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フード連合 2012 春季生活闘争方針  

 

はじめに 
2012春闘を取り巻く環境は、海外の経済・金融不安等の背景から一層の円高や

株安、さらにデフレ傾向が続く中で依然として厳しい状況にある。東日本大震災

により、被災地の生産拠点が大きく被害を受けたが、生産体制の復旧に向けた懸

命の努力の積み重ねにより、サプライ・チェーン（供給網）の回復は進むなど、

経済は持ち直している。 

一方、労働者の生活は、2013年からの年金報酬比例部分の受給年齢引き上げによる

「公的年金受給空白期間」の問題や、各種の増税が検討されている中で不安は大きく、

労働者と企業の配分の歪みや所得の格差はさらに拡大している。 

フード連合の賃金実態調査でも、2004春闘のピーク時から単純に比較すると、

全体の平均基準内賃金は10,000円程度低下している。 

今次春闘は、日本経済を早期に持続・安定的な成長にしていくためにも、賃金

をはじめとする労働条件の低下に歯止めをかけ、復元と格差の是正をはかる必要

がある。そのために、春闘を通じて賃金等の労働条件の維持・向上を要求し、適

正な配分を求めるといった労働組合として当たり前の取り組みを徹底し、“要求で

きない・しない”ではなく、本気で要求して交渉していくことが重要である。そ

して、会社と真剣に対峙して、経営者に対して自分たちの賃金のことを堂々と主

張し、論じることが大切であり、今、労働組合に求められている。 

フード連合は、「マクロ的な観点から、すべての労働者のために1％を目安に適

正な配分を求め、労働条件の復元・格差是正に取り組む。」とした連合の考え方に

そって今次春闘に取り組む。そして、東日本大震災によって被災した地域の復興・

再生の一端を担い、実質賃金・生活の向上によって内需を拡大し経済を活性させ

る必要がある。そして、国難という苦しい時だからこそ、みんなで力を合わせて、

賃金等のあらゆる改善原資の獲得を求め、適正な配分を求めていくこととする。 

そのため、フード連合の大手組合も中小組合も“こころを合わせ、力を合わせ、” 2012

春闘に総力をあげて取り組む。 

Ⅰ．取り巻く情勢      

１．経済・雇用・生活 

（1）我が国経済は、東日本大震災の影響で 1-3 月期の実質 GDP が大幅なマイナス成

長となり、政府経済見通しで想定していた成長を下回っている。 

東日本大震災で、被災地の生産拠点は大きく被害を受けたが、生産体制の復旧

に向けた懸命の努力の積み重ねにより、サプライ・チェーン（供給網）の回復

は進んでいる。今後、復興への取り組みが進む中で消費、投資は持ち直し、また

輸出の増加も期待され、年後半には比較的高めの成長率が実現する見込みである。 

（2）完全失業率は 9 月 4.1％、10 月 4.5％と上昇し、失業者数は 288 万人と増加し

ている。有効求人倍率は 0.67 倍、正社員の有効求人倍率は 0.43 倍となってい

る（10 月分）。 
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（3）内閣府年央試算（8 月 12 日）では、2011 年度の実質 GDP 見通しは東日本大震

災という特殊な事情にかんがみ、復興に向けた事業規模や財源確保について、現

時点で一定の前提を置いて試算すると、0.5％程度であると見込まれる。 

名目 GDP は実質 GDP を下回るマイナス 0.4％程度とされ、電力供給の制約やそ

れによるコスト上昇の影響、企業・人材が流出するリスク等に十分留意する必

要がある。また、世界経済の不透明感の高まりや為替レートの変動が日本経済

に与える影響を注視する必要があると報告されている。また、8,000 円台前半の

株安、為替レートは 76～77 円台で推移している。 

（4）8 月全国消費者物価指数（生鮮食品除く）は前月比で 8 月 0.1％、9 月 0.0％、

10 月－0.1％となっている。また、1-7 月の平均では前年比で－0.6 ポイント下

方改定されたものの 2011 年度は（内閣府年央試算）でエネルギー価格の上昇等

を反映して前年より上昇率がやや高まる見通しで 0.2％となっている。  

（5）毎月勤労統計（平成 22 年分結果確報）の現金賃金総額は、４年ぶりに増加し

ているものの 1997 年のピーク時から一般労働者で 4.0％低下している。 

（6）海外経済は、アメリカはきわめて弱い回復、ヨーロッパは緩やかな回復にあ

るもののギリシャの財政危機やイタリアなど金融不安は高まっている。一方で、

中国、インドは拡大している。 

  

２．企業の状況 

（1）2010 年度の実績は、全産業で売上高は増加し、経常利益は大幅増となっている。食

品製造業では、売上高は大手、中小は微減で、経常利益は大手はプラス、中堅、中小

はマイナスとなっている。2011 年度の計画では全規模と大手企業がマイナスとなってい

るものの、経常利益は食品の全規模でプラスが見込まれている。 

＜日銀短観 12 月発表 「企業短期経済観測調査」＞ 

  

売上高 経常利益 

2011 年度 

計画見込 

2010 年度 

実績 

2011 年度 

計画見込 

2010 年度 

実績 

全産業 (全規模合計) 1.9%  4.5% －4.8%  38.3% 

食料品製造業 (全規模合計) －0.9%  －0.2% 3.0%  1.8% 

食料品製造業 (大企業) －2.4%  －0.4% 2.6%  8.6% 

食料品製造業 (中堅企業) 1.7%  0.3% 1.3%  －1.1% 

食料品製造業 (中小企業) 0.2%  －0.2% 5.8%  －14.3% 

卸売業 (全規模合計) 2.8%  8.2% 8.5%  38.9% 

（日銀短観 2011 年 12 月発表：2011 年度計画売上高、経常利益） 

 

   （2）食品関連産業の状況は、東日本大震災で直接被害の影響を受けた業種も多く

あった。また、福島第一原子力発電所の事故による風評被害も今なお懸念され

ている。震災直後は原材料・包材の一時的な供給停止、さらに夏場における節

電等の対応など、生産活動に影響を及ぼし、厳しい経営状況が続いていたが、

被災地の復旧・復興の活動に伴い回復しつつある。一方、業種によりバラツキ
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があるが、円高を上回る原材料（小麦・乳製品・砂糖・穀類・油脂等）・原油な

どの高騰や消費低迷など、先行きが不透明な懸念材料はある。一方で復興に伴

い需要増で好調な業種・事業もある。 

   食品関連産業は、震災直後から命を守るための物資（水・食料等）の支援・

義捐金の提供を行ってきたが、今後も国民の健康と生活の源泉を担う産業とし

て果たす役割・責任は大きい。 

 

３．食品労働者の労働時間 

 (1)年間所定労働時間は、フード連合10年労働時間調査分析では、10年年間所定労

働時間は1960.80時間（09年1960.72時間）で横ばい傾向にある。前年同組合に

よる増減をみると、前年より年間所定労働時間が減尐した組合は49組合、増加

した組合は23組合と減尐した組合が多く、「時短2000ゼロ」の取り組みの成果が

表れてきている。 

09年年間時間外労働時間は206.77時間（08年214.22時間）でこの間ほぼ横ば

いで推移し、200時間以上の組合117組合で全体の47.37％となっており、約半数

の組合は時間外労働が恒常的となっている。 

(2)連合09年労働条件調査によれば、所定労働時間1913.1時間、総労働時間2012.3

時間となっており、フード連合は所定労働時間で約50時間、総労働時間で約85

時間長くなっている。 

 

４．食品労働者の賃金水準  

(1)フード連合の2011春闘後の算定基礎額(平均ベース)は、全体292,120円（10春

闘後295,191円）、300人以上301,073円（同304,187円）、300人未満243,646円（同

243,808円）と規模間で格差がみられる。また、次の表のとおり、2004春闘から

単純に比較すると7年間で約13,000円低下、2005春闘から6年間では約8,000円低

下している。 
     2004 

春闘 

2005 

春闘 

2006 

春闘 

2007 

春闘 

2008 

春闘 

2009 

春闘 

2010 

春闘 

2011 

春闘 

基準内 

賃金(円) 
305,427  300,405 299,786 298,307 296,825 295,173 295,191 292,120 

(2)賃金構造基本統計調査(厚生労働省)による10年産業別の所定内賃金比較 

では、食料品製造業(飲料たばこ飼料を除く)は23業種中21番目で、産業計を100

としたパーシェ指数(性、学歴、年齢、勤続構成同一条件)は87.5と相対的には

依然として低水準である。また、飲料・たばこ・飼料製造業は、昨年の23業種

中11番目（同指数95.1）から15番目（同指数93.1）と低下しており、全体での

水準引き上げが必要である。 
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Ⅱ．２０1２春季生活闘争の基本的な考えと取り組み 

１．フード連合の基本的な考え方と取り組み  

2012春闘は東日本大震災によって被災した地域を復興・再生するとともに、

日本全体の経済を早期に持続的・安定的に回帰させる必要がある。 

一方、賃金をはじめとする労働条件の低下は著しく、特に賃金は 1997 年を

ピークとすると 4％程度低下し、さらに所得の二極化が進んでいる。 

フード連合は、この間、低下した賃金をはじめとする労働条件や格差是正に

取り組む必要があり、マクロ的な観点から、1％を目安にパート等を含めたすべ

ての労働者の賃金（ベア・改善原資含む）の引き上げをはじめとする労働諸条

件の適正な配分を求めていく。そのためにも春闘の基本的な機能である、「みんな

で要求し、経営に回答を求めて交渉する。そのプロセスを通じて個別労使の課題の改

善や賃金をはじめとする労働諸条件の向上をはかる。その結果を波及させることで、内

需の拡大や好循環型の経済へとその役割を果たし、食品関連産業の発展に寄与して

いく。」といった基本的な考えのもとに、2012春季生活闘争を構築する。 

そのためにも、共闘効果を集中させるために、「統一要求課題」を設定し、加

盟組合は、フード連合の方針にそって取り組む。 

そして、喫緊の課題となっている、2013 年からの公的年金報酬比例部分の支給年

齢の段階的引き上げへの対応を、今次春闘の中で協約改定闘争として位置づけ特別

課題として取り組む。 

 

２．フード連合の統一要求課題の取り組みと特別課題（協約改定闘争）  

  すべての組合は、下記の「5 つの統一要求課題」と公的年金受給の空白期間への対

応を「今次春闘で取り組む特別課題（協約改定闘争（通年含む））」として取り組む。 

【5 つの統一要求課題】 

①賃金（ベア・改善原資含む）の引き上げ 

②一時金の安定確保 

③企業内最低賃金の協定化と水準の引き上げ 

④労働時間の短縮（「時短 2000 ゼロ」、割増率等の引き上げ） 

⑤パート等の組織化と処遇改善 

 

【今次春闘で取り組む特別課題（協約改定闘争（通年含む））】 

◆公的年金受給空白期間への対応 

 

 

 

 

 



日本食品関連産業労働組合総連合会 

2012 年 1 月 23 日 第 10 回中央委員会 

 5 

（1）賃金（ベア・改善原資含む）の引き上げ   

  すべての加盟組合は、以下の取り組みに準じて要求し、賃金の引き上げを中心にあ

らゆる改善原資の獲得に取り組む。 

 

（2）一時金の安定確保 

   一時金は、賃金の後払い的な性格をもつものであり、生活給の補填や生計費を支

えるうえで重要な位置づけにある。生活の安定をはかるために、額ベースでみた年収

や配分も視野に入れながら、一定水準以上の一時金を確保する必要がある。 

 ＜目標基準＞ 

年間６ヵ月を基本とし、最低でも年間４ヵ月を確保する。 
 

※各組合は組合員が最低でも４ヵ月を確保できるように、最低支給月数の検証を行っていく。 

 ＜参考年収＞ 

（フード連合賃金実態調査／基準内賃金平均） （フード連合賃金実態調査／基本賃金平均） 

・25 歳 216,632 円×16 ヵ月≒3,466,000 円  208,179 円×１６ヵ月≒3,331,000 円 

・30 歳 258,632 円×16 ヵ月≒4,138,000 円  242,871 円×16 ヵ月≒3,886,000 円 

・35 歳 297,528 円×16 ヵ月≒4,760,000 円  276,527 円×16 ヵ月≒4,424,000 円 

・40 歳 328,258 円×16 ヵ月≒5,252,000 円  304,677 円×16 ヵ月≒4,875,000 円 

①すべての組合は、賃金カーブ維持分（体系）を確保する。 

②そのうえで、 

  各組合は自社の賃金水準を検証し、フード連合の目標水準をめざす。 
 

１）目標水準に満たない組合は、 

7,000 円、またはベア・賃金改善分 2,000 円を基準とする。 
 

２）目標水準を満たしており、賃金水準の引き上げに取り組まない組合においても、 

必ず賃金水準等を開示し、以下の要求をする。 

ア）パート等の時給引き上げ（定昇込み 30 円、定昇なし 20 円）、処遇改善等 

イ） 企業内最低賃金協定の締結と引き上げ 

ウ） 公的年金受給空白期間への対応 
 

３）賃金制度はあるが目標水準との格差が大きい中小組合は、 

   6,000 円、またはベア・賃金改善分 2,000 円を基準とする。 

 

４）賃金制度（定昇等）がない中小組合などは、5,000 円以上、 

かつ、賃金制度の確立を要求する。 

   なお、賃金制度の確立における定昇水準は、5,000 円以上をめざす。 

 

フード連合のめざす目標水準 
 全体 高卒（標準者） 大卒（標準者） 

30 歳 35 歳 30 歳 35 歳 30 歳 35 歳 

基 本賃金 269,000 317,000 252,000 300,000 292,000 349,000 

基準 内賃金 286,000 342,000 276,000 326,000 315,000 378,000 
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（3）最低賃金の協定化と水準の引き上げ 

地域別最賃は、できるだけ早い時期に全国最低 800 円、平均 1,000 円まで引

き上げることを政労使で合意している。2011 年度の地域別最賃も全国平均 737

円で 7 円引き上がった。さらにこの実効性を高めるためには企業内最低賃金の

締結とその引き上げが必要である。 

食品に携わる労働者の代表として、食品産業で働く労働者の賃金の下支えと

底上げに向けて、すべての組合が企業内最低賃金の協定化に取り組み、実態と

しての水準の引き上げに積極的に取り組む。 

①企業内最低賃金協定を締結していない組合は、締結することを要求する。 

   要求基準については、自社の賃金実態を検証して、目標水準を参考にして設定し、

要求する。 

②企業内最低賃金協定を締結している組合は、下記の目標水準を基準に要求する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全従業員 (パート等を含む)を対象として協定化をすることが望ましいが、各組合の実情から困難な場

合は、組合員(正規従業員 )のみを対象とした協定化を行う。 

 

③フード連合全体の最低目標水準は時間額770円以上とするが、水準については、地

域ごとに格差があるため、各地域の最低目標水準を下表のとおり設定した。また、広

域にわたって支部があるなどの組合で、地域･地場の賃金実態によって全社的な最

低賃金の底上げが困難な場合は、支部と事業所間ごとの協定化をはかるなど、実情

に応じた取り組みを行う。 

        すでに到達目標水準による協定化を達成している組合は、水準の引き上げ、

または年齢別最低賃金の協定化に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

<要求と取り組み項目> 

１）企業内最低賃金の協定化 

  ア）到達目標  ：時間額 870円以上 月額 152,000円以上 

イ）最低目標水準：時間額 770円以上   

    ＊最低法定基準：時間額（645円）以上 

 ２）年齢別最低賃金の協定化 到達目標水準 （基本賃金） 

18歳(勤続0年)  月額152,000円以上 (時間額 930円以上)   

25歳(勤続0年)  月額177,700円以上 (時間額1,090円以上)  

30歳(勤続0年)  月額193,000円以上 (時間額1,180円以上)      

35歳(勤続0年)  月額209,900円以上 (時間額1,290円以上)  

40歳(勤続0年)  月額226,500円以上 (時間額1,390円以上) 
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企業内最低賃金(最低目標水準)

地域別最賃
最低到達
目標水準

地域別最賃
最低到達
目標水準

2011年度
改定額(A)

(A)×1.１
(格差分)×
1.03(昇給率)

2011年度
改定額(A)

(A)×1.１
(格差分)×
1.03(昇給率)

東　京 837 950 福　島 658 750
神奈川 836 950 青  森 647 740
大  阪 786 900 秋　田 647 740
愛  知 750 850 山　形 647 740
千  葉 748 850 徳　島 647 740
埼  玉 759 860 岩  手 645 740
京  都 751 860 愛　媛 647 740
兵  庫 739 840 熊　本 647 740
静  岡 728 830 大  分 647 740
三  重 717 820 鳥  取 646 740
滋  賀 709 810 島  根 646 740
広  島 710 810 高　知 645 740
栃  木 700 800 佐　賀 646 740
長  野 694 790 長　崎 646 740
富  山 692 790 宮　崎 646 740
茨　城 692 790 鹿児島 647 740
岐  阜 707 810 沖  縄 645 740
福  岡 695 790 ※最低到達目標水準については、

北海道 705 800 　10円未満を切り上げて設定している。

奈　良 693 790
山  梨 690 790
群  馬 690 790 都道府県名 産業別最賃

石  川 687 780 11年度改定額

和歌山 685 780 千  葉 810 調味料

福  井 684 780 北海道 772 乳製品、糖類

岡  山 685 780 香  川 743 冷凍調理食品

新  潟 683 780 宮  崎 660 肉製品、乳製品

山  口 684 780 沖  縄 679 糖類

宮  城 675 770 沖  縄 671 畜産食料品

香  川 667 760 沖  縄 674 清涼飲料、酒類

都道府県名

D

C

都道府県名
ラ
ン
ク

A

B

ラ
ン
ク

 
 

（4）労働時間の短縮（「時短 2000 ゼロ」、割増率等の引き上げ） 

①「時短 2000 ゼロ」の取り組み 

「時短 2000ゼロ」の新 3 ヵ年計画に則り、年間所定労働時間 2000時間以内の達成

に向けて全力を尽くす。2000 時間以上の組合は、この新 3 ヵ年計画が全体で取り組

む最終的な取り組みととらえ、全力で取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②時間外・休日労働の割増率の引き上げについては、改正労働基準法で猶予措置と

なっている中小組合も含めて目標は次の通りとする。 

○時間外労働が月 45 時間以下 30％以上 

○時間外労働が月 45時間超 50％以上（対象期間が 3 ヵ月を超える 1年単位の変形

労働時間制は、月 42 時間超を 50％以上） 

○休日（法定・所定） 50％以上  

             ＜要求目安＞ 

○年間所定労働時間 2000 時間以上の組合は、2015 年 3 月までに 2000 時間未満 

（年間休日数 116 日以上／1 日 8 時間の場合）の合意をめざした要求とする。 

○年間所定労働時間 2000 時間未満の組合は、フード連合のスタンダード基準 1900 時

間未満をめざした要求とし、その実現をめざす。 

※年間所定労働時間が法定の最低基準（週 40 時間、2086 時間）であるなど、これまでの交渉経過や目

標達成までは著しく困難と判断する組合は、段階的な短縮を行っていくこととする。 

ただし、2015 年 3 月までに、1 年間で最低でも 8 時間以上（1 日）の短縮をはかり、10 年以内で 2000

時間未満とすることを協議し、合意をめざす。 
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③総実労働時間短縮の取り組み 

  労働時間の上限規制（特別条項付き 36 協定）を徹底し、その範囲に収める

ことを徹底する。また、インターバル規制を設けるなど、終業と始業の間の

睡眠、食事など生活時間を確保するように努める。 

（注）｢インターバル規制｣：勤務（時間外）終了時点から翌日の勤務開始までの時間を規制すること。 

 ｢EU 労働時間指令｣では最低 11 時間の付与を規制しており、尐なくとも勤務終了後 8 時間＋通勤

時間を考慮した休息を付与することが望ましい。 

 

（5）パート等の組織化と処遇改善 

①フード連合加盟組合の職場で、ともに働くパート労働者等は 8 万人以上もいる実態

を踏まえると、組織化に取り組む必要があると同時に、その処遇改善に取り組むこと

が労働組合の社会的責任として強く求められている。 

パート等の労働条件を正規労働者に近づけるため、均等・均衡を前提に時給の引

き上げや単組の実情に応じて福利厚生の適用・充実にむけて重点項目に取り組む。 

なお、賃金引き上げ（時間給）は組合員（正規・非正規含む）の賃上げ要求とあわ

せて行う。 
 

<要求と取り組み項目> 

①時間給の引き上げ 

1)制度にもとづく昇給・昇格があるパート等は、 

30 円（定昇込み）を目安とする。 

2)制度等がないパート等は、 

  20 円を目安とする。 

②重点項目を基本に福利厚生全般に関する労働条件の均等･均

衡処遇実現に向けた取り組みを行う。 

③組織化および組織化に向けた取り組みを推進する。 
 

＜2012 重点項目＞  

１）昇給ルールの明確化 

２）一時金の支給 

３）正社員への転換ルールの明確化と制度の導入 

４）通勤費・駐車料金･････正社員と同様の支給基準 

５）慶弔休暇の新設と改善･････正社員と同様の付与基準 

６）正社員と同様の時間外割増率の適用 

※ 正規労働者の割増賃金が法定内残業でも時間外割増率の適用対象となる場合

（例えば所定労働時間が 7.15H で、それ以降に割増賃金が適用される場合）

であれば、パート労働者等にも同率の時間外割増率を適用する。  

 

②取り組みにあたっては、職場の仲間であるすべての労働者を対象に組織化をしなが

ら、パート労働者等の処遇改善をはかり、その成果を社会全体に波及させることによ

り、全体の底上げをはかっていくことが必要である。そして、その取り組みをとおして、

職場全体を代表する労働組合としての役割と責任を果たしていく。 
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①希望者全員の再・継続雇用制度を確立する。 

再・継続雇用制度における労使協議による適用対象者の基準設定（高齢法第 9

条 2 項）を原則廃止とし、希望する者全員を対象とした再・継続雇用制度を段階的

な引き上げ措置等を含め確立する。 

②公的年金（報酬比例部分）の空白期間の賃金・年収の水準について 

◆月額 28万円程度、もしくは年収 336万円を最低でも確保したうえで、｢働き方に

見合う処遇｣の上積みをはかる。 

◆加えて、現行の再・継続雇用制度での 60～61 歳の賃金・年収の水準を下回ら

ないように労使で協議する。 

③65 歳までの定年制度を確立する。 

65歳までの定年延長制度を確立する。または、公的年金（報酬比例部分）の段階

的引き上げに伴った、定年延長を制度化する。その場合、②で示した賃金・年収の

確保の考え方にそって制度化をはかる。 

 

【今次春闘で取り組む特別課題（協約改定闘争（通年含む））】 

◆公的年金受給空白期間への対応       

 公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、2013 年 4 月以降段階的に 65 歳へ

と引き上げられ、2013～2015年は 61歳までは支給されない。仮に継続雇用がされてい

ても、これまでのように賃金と在職老齢年金との併給受給がなくなることで、当初の継続

雇用制度での賃金水準設計より、公的年金（報酬比例部分）分がゼロとなり減収となる。

このように 2025 年 4 月以降は、公的年金は 65 歳まで支給されないことを踏まえ、早急

にその対応をはかる必要がある。 

 加盟組合の再・継続雇用制度の実態は、希望者はほぼ再・継続雇用されているもの

の、制度上は希望者全員の制度ではなく条件付きとなっている。 

したがって、無年金となる期間に無収入となる人が発生しないように、希望する者全

員を対象とする再・継続雇用制度を確立するとともに、無年金となる期間の賃金・年収

は現行の在職老齢年金受給者の賃金・年収水準をできる限り下回らないように取り組

む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．労働協約改定共通課題の取り組み 

   春闘期間中の交渉が、年間の中心的な労使交渉の場となっている中小組合等は、

2011 年度労働協約改定共通課題で提起した次の課題を、春闘期間に集中して取り

組む。 

＜2011 年度労働協約改定共通課題＞ 

（1）総実労働時間の短縮と労働時間管理の徹底 

（2）パート労働者の処遇改善 

（3）企業内最低賃金の協定化 

（4）６５歳までの雇用確保（定年延長含む） 

（5）退職金の安定と増額 

（6）労・通災特別保障の充実 
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４．職場における労働安全衛生活動の取り組み 

 2012 春季生活闘争および年間を通して下記の項目に取り組む。 

(1)職場の総点検活動を行う。 

(2)50 人以下の組合や小規模事業所がある組合は、 

労使で構成する安全衛生委員会を設置する。  

(3)月１回以上の委員会の開催と過重労働・メンタルヘルス対策の強化、労働

安全衛生マネジメントシステム導入など、安全衛生委員会で目標を設定する

など安全衛生委員会でのチェック機能の充実をはかる。 

 

５．男女間の賃金格差是正と改正男女機会均等の定着・点検の取り組み 

（1）男女間の賃金格差の是正 

①女性の昇進・昇格の遅れ、仕事の与え方が男女で異なることなど、男女間の賃金格

差の背景と状況を実証的に点検し、女性に対する研修の実施や女性の尐ない部署

への優先配置など、ポジティブアクションを推進するよう、労使協議を進め、改善をは

かる。 

②各単組の賃金データに基づいて男女別の賃金分布を把握し、問題点を点検、改善

へ向けた取り組みを進める。なお、フード連合は、男女間の賃金格差の実態を分析し、

単組の実態把握の支援を行う。 

③生活関連手当の支給における「世帯主」要件等が、性別で支給基準を定めるといっ

た対応がある場合は、廃止もしくは是正に取り組む。 

 

（2）改正男女雇用機会均等法の定着・点検に向け、ポジティブアクションガイドライン等を

活用し、各組合は以下の課題に取り組む。交渉・協議にあたっては、できるだけ、実

証的なデータに基づく根拠を示し、PDCA 手法で改善をはかっていく。 

①配置や仕事の与え方などの男女の偏りの点検と是正  

②昇進・昇格など基準の運用で、男女に偏りが生じていないかの点検と是正  

③妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの点検と解消  

④セクシュアル・ハラスメント防止措置の実効性担保  

 

Ⅲ．闘いの進め方 

１．闘争機関の設置と闘争態勢 

 （１）連合は、賃金カーブ維持分、回答、個別賃金水準などの情報開示を積極的に行

い、中小や未組織労働者の賃金改善、処遇改善につながるように運動を展開してき

た。こうした運動をさらに前進させ、５つの共闘会議を中心に、構成組織・地方連合

会による重層的な共闘態勢を構築し、総がかり体制での闘争を展開することで、社会

的な賃金水準の形成をはかっていく。また、回答引き出し組合の集中度を高めつつ、

共闘連絡会議の前倒し開催と共闘内の情報交換の緊密化、中核組合を中心とする

情報開示、共闘推進集会等を開催する。中小組合の闘争につなげていく取り組み

展開と地場共闘への連動強化をはかる。 

     運動指標として代表・中堅銘柄（現在約８０銘柄）の整備と開示とともに、中核組合
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の整備・拡充を行う。 

（２）フード連合は、連合の闘争態勢を踏まえ、すべての大手・主要組合は連合の「化

学・食品・製造等共闘会議」に中核組合として登録するとともに、「パート・有期契約

共闘会議」、「中小共闘会議」に登録する。また、「中小労組支援センター」を設置し

て、中小労組支援センターへの登録組合を選定し、中小労組支援・指導の強化をは

かる。 

（３）フード連合の主体性の発揮と相乗効果をより高めていくために、「第10回中央委員

会」で方針を決定した後、直ちに春季生活闘争本部と中央闘争委員会（中央執行

委員会構成委員）を設置する。中央闘争委員会では、闘いの具体化、調整機能、さ

らに情報の共有化など、効果的な相場形成の役割を果たすとともに、各業種別部

会・単組の連携強化に努める。 

（４）「2012 春闘中央決起集会」は、3 月 4 日（日）に開催する。各地域では、本部・ブロ

ック局と連携して地区協ごとに集会を通じた春闘学習会や中小組合の要請に基づい

た支援・指導ができる集会とするように努める。また、地域の春闘集会には未加盟組

合にも参加を呼びかけるなど、加盟促進の取り組みをあわせて行う。 

２．要求の検討・前段交渉から決着に向けた取り組み 

（１）フード連合は単組の要求案の検討に当たって、パート等を含めたすべての労働者の

賃金をはじめとする労働諸条件の引き上げ、労働時間の短縮、企業内最低賃金の協

定、割増率の引き上げ、公的年金空白期間への対応等の要求課題の取り組みが確

実にできるように指導や情報の提供を行う。 

また、各単組の要求案の集約や賃金（改善原資含む）引き上げや定昇（定昇相当

分）などを早い段階で集約し、回答・決着段階でその情報開示を行い、妥結の集中と

共有化に努め、その結果を波及させる。なお、企業内最賃協定の締結を要求する組

合は、｢企業内最低賃金協定要求書モデル（参考）｣や｢2012春季生活闘争ハンドブッ

ク｣等を参考にして要求内容を検討し要求書を提出する。 

（２）フード連合は情報の共有化や調整機能を高め、各業種別部会・単組の連携強化に

努める。また、要求検討段階からヤマ場に向けて、要求等の意識あわせを行うために、

単組代表者による意見交換会(2月20日、3月9日)を開催していく。 

（３）賃金制度や定期昇給制度がない組合などは、賃金実態を把握（プロット分析）して

賃金カーブ維持分を算出したうえで、その賃金水準を検証して賃金の底上げ、格差

是正をはかる。また、今次春闘で賃金制度の確立を要求し、労使協議の俎上にのせ

て協議を行う。「中小労組支援センター」はその指導強化をはかる。 

３．要求書の提出とヤマ場に向けた具体的な日程  

   ヤマ場に向けての具体的な日程は、連合の方針と全体的な動向を踏まえて、 次の

通りとする。 

（１）要求提出日はヤマ場での闘いに備えて2月末までとする。 

（２）フード連合の統一回答指定日は、連合が示す回答引き出しゾーンと「化学・食品・製

造共闘連絡会議」、「有志共闘」などの動向を踏まえて最終的には、第10回中央委員

会で決定するが、3月14日（水）を予定している。 

すべての大手・主要組合は統一回答指定日に結集して、賃金の引き上げ額・賃金
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水準の開示・公表を行い、相場形成の役割を果たす。 

また、連合が設定する代表銘柄の定昇・相当分、銘柄の絶対水準等の開示・報告

については、すべての大手・主要組合の開示を基本に、連合に報告する。 

（３）中小・地場組合は、交渉を優位に進めるため、これまでの要求・交渉時期にこだわら

ず、前倒した決着ができるように、前段での交渉を早めて主導権をもって交渉に臨む。 

中小労組支援・オルグ等については、本部・ブロック局を中心に、業種別部会、大

手・主要組合との連携のもとで、中小組合の要求・交渉・妥結および賃金制度確立に

むけた支援を行う。特に賃金実態の把握をしたうえで要求案の作成、賃金制度の確立

に向けた交渉支援を積極的に行っていく。 

中小・地場組合の回答指定日は主要組合と同じ、もしくは同時期（翌週）をヤマ場と

し、自力主体の交渉を強める。具体的には3月第4週～第5週の決着をめざし、3月月

内決着がはかられる態勢づくりを行う。 

 なお、4月以降に決着がずれ込んでいる中小組合の闘いについては、別途提起す

る。 

 

［フード連合］ 

11 月  10 日   第 2 回中央執行委員会 「基本構想」の決定 

11 月  16 日   第 2 回労働政策委員会 ｢春闘方針（案）｣の検討 

12 月  2 日～3 日 春闘討論集会     ｢春闘方針（案）｣の討議 

12 月  12 日 労働政策委員会拡大事務局会議「春闘方針（案）」最終検討 

12 月  20 日 中央執行委員会  ｢春闘方針（案）｣の検討、決定 

１月  23 日 中央委員会 ｢春闘方針｣の審議、決定 

                                  以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


