協を中心に精力的に取り組むものとします。 

③ 全電線中央と各地協は、取り組みの進捗状況の情報交換や具体的な対応な

どについて日頃の連絡を密にするとともに、全地協代表者会議や産業別最低

賃金担当者会議などを通じて連携強化を図っていきます。 

 

８．８．８．８．60606060 歳以降の雇用確保歳以降の雇用確保歳以降の雇用確保歳以降の雇用確保    

これまで、厚生年金支給開始年齢 65 歳への段階的な引き上げと 2006 年 4 月に

施行された「改正 高年齢者雇用安定法」の趣旨に沿って、各単組は 60 歳以降の

雇用確保に向けて積極的に取り組んできた結果、凍結解除、制度確立を中心に一

定の成果が得られてきたと考えます。 
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これらのことから引き続き、「改正 高年齢者雇用安定法」を踏まえ、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、各単組の実態に即した取り組みを推進していくこととします。 

 

９．中高年齢層対策９．中高年齢層対策９．中高年齢層対策９．中高年齢層対策    
高齢化が急速に進展するなか、エイジレス社会の確立へ向けて政策・制度要求

や、企業内諸制度の充実・改善を図り、年齢・性別に関係なく働ける職場環境の

整備に取り組んでいきます。 

また、定年退職後にゆとりある豊かな生活を送るためにも、在職中からの自助

努力や生涯の生活設計が求められていることから、以下の内容に沿って取り組ん

でいきます。 

① 「全電線社会政策」に基づき、連合・JCの政策・制度要求の実現に向けた

取り組みに積極的に参画していきます。 

 また、各種労働福祉団体に対して労働者福祉の充実に向けた意見反映や全

電線年金共済「ハピネス」の推進に取り組みます。 

② BCブロックの主体的運営のもと、定年後の生活設計を考える目的で、50

歳以上の組合員を対象に「全電線シニアセミナー」をBCブロック合同で開催

していきます。 

③ 各単組は、年齢・性別に関係なく働ける職場をめざし、「改訂 全電線中

期基本政策」に沿って、総合的な労働条件整備を行うなかで、働きやすい職

場環境の整備・改善に向けて取り組んでいくこととします。 

 

10101010．男女平等政．男女平等政．男女平等政．男女平等政策の推進策の推進策の推進策の推進    
男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、

意識の高揚や具体的な環境整備に取り組んでいきます。 

① 男女平等に関わる政策・制度の実現に向け、「全電線社会政策」を踏まえ、

連合・JCの諸会議において意見反映していきます。 

② 2007年4月1日からの男女雇用機会均等法の改正について、各単組において

制度の点検・整備に取り組むこととします。また、今後の法改正等について

も十分注視するなかで、その対応に努めていきます。 

③ 時間外労働や深夜業などについては、労働法制を底辺とした協約遵守など

法制度の趣旨に沿った取り組みの定着を図ります。 

④ 各単組は、職場における男女平等の取り組みについて、より積極的かつ具

体的な環境整備や女性参画の意識づくりに努力していくこととします。また、

政策課題や具体的活動指針などの取り組み項目については、「全電線社会政
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策」を踏まえ、諸会議において論議・検討を行っていきます。 

⑤ 5月には「男女平等強化月間」を設定し、単組における男女平等に向けた諸

活動について、支援体制の強化に努力します。また、地協で開催される学習

会に対しては講師派遣などの具体的な支援を行っていきます。 

⑥ 女性の組合機関への参画に努力するとともに、大会をはじめとした諸会議

への参加についても積極的に取り組むこととします。 

 

11111111．福祉活動の充実．福祉活動の充実．福祉活動の充実．福祉活動の充実 
私たちの生活を向上させるためには、組合独自や企業内も含めた総合的な福祉

活動の充実が不可欠となっています。組合員の高齢化やニーズの多様化、企業の

経営諸施策などから福祉環境が大きく変わるなかで、福祉活動の充実に向けて取

り組んでいきます。 

具体的には「改訂 全電線中期基本政策」に基づき、以下の取り組みを進めて

いきます。 

        

（１）単産福祉活動（１）単産福祉活動（１）単産福祉活動（１）単産福祉活動    

① 組合員への福祉の充実に向け、家族も含めた経済的・精神的サポートする

ための「長期家族サポート制度」「職場復帰サポート制度」について加入促

進に向け取り組んでいきます。 

② 全電線年金共済「ハピネス」については、加入促進に向けた募集活動の取

り組みを推進していきます。 

また、年金共済理事会を開催するなかで、健全な制度運営に努めるととも

に日常から生保各社との連携を密にし、加入者へのサービス向上に努めてい

きます。 

③ 全電線退職者医療保険制度については、電線経連と連携を図りながら制度

の健全な運営に向けて努力していきます。 

 

（２）労働福祉団体との連携強化（２）労働福祉団体との連携強化（２）労働福祉団体との連携強化（２）労働福祉団体との連携強化    

① 中央労福協については、労働者福祉の充実に向けた各種活動に対して労働

組合会議や幹事会などの場において意見反映を行っていきます。 

② 労働金庫については、利用しやすい金融機関に向け働きかけを行っていき

ます。また、経営体質の強化など「勤労者福祉専門金融機関」としての役割

を果たすため、今後も安心・安全な金融機関に向けて、日常活動のなかから

問題解決に向けた意見反映を行っていきます。 

③ 全労済については、生活の保障につながる各種共済制度の充実に向けて中

央推進会議などに参画して意見反映を行っていきます。 
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  また、団体生命共済制度については、制度導入に向けて検討を行っていき

ます。 

④ 各単組は、地域において労働福祉団体との連携強化に努めるとともに、利

用推進に向けて積極的に取り組んでいくこととします。 

 

11112222．．．．権利点検活動権利点検活動権利点検活動権利点検活動    
産業・企業の構造改革が進展するなか、労働・雇用をとりまく環境についても

大きく変化しています。 

私たちは、働く者の権利が遵守されるように、日常からの取り組みとして点検

活動の強化を図っていきます。 

① 労働関連法を中心とした法改正など、時代環境の変化を踏まえた整備が進

められるなか、各単組の権利点検活動強化の観点からも調査、教宣活動を通

じ、情報提供などについて支援していきます。 

② 各単組は、権利点検月間を設け、労働協約・協定をはじめとした権利の総

点検を実施するとともに、全電線中央においても各単組との情報交換・提供

などを行い、点検月間のフォローに努めます。 

③ 各単組は、職場での日常の変化について十分把握し、快適な職場環境づく

りに向けて努力するとともに、年齢性別を問わず、誰もが働きやすい職場環

境の整備・改善に向けた取り組みを展開することとします。 

 

11113333．．．．安全衛生対策安全衛生対策安全衛生対策安全衛生対策    
全電線傘下の労働災害は、ここ 2 年増加傾向となるなか、2005 年は減少に転じ

ましたが、死亡災害を含む重大災害は依然として発生しています。 

私たちは、今後も職場から災害をなくし、心身ともに健康で安心して働ける職

場環境の確保に向けて取り組んでいきます。 

① 労働災害撲滅をはじめとする安全衛生対策については、各種会議において

取り組みの徹底を図ります。 

② 万一休業災害が発生した場合は、当該単組から速やかに報告を受けるなか

で、類似災害防止に向け休業災害発生速報を全電線傘下単組に迅速に発行し

ていきます。また、通勤途上災害も含めた休業災害報告書を事例別にまとめ

た「災害発生事例集」の更新を行い各単組に報告していきます。 

③ 健康と安全の確保、快適な職場環境づくりをめざし、「労働安全衛生担当

者研修会」を開催していきます。また、これまでのフォローも含め安全対策

やメンタルヘルス対策など内容の充実に努めていきます。 

④ 労働安全衛生法の一部改正への対応について各単組は、法の趣旨に沿った

対応をするなかで、過重労働、メンタルヘルス対策の充実を図るよう、働く
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者への安全意識の高揚などを積極的に行い、安全と健康の確保に努めていく

こととします。 

⑤ 各単組は、主体的に「安全衛生強化月間」を設定し、業務上の心身の負担

の増大等に対応した労働衛生対策の推進や、リスクを低減させる安全衛生管

理手法の展開等「健康・安全衛生・職場環境づくり」に向け取り組みの強化

を図ることとします。 

 さらに、国・産業界が実施する「全国労働衛生週間」「年末年始無災害運

動」「全国安全週間」に積極的に参画することとします。 

⑥ 過去の災害を教訓として、各職場・地域・家庭における防災対策を強化す

ることとします。  

 

11114444．．．．秋季交渉期間秋季交渉期間秋季交渉期間秋季交渉期間    
秋季交渉期間を 10 月～11 月中心とし、全電線として重点項目を設定するなか

で取り組んでいきます。 

具体的には、権利点検活動や安全衛生活動などの取り組みと連動した労働協約、

安全衛生などの重点項目に加え、各単組それぞれの実状に応じた福利厚生、職場

環境改善など、自主的に項目を決定し取り組むこととします。 

また、各単組間の情報連絡体制を強化する観点から、委員長会議などの各種会

議や調査活動を行うなかで、取り組みを充実させていきます。 
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Ⅱ．産業基盤の強化と産業政策の実現を図る運動Ⅱ．産業基盤の強化と産業政策の実現を図る運動Ⅱ．産業基盤の強化と産業政策の実現を図る運動Ⅱ．産業基盤の強化と産業政策の実現を図る運動    
    

１．産業対策活動１．産業対策活動１．産業対策活動１．産業対策活動    

組合員一人ひとりの安定的な雇用と労働条件向上を図っていくためには、産業

基盤の強化が不可欠であり、労働組合の立場からの産業対策活動が重要です。 

電線産業は、今後もさらなる産業基盤の強化に向け、産業政策の実現が強く求

められる状況にあります。 

こうしたことを踏まえ、「全電線産業政策」「全電線産業政策の実現に向けて」

に基づき、以下の通り、労働組合の立場からの産業対策活動を積極的に推進して

いきます。 

① 連合の政策に関する取り組みについては、「政策・制度 要求と提言」など

の策定に際して、意見反映を行っていきます。 

② JC の産業政策活動については、ものづくり産業の基盤強化、IT 推進、規

制の整理・撤廃などの問題について意見反映を行うなど、「政策・制度要求」

の策定に積極的に参画していきます。また、JC の実施する政党・各省庁への

要請活動にも参画していきます。 

③ 電線産業固有の課題や電線産業周辺の課題については、書記長会議や産業

政策検討部会などの諸会議における情報交換や各種調査活動に加え、日常か

らの単組との連携を通じて、産業・企業の動向や諸問題の迅速かつ適切な把

握に努めていきます。また、「全電線産業政策の実現に向けて」のフォロー

を行うとともに、当面する課題については、さらに論議・検討を行っていき

ます。 

④ こうした取り組みや「全電線産業政策」「全電線産業政策の実現に向けて」

等を踏まえ、電線工業会との懇談会の充実に加え、電線経連との懇談会、産

別労使会議、定例労使懇談会、光産業技術振興協会との懇談会など、それぞ

れの場において、情報交換に努めるとともに、政策提言や申し入れを行って

いきます。 

⑤ 電線産業として実現を図るべき特に重要な政策課題については、全電線中

央と各地協が連携を図るなかで、連合・JC の中央・地方組織に対しても意見

反映を行っていきます。 

⑥ 電線産業と関わりの深い他産別との情報交換や政策研究を行うなど連携を

深めていきます。 

⑦ 産業・企業の動向や産業政策などについての認識を深めるために、必要に

応じて諸会議のなかで適宜、情報提供や意見交換に努めるとともに、日本の

電線関連産業の海外進出状況や、海外における電線産業について実態等の状

況把握に努めていきます。 



 13

⑧ 産業・企業をとりまく環境が変化するなか、各単組は、産業・企業の健全

な発展に向け、日常からの各企業の動向や課題の把握に努めるとともに、電

線産業の発展や課題の克服に向け、資本グループ内の単組間の連携強化をよ

り一層図っていくこととします。 

    

２．経営対策活動２．経営対策活動２．経営対策活動２．経営対策活動    
（１）労使協議体制の充実（１）労使協議体制の充実（１）労使協議体制の充実（１）労使協議体制の充実    

組合員の雇用と生活を守り安心して働きつづけるためにも、企業の発展は不可

欠と考えます。そのためには健全な労使関係の構築が重要であり、日常も含めた

労使協議の充実が強く求められています。このことからも労使協議体制の充実に

向けた取り組みをこれまで以上に強化していきます。 

① 労使共通認識に立った検討ができるよう、日常から電線経連を中心とした

情報交換、意見交換に努めていきます。特に、産別労使会議、定例労使懇談

会においては、労働組合としての課題に対する理解を求めるとともに、積極

的な意見交換を行っていきます。また、電線産業の現状の的確な把握、産業

が抱える課題の克服に向けては、電線工業会との懇談会を中心にさらなる充

実を図ります。 

② 各単組は、健全な労使関係の維持・発展、労働条件の維持・向上、さらに

は安全で働きやすい職場環境づくりに向け、日常から労使による事前協議制

の確立を図るとともに、企業の社会的責任（CSR）、企業動向や経営諸施策

等を把握できるよう、定例の労使協議の場を設定するとともに充実を図って

いくこととします。 

    

（２）経営・雇用対策の強化（２）経営・雇用対策の強化（２）経営・雇用対策の強化（２）経営・雇用対策の強化 

労働組合としては、企業基盤の強化と健全な発展が、組合員生活の維持・向上

につながるとの考え方に基づき、産業・企業における構造問題への対応などと同

時に、雇用の維持・確保に向けた継続的な取り組みが必要です。 

こうしたことを踏まえ、「労働者の雇用の安定・確保と権利を守る」ことを大

前提に、変化する産業・企業実態に加え、各単組の状況に即し、「改訂 経営・

雇用対策指針」に基づき、その徹底を図るなど、安心して働けるための経営・雇

用対策の取り組みをこれまで以上に強化していくこととします。 

① 「経営・雇用対策本部」を設置し、各単組との連携を図るなかで各企業の

経営実態・雇用状況・経営諸施策の把握に努め、それぞれの実態に即した適

切な支援・指導を行っていきます。 

② 各単組は、企業経営に対するチェック機能を高め、企業運営に重大な影響

を及ぼす事態の発生や合理化を未然に防ぐ取り組みを推進するとともに、日
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常の労使協議体制を通じて、「魅力ある企業とそれにふさわしい労働条件」

づくりに向け、労働組合の立場から事前協議制の確立を図り、経営対策を積

極的に展開していくこととします。 

③ 万一、雇用問題が発生した場合は、各単組は組合員の雇用と権利を守る立

場から最大限の取り組みを行い、全電線としても「経営・雇用対策本部」が

中心となり、各単組との連携を一層強化するなかで、必要な支援・指導を行

っていきます。特に、一方的な合理化に対しては、従来の全電線の考え方で

ある「労働者の基本権を侵害し、犠牲を強いる合理化には断固反対」の立場

を堅持し、組織全体で支援できる体制を確立していきます。また、顧問弁護

士を設置し対応の充実を図ります。 
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Ⅲ．組織強化・国際連帯・社会貢献をめざす運動Ⅲ．組織強化・国際連帯・社会貢献をめざす運動Ⅲ．組織強化・国際連帯・社会貢献をめざす運動Ⅲ．組織強化・国際連帯・社会貢献をめざす運動    
    

１．上部団体・他産別との連携強化１．上部団体・他産別との連携強化１．上部団体・他産別との連携強化１．上部団体・他産別との連携強化    
（１）日本労働組合総連合会（連合）（１）日本労働組合総連合会（連合）（１）日本労働組合総連合会（連合）（１）日本労働組合総連合会（連合） 

連合構成組織の一員としての責任と役割を果たすため、連合の方針に沿って、

以下の通り取り組みを進めていきます。 

① 連合の政策・制度要求と提言には、JC他産別と連携を図りつつ「全電線産

業政策」「全電線社会政策」および「全電線産業政策・社会政策の実現に向

けて」を踏まえ、全電線としての考え方を反映していきます。 

② 連合金属部門連絡会には、金属他産別との連携を図るなかで、政策・制度

実現に向け全電線中央、各地協を通じて、諸会議等に参画していきます。 

③ 連合役員として会計監事を派遣し、連合活動の推進のためその責任を果た

していきます。 

④ 各地域においても、地方連合会およびその下部組織である地域協議会に、

全電線各地協、各単組・支部・分会が参画していきます。 

 

（２）全日本金属産業労働組合協議会（（２）全日本金属産業労働組合協議会（（２）全日本金属産業労働組合協議会（（２）全日本金属産業労働組合協議会（IMFIMFIMFIMF----JCJCJCJC））））    

JC共闘の一員として、総合労働条件の改善、政策・制度要求など、共闘強化

を図る観点にたち、以下の考え方に基づき参画していきます。 

① 春季生活闘争は、産別自決を基本にしつつJC共闘に積極的に参画し、総合

労働条件の改善に取り組みます。 

② 各種会議・委員会には積極的に参画するとともに、各種セミナーなどへの

参加要請に対しても、各単組の協力を得ながら対応していきます。 

③ JCとしての政策・制度の取り組みについては、「全電線産業政策」「全電

線社会政策」を踏まえ、全電線としての考え方を反映してしきます。 

④ 国際連帯活動については、金属産業の一員としての認識にたち、JC運動に

参画していきます。 

⑤ 各産別との連携強化を図り、十分な情報交換を行うなかで、全電線運動に

活かしていきます。 

 

（３）他産別との連携（３）他産別との連携（３）他産別との連携（３）他産別との連携    

中連懇話会をはじめとした電線産業に関わりの深い他産別との関係について

は、情報交換・政策研究に努め、産業対策活動を中心とした各種活動に活かして

いきます。 
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２．産２．産２．産２．産業別組織の強化業別組織の強化業別組織の強化業別組織の強化    
（１）産別の組織強化（１）産別の組織強化（１）産別の組織強化（１）産別の組織強化    

運動基盤の強化に向けた基本的な考え方として、「ゆとり･豊かさ」の実現に

向けた取り組みを推進していくうえでは、組織の基盤が強固であることが不可欠

です。 

全電線についても、電線産業や労働運動をとりまく環境が大きな変化をもたら

したことから、これらに対応するため『全電線運動の再検証』をはじめとした運

動の検証を行い、「全電線中期基本政策」におけるそれぞれの政策に対して検証

を行うなかで今後の方向性を見定めていくことにしました。 

これらの検証結果や「改訂 全電線中期基本政策」を基本に、環境変化に対応

した組織基盤の強化･確立を図っていきます。また、連結経営等への対応を図る

とともに、産別と単組との連携をさらに強固なものとし、産別組織の強化・発展

に向けて取り組みを推進していきます。 

    

（２）政策委員会（２）政策委員会（２）政策委員会（２）政策委員会    

運動の前進を図る観点から政策委員会において、以下の項目について検討して

いきます。 

① 1988 年度政策委員会検討結果「全電線総合福祉対策指針」について、現状

認識をはじめ具体的な方向性について論議･検討を行っていきます。 

② その他、必要に応じて中央執行委員会が諮問していくこととします。 

 

（３（３（３（３）組織拡大）組織拡大）組織拡大）組織拡大    

「ゆとり・豊かさ」の実現に向けて、電線関連産業に働く仲間の結集や労働

条件の向上や産業・企業の構造改革に伴い、組織の基盤強化を図るため、組織

の拡大に取り組んでいきます。 

① 「組織拡大推進センター」を中心に、各地協、各単組の協力を得るなかで、

組織拡大の取り組みを行っていきます。また、未加盟単組へのオルグ活動や

関連グループ労組との懇談会等を活用するなかで、未加盟組織の加盟促進を

図っていきます。さらに、産業・企業の構造変化による経営形態の変化など

にも対応しつつ、組織の維持・拡大に取り組んでいきます。 

② 電線関連産業に働く仲間の加盟促進や組織拡大に向け、「全電線紹介ビデ

オ」と「全電線中期基本政策」のビデオやホームページによる宣伝活動を積

極的に行っていきます。（ホームページアドレス；http://www.densen.or.jp） 

③ 各地協については、組織拡大の拠点との位置づけのもと、地協直加盟組合

への支援体制の充実と組織強化への対応を図るとともに、加盟促進に向けた

意見交換などを行っていきます。 
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④ 各単組は資本系列単組など、諸会議や懇談会などで全電線の情報提供に努

め、加盟促進に向けた取り組みの強化を図っていくこととします。 

⑤ 全電線準加盟・地協直加盟組合については、全電線直加盟に向けて意見交

換を行うとともに、各地協と連携を図りながら対応していきます。 

 

（４）各種機関･会議の充実（４）各種機関･会議の充実（４）各種機関･会議の充実（４）各種機関･会議の充実    

各種会議の開催にあたっては、運動の強化・発展に向け、機能的かつ効率的な

運営に努めていきます。 

① 2006年度の定期大会（第60回）は、向こう2年間の運動方針を決定する重

要な位置づけのもと、効率的な大会運営を行っていきます。 

② 中央委員会については年2回開催し、1回目を春闘前段に闘争方針を中心と

した論議・決定の場とし、2回目を運動方針等の予備提案、春闘総括等を行う

場として定期大会の前段に開催していきます。 

③ 春闘シンポジウム等の諸会議についても、それぞれの役割を明確にしたう

えで、内容を充実させていきます。 

④ 委員長会議は、各決議機関に次ぐ重要な位置づけのもと、ブロック別委員

長会議として適宜開催します。 

⑤ 書記長会議は、ブロック別書記長会議として原則年3回開催します。 

⑥ 全地協代表者会議は、原則年2回開催します。 

⑦ 中央執行委員会のもとに専門委員会として、「産業政策検討部会」「社会

政策検討部会」を設置し、具体的な取り組みの実践に向け、幅広く論議・検

討していきます。 

⑧ 上記を含め、その他諸会議においても効率的な運営に努めていきます。 

 
（５）地方協議会（地協）活動の充実（５）地方協議会（地協）活動の充実（５）地方協議会（地協）活動の充実（５）地方協議会（地協）活動の充実    

全電線の運動強化や地方連合会の運動領域の拡大に伴い、これまでの取り組

み経過や実態を踏まえ、地協の役割を明確にするなかで、全電線中央と地協と

の連携を密にし、活動の充実に向けて取り組んでいきます。 

① 全地協代表者会議を開催し、全電線中央と地協、各地協間の情報交換を行

い、円滑な地協運営や活動の充実に向けて意見交換を行っていきます。 

② 地域における組織拡大に向けて、全電線中央と各地協が連携を密にしなが

ら、未加盟組合の加盟促進に努力していきます。 

③ 地協直加盟組合への指導・支援活動については、各種資料の提供など全電

線中央と地協が連携を密にして行っていきます。なお、本加盟に向けた取り

組みについても支援していきます。 

④ 各地協は、全電線中央との連携を密にしながら、近隣地協との連携を含め



 18

地協活動の充実に向けて努力することとします。 

⑤ 各地協は、全電線運動の推進に向け、闘争時において学習会や決起集会な

どを開催していくとともに、次代を担うリーダーの発掘と育成に向けて、「全

電線教育指針」に基づき各種の学習活動を行うこととします。 

⑥ 地方連合の対応については、地域に根ざした活動を進めるとともに、地方

連合金属部門連絡会への対応についても、活動内容の充実に向けた意見交換

に加え、政策・制度課題については、全電線産業・社会政策を基本に全電線

中央と連携を図りながら対応していくこととします。 

 

（６）教育・宣伝活動（６）教育・宣伝活動（６）教育・宣伝活動（６）教育・宣伝活動    

組合員の連帯と意識の高揚、組織の強化を図るため、各種教育活動と迅速な情

報宣伝活動を行っていきます。 

① 全電線中央と単組の連携強化を図る観点から、オルグ活動等の強化を図っ

ていきます。 

② 「全電線教育指針」に基づき、トップセミナーにおける講演や新役員労働

講座、各種諸会議等、幅広く学習の場を提供していくとともに、その充実に

向けて努力していきます。また、闘争前段に春闘シンポジウムを開催してい

きます。 

③ 各単組や地協の要請に基づいて情報提供を行うとともに、学習会等へ講師

を派遣するなど、「全電線教育指針」に基づいた教育活動の強化や全電線運

動の理解と認識を求める取り組みを進めていきます。 

④ 連合・JC および外部団体の主催する学習会・セミナー等にも参加していき

ます。 

⑤ 機関紙「全電線」は運動方針や春闘方針を中心に発行し、内容の充実を図

っていきます。 

⑥ 闘争時には、要求提出日にビラを発行するとともに、春闘情報や政策・制

度の闘争情報について、全電線ニュースなどを通じて、迅速な情報の伝達に

努めていきます。 

⑦ 秋季交渉期間には、取り組みの充実を図る観点から、権利点検活動を中心

とするポスターを発行していきます。 

⑧ 外部への情報提供や組織の維持・拡大に向けてホームページの内容の充実

を図っていくことに加え、より見やすく使いやすいことを基本に構成等を改

定していきます。(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ；http://www.densen.or.jp) 

⑨ 電線 NET を活用し、資料掲載や情報伝達の効率化を進めるとともに、教

育・宣伝活動の充実に努めていきます。 

⑩ 組合員と組合役員の信頼関係強化に向け、各単組はオルグ活動の充実など
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に取り組みます。 

 
（７）調査活動（７）調査活動（７）調査活動（７）調査活動    

運動の前進に向けては、産業動向はもとより、幅広い情報収集と的確な分析が

必要不可欠であるとの認識のもと、その充実強化に努めるとともに、情報提供の

充実をめざします。 

また、調査報告の充実には各単組の協力が不可欠です。引き続き各単組から協

力を得るなかで各種の調査を行っていきます。 

① 政治、経済、産業動向など、日常から情報収集を行い運動の前進に役立て

るとともに、各種会議を中心に各単組に報告を行っていきます。 

② 連合・JCなどからの外部調査依頼については、これまでと同様に各単組の

協力を得るなかで積極的に対応していきます。 

③ 闘争における要求・妥結状況、賃金・一時金の支給実態調査を行い、その

他の労働条件（時間外労働時間、年次有給休暇取り扱い状況、災害発生状況）

の調査についても調査項目の整理等に努めながら、調査時報における電子媒

体の活用など、より単組が活用しやすい調査時報に向け検討していきます。 

④ 2006年度は、今後の運動の充実を図るために、全電線傘下単組の「労働協

約調査」を行い、調査時報を発行していきます。 

⑤ 調査活動については、電線NETや電子メールを活用するなかで、調査結果

集計の効率化とその充実に努めていきます。 

⑥ 各種調査結果については、全電線中央と各単組が連携を図るなかで、迅速

な対応を図っていきます。 

 

（８）総務・財政活動（８）総務・財政活動（８）総務・財政活動（８）総務・財政活動    

財政の確立は、運動方針の実現および運動領域の拡大を推進していくうえで極

めて重要であるとの認識のもと、健全財政および効率的な運営に努めながら、総

務全般の取り組みを以下の考えで推進していきます。 

① 健全な財政運営を基本に、会議開催場所や運営の検討を行うなど、日常か

らの経費節減に努力していきます。 

② 外部組織との連携強化や業務の充実を図る観点に立ち、総務活動を推進す

るとともに、効果的な日程配置に努めていきます。 

③ 会館運営については、安全衛生面を含め、機能的な会館管理を行っていく

とともに、今後の会館の保守・保全について検討を行っていきます。 

④ より効率的な業務の遂行を図るため、電線NETや電子メールを有効活用し、

業務効率の向上と円滑な業務運営を行います。    
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３．国際連帯活動３．国際連帯活動３．国際連帯活動３．国際連帯活動    
国際連帯活動は、国際公正労働基準の確立や国際協調体制の構築を図る観点か

らも、極めて重要な位置づけにあります。 

具体的活動には、連合は ICFTU（国際自由労連）を中核として、また、JC は

IMF（国際金属労連）の主要組織としての位置づけのもと、国際労働運動の前進

に向けて取り組みを推進しています。 

全電線としても、加盟単組への種々の情報提供を行うとともに、連合・JC をは

じめとした上部団体、友諠団体のもとで、国際連帯活動に取り組んでいきます。 

① ICFTU の諸活動や多国籍企業に関わる取り組みについては連合を通じて、

IMF の諸活動については JC を通じて参画していきます。 

② 海外労組との交流など、連合・JC それぞれの独自の国際連帯活動にも要請

に基づいて参画していきます。 

③ IMF および JC の進める「国際枠組み協定（ IFA＝ International 

Framework Agreement）」への取り組みについては、JC の方針に基づき、

他産別の動向も踏まえるなかで、引き続き締結に向け努力していきます。 

④ JILAF（国際労働財団）の活動にも連帯を図るべく参画していきます。 

⑤ 全電線独自の活動として行っている日韓電線労組定期協議については、こ

れまでの取り組みを踏まえながら対応していきます。 

 

４．社会貢献活動４．社会貢献活動４．社会貢献活動４．社会貢献活動    
真に豊かな社会の実現や地球環境を守るために社会貢献活動を推進していきま

す。 

① 「全電線・愛のカンパ」を実施し、組合員の協力を得ながら広く資金を求

めるとともに、「連合・愛のカンパ」への協力や「ダルニー奨学金制度」の

活動を継続して支援していきます。また、新たな支援先についても視野に入

れながら検討していきます。 

② 自然環境保護への取り組みや福祉・ボランティア活動について、各単組・

地協の協力を得るなかで、地域への活動に参画していきます。 

③ 自然災害見舞金制度については、「全電線・愛のカンパ基金」を活用し、

各地協を通じて自然災害見舞金として対応していきます。 
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Ⅳ．安心して暮らせる社会をつくる運動Ⅳ．安心して暮らせる社会をつくる運動Ⅳ．安心して暮らせる社会をつくる運動Ⅳ．安心して暮らせる社会をつくる運動    
    

１．生活環境改善の取り組み１．生活環境改善の取り組み１．生活環境改善の取り組み１．生活環境改善の取り組み        
私たちが求めている「ゆとり・豊かさの実現」に向けては、安心して暮らして

いける家庭環境・社会環境がしっかりと整っていなくてはなりません。これらの

基盤強化のために全電線としては、「全電線社会政策」「全電線社会政策の実現

に向けて」を踏まえながら、連合・JC の取り組みを基軸に、課題の実現に向け積

極的な運動を展開していきます。 

① 連合は、「生活と雇用の安定・改善」を実現するため、「安心」「安定」

「安全」の経済社会づくりを進める「政策・制度 要求と提言」の実現を図る

としており、全電線としても連合の一員として、取り組みに参画していきま

す。 

② JC の政策・制度課題の取り組みについては、「政策・制度要求」の策定に

ついて、電線産業・企業の実態も踏まえつつ時事に応じた意見反映を行うと

ともに、JC との連携を重視するなかで積極的に参画していきます。また、JC

の実施する政党・各省庁への要請活動にも参画していきます。 

③ 全電線としては、今後の政策・制度の取り組みの基本となる「全電線社会

政策」に基づき、各地協・各単組への展開を図っていきます。また、社会政

策検討部会を設置するなかで、これまでの取り組みについてのフォローを行

いながら、具体的な諸活動の充実にと努めていきます。 

 

２．政治の流れを変える運動２．政治の流れを変える運動２．政治の流れを変える運動２．政治の流れを変える運動    
労働組合の基本的な目的である「雇用と生活の安定」を実現させるためには、

企業内の労働条件改善の活動に併せ、国・地方の政策・制度の改善・改革をめざ

した政治活動への取り組みが不可欠です。 

連合は、「連合の政治方針」に基づき、「ゆとり・豊かさ・社会的公正」の実

現と生活者・勤労者を重視する政治への転換をめざし、われわれの求める新しい

政権と政治勢力の樹立、定着、発展に協力する立場で、活動を推進するとしてい

ます。 

具体的な政策の実現に向けては、政党・省庁・経営者団体に要請し、組合員と

地域の声を幅広く結集した国民的総行動を創り出していくとしています。 

① 全電線は、国民本位の政治実現と勤労者の生活安定・向上に向けた政治活

動について「改訂 全電線中期基本政策」に基づき、「連合の政治方針」を

踏まえて積極的に取り組みます。    
② 全電線中央並びに各地協・各単組は、各種選挙活動や政策・制度要求の実
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現について、今日までの取り組み経過を踏まえ、活動の充実に向け積極的に

取り組んでいきます。具体的には、2007年に行われる統一地方選挙や参議院

議員選挙に積極的に取り組むこととします。    
 

３．平和への取り組み３．平和への取り組み３．平和への取り組み３．平和への取り組み    
連合は「平和は労働運動の原点」との考えで、地域紛争撲滅に向けた支援など

をはじめ、世界平和の実現に向けた取り組みを展開しています。 

全電線も、平和・国民運動などへの取り組みについては、連合の方針に沿って

取り組んでいきます。 

 

４．地球環境保護への取り組み４．地球環境保護への取り組み４．地球環境保護への取り組み４．地球環境保護への取り組み    
地球環境保護の取り組み課題への対応は私たちの大きな責務であり、世界的に

も重要な問題として捉えられています。 

地球環境をより良いものとし、次世代へ引継いでいくためにも積極的に関与し

ていかなくてはなりません。地球環境保護、循環型経済社会の構築などに向け、

新しいライフスタイル・経済システムへの転換の必要性が唱えられています。 

連合・JC についても、地球環境問題に対する今日的な状況を踏まえ、地球環境

保全に向けた取り組みを重要な運動と位置づけ、積極的に取り組んでいくことと

しています。 

全電線も、「全電線社会政策」「全電線産業政策」での政策内容を踏まえ、連

合・JC の政策も取り入れるなかで、その実践に向けた具体的な取り組みを推進し

ていきます。 

① 連合やJCの政策を中心とした取り組みの重要性を認識するなかで、その運

動に参画していきます。なお、サマータイム制度導入についてはJCの考え方

に沿って対応していくこととします。 

② 「全電線産業政策」での環境問題にかかる具体的内容を踏まえ、電線工業

会、電線経連と連携しながら、労働組合の立場で企業活動に結びつく取り組

みを一層推進することとします。 

③ 地球環境問題、新しいライフスタイルへの転換等について、「全電線社会

政策」にある「環境に配慮した循環型の経済社会」の考え方に基づき、具体

的な政策について各地協・各単組に展開していきます。 


