
06年春闘を前進させようと、電

機懇は東と西で、「春闘の集い」

を開きました。

関東では、1月21日午後1時半か

ら港商工会館で開催。集いでは電

機懇宮崎代表が主催者挨拶をし、

谷口副代表が春闘アンケート結果

について報告しました。その中で、

回収枚数が昨年を上回る取り組み

になったこと、生活に必要な額で

はもっとも回答が多かったのが５

万円以上になったことなどの特徴

を指摘すると同時に、生活実感で

は、中高年層でより厳しいこと、

成果主義では青年層では「どちら

ともいえないが」53％、中高年層

では「反対」が60％になるなど年

代で差が出ていることなどを詳し

く報告しました。

講演は、都留文科大学後藤道夫

教授が「労働市場の大転換と若年

労働者の苦境」副題--労働組合運

動に求められるもの--と題して１

時間半にわたって行われ、参加者

から青年の現状や課題がよく分かっ

たなど好評を博しました。

春闘提言は中山事務局長が提起、

討議では沖電気の広瀬邦治さん、

関西懇の西野健一さん、東芝の石

川洋二郎さん、ＮＥＣフィールディ

ングの山本正陽さんらが発言し、

ＩＢＭ労組副委員長から4.21集会

への参加の訴えがありました。

(4面に関連記事)
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今月号の紙面
①電機懇「春闘の集い」

②③電機の０６春闘前進を

④電機の雇用延長

⑤アンケートに寄せられた声

⑥争議支援強化を

⑦電機ユニオン、企業動向

⑧東芝2.17総決起集会、金属

春闘集会､集積回路

アンケート回答をもとに要求実現へ

(
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電機懇が東西で春闘の集い・新春交流会を開く



電機９社の05年10－12月期の連結決算 、０３－０５年度株主配当

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 03年 04年 05年
松下電器 23984 4.4 1294 46.6 492 38.5 14 15 20
ソニー 23675 10.2 2028 46.8 1689 17.5 25 25 25
日立 22588 6.4 391 13.9 54 -79.4 8 11 10
東芝 15831 15.6 636 68.4倍 218 13.9倍 3 5 6
ＮＥＣ 11447 2.6 189 -8.1 207 -47.3 6 6 6
富士通 11214 7.5 125 160.8 33 － 3 6 6
三菱電機 8345 12.2 490 70.4 322 88.1 4 6 6
シャープ 7317 12.5 437 20 262 25.8 18 20 20
三洋電機 6115 -1.5 163 57.6 62 － 6 3
単位億円。前年比は前年同期比増減率。－は比較できず。

売上高 営業利益 当期損益 株主配当(円)
06春闘は労働者の切実な要求を

担ってスタートしました。

電機各社の企業業績はよくなっ

ています。直近では別表の通り10

月-12月の第三4半期では多くの企

業で昨年比大幅な増収増益になっ

ています。新たな業績拡大へ活発

な設備投資も進められています。

株主配当も労働者への賃上げ凍

結の間もしっかり引き上げていま

す。

電機連合のベア要求は2000円と

なりました。電機懇が実施したア

ンケートでは毎月3.6万円必要と

いう結果となっており、労働者の

要求との大きな落差がありますが、

各職場で生活実態を出し合って要

求を決定しましょう。

電機連合の2000円は35歳技能職

か、30歳事務技術職のベースアッ

プです。各人の要求がいくらにな
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電機
春闘

正規､派遣､請負､みんなで賃上げを勝ち取ろう

１月２９日（日）午後1時より

関西電機懇「06春闘学習会」を、

国労大阪会館にて開催しました。

７企業、大阪労連、国会議員秘

書を含め32名の参加

で、人数は目標には

いかなかったものの

中身の濃い集会になりました。九

州懇の今井さん、愛知懇の大原さ

んにも参加いただきました。

宮崎代表から電機懇春闘方針の

説明をうけ、大阪労連の植田議長

はプロジェクタ－を使って全労連

の春闘方針と春闘をめぐる情勢に

ついて話されました。

おおさか派遣・請負センタ-の

所長、村田弁護士からは、派遣・

請負労働者の法律問題と組織化の

課題について話をききました。派

遣請負問題はなぜ難しいのか、労

働法、労働者保護の法制度、労働

者派遣法について詳しく話されま

した。職場で活用出来る内容で好

評でした。なおこの集会には、参

議院議員の大門みきし秘書も参加

されました。 (西野)

元気の出た関西電機懇春闘学習会

松下電器澤田さんの開会挨拶。正面左､講師の大阪労連植田議長。

業績拡大､株主配当増加

賃上げは労働者の強い要求



るのかをはっきりさせる必要があ

ります。成果主義賃金導入前のよ

うに、本給のアップ分や職能級な

どのテーブル改訂でいくら、と言

う内訳があいまいにされている職

場もあります。自分の要求をはっ

きりさせ、それを今後の交渉やい

や妥結の段階までしっかり貫くこ

とが重要になっています。

4年間のベア凍結中に処遇改訂が

進められ、賃下げになった人もい

ます。その回復も要求に盛り込む

必要があります。

電機各労組の一時金は自動車や

鉄鋼などと比べて大きな差が出て

います。経営が数字を勝手に動か

すような業績連動型を止め、要求

を掲げて闘うことこそ一時金増額

の道です。電機連合としての取り

組みが重要です。

家族給などの労働条件改悪との

闘いも重要になっています。東芝

では今春闘で配偶者手当の廃止、

子供だけへの変更が提案されてい

ます。三洋電機などで改悪されま

したが、2万円が突然なくなり生活

を直撃しています。

職場には多くの派遣労働者や請

負労働者が一緒に仕事をしていま

す。この人たちの賃金引き上げが

求められています。電機懇アンケー

トでも賃金引き上げや雇用不安を

訴える派遣労働者からの回答が多

く寄せられています。

非正規労働者の低賃金をこのま

ま放置すれば正規労働者の数はさ

らに減らされ、労働条件の切り下

げに追い込まれるコとは必至です。

まずは

当事者

の声を

しっか

り聞い

て一緒

に考え

ること

が必要

です。

左の図

は電機

連合中

央委員

会議案

より

家族給などの改悪に反対を
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低い電機の一時金

派遣､請負などの賃上げを

電機連合が1月に中央委員会を

開催した。中村代表は挨拶で①物

価がプラスに転じる見通し、②05

年度経済成長率は実質2％前後で

雇用も拡大、③技能職賃金が2000

年比で約3％低下、④企業業績は

直近のピークである01年3月期実

績まで回復しているとして、「賃

金改善要求」を行うと述べた。

それでなぜ要求額が2000円にな

るのか、職場の組合員には理解で

きない。③の賃金低下については

すでに本紙でも技能職のラスパイ

レス指数が2000年比96.71になっ

ていることを指摘している。この

間ベアなしでも「定期昇給相当分」

は確保されているということが事

実でなかったのであり、その減少

額を取り戻すだけでも1万円以上

必要になる。④の01年3月期はい

わゆるITバブルの時期である。そ

こまで業績が回復しており、一方

で賃金が下がっているというにも

かかわらずなぜ2000円なのか。連

合が提起している1％賃上げの半

分にしかならない。

本部の提案に対して例年通り大

手5労組が賛成発言した。その発

言にはベースアップに厳しい経営

側との感触が滲み出ている。直接

接していると言うことでは労働者

のリストラや賃金低下に対する苦

しみや怒りはどうなのか。わずか

に日立労組委員長が、組合員の協

力でここまで回復してきた。それ

に応えることをすべきだと言って

きた、と発言したに過ぎない。

なぜだ！

電機連合は2000円要求､各人の要求を明確に



松下電器 東芝 日立 ＮＥＣ 富士電機 シャープ

対象者 希望者全員

原則として希望者全員。ただし、
健康上問題がある者、直前3年
間の評価でＢ、Ｃ評価があった
者は除く。

希望者と会社募集とマッ
チングが出来た者。

最低評価者
を除外

希望者全員

希望者。再雇用されなかった
者は、希望に合う社内の新た
な仕事ができた段階で優先
的に案内。

選択時期
58歳で希望調
査、59歳で正式
申し込み

54歳になる年度の9末。55才で
東芝を退職し、高齢者雇用会社
の正社員となる。

59歳になってから希望を
提出し、会社と協議す
る。

56歳になる
時点で

①55歳制度の説明②57歳定
年年齢の確定。配置等検討開
始③59歳最終確認

59.5歳から希望調査

60歳まで
の賃金

減額なし
月額で約5万円（年収では約
80万円）ダウンする。一時金は
年４ｹ月。

減額なし
年収で56歳
到達時の
80％

減額なし 減額なし

60歳から
の賃金

仕事による。年
180-300万円程
度(一時金含む)

60才から高齢者雇用会社の嘱託
社員となり、月額16.4～21.4万
円（一時金は年４ｹ月）。年金基
金と雇用調整給付金を合算する
と、56～60才までと年収はほぼ
変わらず。

継続所員としての職種
による。現場は時給800
円程度、研究職で在職
時の50％程度（20万
円）。

年収で56歳
到達時の
40％

賃金、一時金とも59歳時点の
60％レベル

時給1100円以上。極めて専
門性の高い職務は2000円を
限度に個別に決定。一時金
は時給1100円、1100円超の
場合、夫々年間1.5ｹ月、2ｹ
月程度

制度の変
更時期

対象者の例外措置について現在
協議中、4月1日施行の予定。

希望する組合員は全員
再雇用される制度にす
る事を要求する。

2006年4月 2006年6月1日

電機の多くの職場では2001年4月

から雇用延長(富士電機は定年延長)

制度が導入されていますが、今年

４月から改正「高年齢者雇用安定

法」が実施されるのに対応して、

見直しが進められています。

働く側にとっては延長希望者が

全員受け入れられるかどうかと、

賃金や仕事などが問題となります

が、以下職場の実態を見てみます。

対象者については、松下電器や

富士電機では希望者全員としてい

ます。しかし、東芝では、直前3年

間の評価でＢ、Ｃ評価があったも

のを除くとなっています。同様に

ＮＥＣでも評価の低い人を排除し

ています。

また、日立などでは職務とマッ

チング出来た者ということになっ

ており、希望しても延長が「認め

られない」ケースも出ています。

労使協定で対象者の基準を定め

ることが出来るとはいえ、全員対

象を基本とする、改正法の趣旨を

尊重することが求められています。

選択時期では、松下電器や日立

などは59歳として、60歳以前の賃

金カットはありません。一方、Ｎ

ＥＣでは56歳到達時点で雇用延長

を申し込む制度で、以降の賃金は8

0％に減額されます。東芝は55歳で

東芝を退職し「高齢者雇用会社」

の社員となり、賃金が下がります。

こうした59歳以前に選択させる

職場では60歳までの賃金減額と連

動しています。

選択時期の問題では56歳で将来

の家族状況や健康など、未確定要

素が多いの中での決断は困難では

ないでしょうか。延長を選択し56

歳から賃金切り下げを受け入れた

にもかかわらず途中で延長を止め

た場合の救済措置はありません。

例えば、選択時期が今回59歳に改

訂された富士電機では、以前の制

度で55歳で延長を選択して賃金減

額となっていた人へ保障はありま

せん。 60歳までの賃下げに対

しては「年金がない65歳まで働か

ざるを得ない弱みにつけ込んだ悪

辣なやり方だ」(ＮＥＣ)など、職

場から強い批判が出ています。

雇用延長のような制度について

は電機連合の統一した取り組みが

当然です。松下など相対的に問題

の少ないシステムもあります。劣

悪な規定を是正させることは出来

るはずです。現に富士電機では今

回の改訂で大幅に改善しています。

この問題を所管する厚生労働省

でも個別の問題について対応する

姿勢です。ぜひ働きたい人が働け

る、生活できる賃金を制度化する

ように奮闘しましょう。

(下表は06年電機連合ハンドブック

を基に最近の動きを付加して作成)
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法の趣旨は延長希望者全員

希望者全員を対象に、60歳までの賃金カットは
しない、60歳からの賃金は生活できるものを！

松下など多数がカットなし

電機連合の統一闘争で

雇用
延長



☆リストラで人が減り仕事が増え

た、毎日深夜まで残業してもその

半分しか残業がつかない。

(富士電機)

☆分社化で作られた会社が業績不

振となり、大幅な人減らし、出向、

海外生産比率の増大が進められて

います。親会社が最後まで責任を

果たせと主張していきたい

(安川電機)

☆製造業でのアウトソーシ

ングが多すぎる。真の技工

者がいなくなり、品質問題

が深刻になる可能性あり。

(松下電器)

☆請負、派遣、パートなど

のための共済積立のような

ものがないことで、失業、

老齢に備える制度があれば

と思います。 (日立)

☆中間管理職の組合も設立してほ

しい。上司・部下の板ばさみで最

も疲れます。 (日立)

☆３年前からいろいろな手当がカッ

トされて時間外があっても５－６

万円位手取りが少なくなった。

(東芝)

☆「転勤のおそれ」があり地に足

をつけて暮らせない、家庭を大切

にしたい、不安である(シャープ)

☆伝統ある技術を持つ会社をつぶ

そうとしている親会社に腹が立つ。

いったい労働組合執行部は何を考

えているのか？そっちにも腹が立

つ。 (安川関連)

☆人件費が安いと言う理由で派遣

を打切られました。次の異動先も

決めてくれず、一方的な決定だっ

た為、すごく惨めな思いをしまし

た。 (日立関連)

☆一時金が無いので欲しい。

(沖電気関連)

☆教育費や住宅ローンを抱えた５

０代が賃金ダウンでは生活できな

い。 (ＮＥＣ)

☆33歳で給与が20万（基本給で）

の社員が嫁をとって子供が作れま

すか？少子化の原因は企業にもあ

ります。 (東芝)

☆中国及びタイへ製品（ﾗﾝﾄﾞﾘｰ製

品等）を移管するため、製造工場

として将来的に存続できるか不安

が職場で広がっている。 (東芝)

☆月に８０時間程度の残業がある

のに申告が３０時間までしか出来

ないのはおかしい。 (日立)

☆仕事で自分の希望と違う作業を

行わされ仕事をしても低い評価し

かされない、年々所得も減りまし

た。 (三洋電機)

☆長時間通勤の実態を調べ、健康

管理時間に反映をさせるべきだ。

(日立オムロン)

☆成果主義賃金でテーマ達成のた

めに時間的にも精神的にも大変で

す。 (日立ルネサス)

☆法規制が絶対必要、「8時間労働」

の国をつくりましょう。(ＮＥＣ)

☆私の職場は職場討議なるものは

消えてしまった。発言する人がい

ないのも１つかな。 (日立工機)

☆会社と組合が一緒になってリス

トラを押し進めている。(日立関連)

☆年休が全くとれない、休日出勤

手当がつけられない。(松下電器)

☆派遣に育児、産休を(松下電器)

☆派遣者にも昇給や賞与を適用し

てほしい。 (日立関連)
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東 西 南 北

春闘アンケート意見欄から

富士電機システムズのある東

京都日野市では２月１９日に市

議会議員選挙が行われます。

昔に比べて従業員が少なくなっ

たせいか、組合も相当危機感が

あるみたいです。後援会に入っ

て欲しいと自宅に訪ねて来たり

しますが評判は悪いでようです。

ある人は【訪ねて来たが、い

い迷惑だよ、加入しないとまた

何を言われるか心配だから加入

したよ。だけど入れないよ、知

らないのは本人だけよ】【リス

トラがなければ、当選するのに、

組合も選挙のこと考えたらリス

トラの時従業員を守っておけば

良かったのに、まあ自業自得か】

【選挙なんかいいから俺達の給

料を上げて欲しいよ。給料を下

げておいて選挙はないだろう】

手当てのカット5-6万円減

20万円では子供を作れない

投稿 選挙よりやることがあるだろう

要 求 貫 徹

8時間労働の国を作ろう



大雨と寒さのなか、東芝小向工場

門前には約６０名の支援者が駆け

つけました。菊谷神奈川労連議長、

竹内川崎労連事務局長、中山電機

懇事務局長、東電機ユニオン委員

長が連帯と激励の挨拶、当該の海

老根さんが「東芝西田社長は、口

を開けばＣＳＲが

大切だ、などと言っ

ているが、昨年７

月の小向工場の火

災や最近の談合事

件などでも、本当

のことを明らかに

していないではな

いか。労働委員会

命令を無視し続け

る東芝の本質は変

わっていない。争

議解決と差別をなくすためにがん

ばる」と決意表明しました。なお、

この行動には東芝および電機の職

場から約３０人が参加しました。
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日立の中村由紀子さんが2004年2

月に訴えた日立神奈川争議団佐藤

団長に対する「保管金支払い請求」

の判決が、1月26日横浜地裁で行

われ、中村さんに1100万円の支払

いを命じました。

大川弁護士は判決後の報告集会

で判決の概要について①解決金は

団に一括し払われたものではなく、

原告や被告など9人に対して支払

われたもの、②9人の帰属額は平

等、③解決金の控除額は中村さん

も認めた金額を超える裏付けはな

い、④今後の闘争資金に解決金を

同意なく使用することは出来ない、

⑤中村さんの支払い請求は権利の

乱用ではない、と原告中村さん側

の主張を全面的に認めたものとなっ

たと説明しました。

被告側が控訴し、今後は東京高

裁で争われることになります。

日本ヒルティから解雇されて、

解雇撤回を求めている為平さんの

裁判で、1月24日、当時の会社側

交渉責任者への証人尋問が行われ

ました。この証人尋問で解雇の不

当性がより鮮明になりました。

①解雇手続きが不透明。解雇理由

を聞かれて、就業規則上で具体的

に示すことが出来ませんでした。

②配転した職場にはまともな仕事

が無く辞めさせるためだった。

会社は最終的に、為平さん

を江戸川倉庫へ配転しまし

たが、ここにはまともな

仕事が無く、掃除と段

ボールの処理、温度管

理(室内３カ所で測り、

日報を作る)ことでした。

今回の証言で配転はまと、

退職強要に応じない為平さん

への嫌がらせであったことが明ら

かになりました。

横浜地裁が中村さんの訴えを全面的に認める判決

２･１神奈川労連総行動で

小向工場への宣伝要請行動

写真下：東芝小向事業所

前での宣伝要請行動

日本ヒルティ解雇争議

日立神奈川争議団「保管金支払い請求」事件

東芝賃金資格差別争議

証言で不当解雇が明白に

争議支援



２００２年、ＩＢＭは、新しい

法律「会社分割法」を使ってハー

ドディスク部門を分割したうえ分

割会社の株を日立に売却（新会社

の名前は日立ＧＳＴ）。「会社分

割法」に基づき、労働者は本人が

同意していないのに強制的に転籍

させられました。転籍が強行され

て３年目の２００５年６月には日

立とＩＢＭの就業規則が統合され、

「本給の減額」「昇給ストップ」

など、労働条件の大幅な切り下げ

が強行されてしまいました。

ＪＭＩＵはハードディスク部門

売却と強制転籍に反対し、「ＩＢ

Ｍでの雇用継続」の要求を掲げて

たたかい、組合員は３名から２０

名へと大きく増えました。そして、

「現代版・人身売買」ともいえる

会社分割法にストップをかけるた

めに横浜地方裁判所に「転籍の無

効とＩＢＭ社員としての地位」を

求めて裁判を起こしました。

この事件は、日本ではじめて

「会社分割法」をめぐり争われる

裁判として全国的に注目されてい

ます。

(ＩＢＭを告発する４．２１大集

会を呼びかけるビラから)

今までにも青年の就職難とか不

安定な働き方をせざるを得ない状

態だと聞いていましたが、データ

で示されたので、改めてその深刻

さが分かりました。この先日本は

どうなっていくのだろうと不安を

覚えました。これでは健保も年金

も壊れてしまいそうです。

日本で1970年代の半ばからスト

ライキが無くなり、失われた３０

年と言われるほどの労働運動の衰

退の影響は大きいものがあります。

組織率が２割を切った状態をな

んとか改善したいものです。

規制緩和のもとでフリーターや

ニートが増えた。合法的に派遣社

員が増えた。規制緩和をやめさせ

るのは政治の問題ではありますが、

労働運動の場でもまともなルール

を作る為に努力したいと思います。

東健郎(電機ユニオン委員長)
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業績の上方修正が相次ぐ

主要企業が06年3月期業績を相次

いで上方修正している。プラズマ

テレビなどが好調な松下電器は前

期比30％増の4000億円と従来予想

を700億円上回る。フラッシュメモ

リーが好調な東芝は従来予想を200

億円。ソニーも赤字から予想を700

億円の黒字見通しを発表した。

電機技術者が足りない。

厚生労働省が１月末に発表した昨

年12月の有効求人倍率は約13年振

りに1倍に回復した。職種別では専

門・技術職が1.85倍、電機技術者

では5.2倍と高くなっている。一方

事務職は0.3倍､管理職は0.7倍にと

どまる。地域差も大きく、南関東

の1.22倍に対して北海道は0.63倍。

パソコン国内出荷数最高に

電子情報技術産業協会によると、

2005年の国内パソコン出荷台数は

前年比14％増の12,738,000台、過

去最高となった。総出荷額でも2年

連続して増加したが前年比5％増の

1兆6370億円に。

松下プラズマＴＶ

世界シェア40％を狙う

松下電器は2006年度のプラズマ

ＴＶの世界販売台数を今年度の2倍

の400万台に引き上げる計画。

シャープの液晶ＴＶ06年度の世

界販売目標は600万台。

東芝、米原子力発電会社を買収

東芝は英核燃料会社（ＢＮＦＬ）

傘下で原子力発電事業を手掛ける

米ウエスチングハウス（ＷＨ）を

買収すると発表した。

三洋電機､ＶＷと共同開発

ハイブリッド車向け電池で

三洋電機はドイツフォルクスワー

ゲン(ＶＷ)とハイブリッド車向け

充電型電池を共同開発することで

基本合意した。三洋電機は04年に

フォード向けに電池システムを、

ホンダには電池単体での供給を開

始している。

産業・企業の動き

全国的な注目を集める
ＩＢＭ「会社分割」争議

電機懇・春闘集会で後
藤先生の話を聞いて



次回は3月23日は原告側の証人尋

問。横浜地裁・502号法廷

全国的に9条の会の結成と活動

が広がっています。

電機労働者の中にも9条の会を結

成しようということで準備が進め

られています。電機懇も全面的に

協力していくことにしています。

結成への期待やご意見をお寄せ下

さい。

メールアドレス denkikon@nifty.com

ホームページwww.現在改訂中です
電機懇・電機ユニオン関西：06-6354-7237

☆梅のつぼみが膨らん

できた。それにしても

今年の冬は本当に体の

芯まで冷える寒さだっ

た。寒さは季節だけではなく、私た

ちの生活もそうである。4年続いたベ

ア凍結、そして相次ぐ人員削減攻撃。

その上、三洋電機では5％の賃金カッ

トと、家族手当の廃止が実施され、

それぞれ2万円の減収になっている。

それらを打ち破るべく、5年ぶりの

賃金引き上げ春闘が始まる。経営者

団体は、この成果主義の時代にベー

スアップは似合わないとして、儲かっ

ている企業だけに、成果をあげた従

業員だけに、正規社員だけに、彼ら

がより企業利益が拡大すると考えて

いる「賃上げ」で対応しようとして

いる。自然界では冬の後は春である。

しかし、私たちの春は闘って引き寄

せる以外にない。業績の厳しい職場

の仲間たちも含めて、雇用形態の違

いや成果主義賃金でばらばらにされ

た労働者が、新たな連帯を作り出す

時である。春闘アンケートに込めら

れた仲間たちの声を糧に、労使の力

関係を変えようではないか。 (Ｍ)
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集積
回路

職場の出来事、会社や労働
組合運動についてのご意見
をお寄せ下さい

掲示板

２月１７日(金)６時半から

川崎市産業振興会館ホール
(JR川崎駅下車西口徒歩5分)

主催
東芝争議支援共闘会議
東芝の職場を明るくする会

電機から150人､全体
で500人以上の参加で
成功させよう！

日本ヒルティ解雇争議

2･17総決起集会

電
機
の
職
場
か
ら
も
誘
い
合
っ
て
参
加
し
よ
う
！

東
日
本
：
三
月
五
日
午
後
一
時
開
会(

日
比
谷
野
外
音
楽
堂)

東
海
：

二
月
二
六
日
午
前
十
時
半
開
会(

浜
松
科
学
館)

西
日
本
：
三
月
四
日
午
前
十
時(

京
都
会
館
第
２
ホ
ー
ル)

金属労組懇主催

０
６
春
闘
を

元
気
に
た
た

か
う
つ
ど
い

東芝争議の
全面一括解決をめざす

電機9条の会(仮称)


