２-(1) 総評全国金属労働組合南大阪地区協議会
編成
記号

単位 項
番号 目
番

賃金労働条件実態調査一覧表
1972年～1977年

２(1) －D

２(1) －D

２(1) －D

標

1

2

題

全金南大阪労働運動資料
作成/発行

作成年月日

大き
数量
さ

記録様式

総評全国金属労働組合 大阪
地方本部 南大阪地区協議会
調査部

注

記

出所 : 全金大阪亜鉛支部
ファイル

１９７2年度 賃金労働条件実態調査一覧表
総評全国金属労働組合 大阪 1972.02
1.所在地・主な製品名・資本金・労働者の構成・賃金形態・平 地方本部 南大阪地区協議会
均賃金」（基準内・基本給） ２．年齢別賃金（男女）・各平均
調査部
（年齢・勤続・扶養）・企業内最賃協定・定年・嘱託・初任給 3.
時間外協定・割増率・労働時間・諸手当・福利厚生（社宅・寮）
4.福利厚生（作業衣・給食）・祝祭日・年次有給休暇・年末年
始・夏季休暇・運動会 ５．その他の休暇・慶弔休暇・慶弔金
６.賃上実績・一時金実績 ・労働災害補償協定（死亡・休業補
償） ７.労働災害補償・特別補償・出退勤途上災害 ８.退職
金（定年退職・自己退職・会社都合）・退職金

Ｂ4

25枚 コピー

原資料 : Ｂ4 ［1］, 24p
南地協56支部中調査回収51
支部
3部

１９７2年度 改訂版 賃金労働条件実態調査一覧表
総評全国金属労働組合 大阪 1972.07
1.所在地・主な製品名・資本金・労働者の構成・賃金形態・平 地方本部 南大阪地区協議会
均賃金」（基準内・基本給） ２．年齢別賃金（男女）・各平均
調査部
（年齢・勤続・扶養）・企業内最賃協定・定年・嘱託・初任給 3.
時間外協定・割増率・労働時間・諸手当・福利厚生（社宅・寮）
4.福利厚生（作業衣・給食）・祝祭日・年次有給休暇・年末年
始・夏季休暇・運動会 ５．その他の休暇・慶弔休暇・慶弔金
６.賃上実績・一時金実績 ・労働災害補償協定（死亡・休業補
償） ７.労働災害補償・特別補償・出退勤途上災害 ８.退職
金（定年退職・自己退職・会社都合）・退職金

Ｂ4

25枚 コピー

原資料 : Ｂ4 ［1］, 24p ガリ
版
南地協57支部中調査回収52
支部
3部

2(1)－30

２-(1) 総評全国金属労働組合南大阪地区協議会
編成
記号

２(1) －D

２(1) －D

単位 項
標
番号 目
番 1974年6月（74春闘後 改訂版)

3

4

題

全金南大阪労働運動資料
作成/発行

作成年月日

総評全国金属労働組合 大阪 1974.06
1974年度 賃金労働条件実態調査一覧表
地方本部 南大阪地区協議会
1.所在地主な製品名、資本金、労働者の構成、賃金形態、平 調査部
均賃金」（基準内・基本給） ２．年齢別賃金（男女）、各平均
（年齢・勤続・扶養）、企業内最賃協定、定年、嘱託、初任給
3. 時間外協定、割増率、労働時間、諸手当、福利厚生（社宅・
寮） 4.福利厚生（作業衣．給食）、祝祭日、年次有給休暇、年
末年始、夏季休暇、運動会 ５.その他の休暇、慶弔休暇、慶
弔金 ６.賃上実績、一時金実績 、労働災害補償協定（死亡・
休業補償） ７.労働災害補償、特別補償、出退勤途上災害
８安全衛生委委員会．社会保険負担 9..退職金（定年退職・
自己退職・会社都合） 10.出張旅費規定及びガードマン不雇
協定 11. 週休2日制の実施内容 12.週休2日制の実施内容
及び週休2日制でない土曜日の労働．所定労働時間（1日当
り） 13.所定労働時間（週．年間）、年間休日数 14．時間内組
合活動、団体交渉、ユニオンショップ制 15．事前協議制・組
合掲示事物・組合関係ビラ配布・争議行為 16.争議行為・組
合員の範囲・組合専従 17.組合専従・時間中の電話の取り次
ぎ
総評全国金属労働組合 大阪 1975.01
1975年度 賃金労働条件実態調査一覧表
地方本部 南大阪地区協議会
1.所在地主な製品名、資本金、労働者の構成、賃金形態、平 調査部
均賃金」（基準内・基本給） ２．年齢別賃金（男女）、各平均
（年齢・勤続・扶養）、企業内最賃協定、定年、嘱託、初任給
3. 時間外協定、割増率、労働時間、諸手当、福利厚生（社宅・
寮） 4.福利厚生（作業衣．給食）、祝祭日、年次有給休暇、年
末年始、夏季休暇、運動会 ５.その他の休暇、慶弔休暇、慶
弔金 ６.賃上実績、一時金実績 、労働災害補償協定（死亡・
休業補償） ７.労働災害補償、特別補償、出退勤途上災害
８安全衛生委委員会．社会保険負担 9..退職金（定年退職・
自己退職・会社都合） 10.出張旅費規定及びガードマン不雇
協定 11. 週休2日制の実施内容 12.週休2日制の実施内容
及び週休2日制でない土曜日の労働．所定労働時間（1日当
り） 13.所定労働時間（週・年間）、年間休日数 14．時間内組
合活動、団体交渉、ユニオンショップ制 15．事前協議制・組
合掲示事物・組合関係ビラ配布・争議行為 16.争議行為・組
合員の範囲・組合専従 17.組合専従・時間中の電話の取り次
ぎ

2(1)－31

大き
数量 記録様式
さ
Ｂ4 62枚 コピー

Ｂ4

6７枚 コピー

注

記

原資料 : Ｂ4 ［1］, 61p ガリ
版
全支部回収
3部
調査部事務局 昭和起重機
支部

原資料 : Ｂ4 ［1］, 66p ガリ
版
全支部回収
3部
調査部事務局 昭和起重機
支部

２-(1) 総評全国金属労働組合南大阪地区協議会
編成
記号

２(1) －D

単位 項
番号 目
番

5

標

題

全金南大阪労働運動資料
作成/発行

作成年月日

総評全国金属労働組合 大阪 1975.06
1975年度（75年春闘後，改訂版）
地方本部 南大阪地区協議会
賃金労働条件実態調査一覧表
調査部
1.所在地主な製品名、資本金、下請及系列、主な取引銀行、
労働者の構成、賃金形態 2.平均賃金」（基準内基本給）、各
平均（年齢・勤続・扶養）、企業内最賃協定、定年、嘱託、初任
給、年齢別賃金（男女）平均 3. 時間外協定、割増率、労働
時間、諸手当、福利厚生（社宅・寮） 4.福利厚生（作業衣．給
食）、祝祭日、年次有給休暇、年末年始、夏季休暇、運動会
５.その他の休暇、慶弔休暇、慶弔金 ６.賃上実績、一時金実
績 、労働災害補償協定（死亡・休業補償） ７.労働災害補償、
特別補償、出退勤途上災害 ８安全衛生委委員会．社会保
険負担 9..退職金（定年退職・自己退職・会社都合） 10.出張
旅費規定及びガードマン不雇協定 11. 週休2日制の実施内
容 12.週休2日制の実施内容及び週休2日制でない土曜日の
労働．所定労働時間（1日当り） 13.所定労働時間（週・年
間）、年間休日数 14．時間内組合活動、団体交渉、ユニオン
ショップ制 15．事前協議制・組合掲示事物・組合関係ビラ配
布・争議行為 16.争議行為・組合員の範囲・組合専従 17.組
合専従・時間中の電話の取り次ぎ

2(1)－32

大き
数量 記録様式
さ
Ｂ4 ８５枚 コピー

注

記

原資料 : Ｂ4 ［1］, 84p ガリ
版
3部
調査部事務局 昭和起重機
支部

２-(1) 総評全国金属労働組合南大阪地区協議会

２(1) －D

6

全金南大阪労働運動資料

総評全国金属労働組合 大阪 1976.06
1976年度版（7６年春闘後）
地方本部 南大阪地区協議会
賃金労働条件実態調査一覧表
調査部
1.所在地主な製品名、資本金、下請及系列、主な取引銀行、
労働者の構成、賃金形態 ２．平均賃金（基本給・基準内）、
各平均（年齢・勤続・扶養）、企業内最賃協定、定年、嘱託、初
任給 3.年齢別賃金（男・女）平均 4．時間外協定、時間外
割増率、各労働時間、諸手当 5.福利厚生関係（独身寮・社
宅・食堂・診療所・他）、作業着、安全靴、給食、休暇関係（祝
祭日・年次有給休暇） 6.休暇関係（年末、年始、夏休、衛生、
配偶者出産、父母・妻子死亡、他）、運動会、創立記念、慶弔
金（結婚・出産・各死亡） 7.青婦関係（生理・結婚・つわり・通
院・育児・産休男性補助・出産各休暇）、結-、出-、各実績（賃
上げ、一時金） 8.労働災害補償、特別補償、出退勤途上災
害 9.労働災害補償協定（死亡・休業補償）
安全衛生委委
員会 10.社会保険負担、ガードマン不雇協定、祝祭日と日曜
が重複した場合の取扱い 11.退職金規定（定年退職・自己退
職・会社都合） 12.出張旅費規定（国内・国外） 13.週休2日制
の実施内容 14.週休2日制の実施内容、年間総労働時間（拘
束・実働） 15.時間内組合活動、団体交渉、ユニオンショップ
制 16.年間休日数、争議行為 17.争議行為、時間内上部団
体指令による動員 18.組合員の範囲、事前協議制

2(1)－33

Ｂ4

８４枚 コピー

原資料 : Ｂ4 ［1］, 83p ガリ
版
3部
調査部 事務局 昭和起重機
支部

２-(1) 総評全国金属労働組合南大阪地区協議会

２(1) －D

7

全金南大阪労働運動資料

総評全国金属労働組合 大阪 1977.09
1977年度版（7７年春闘後）
地方本部 南大阪地区協議会
賃金労働条件実態調査一覧表
調査部
1.所在地主な製品名、資本金、下請及系列、主な取引銀行、
労働者の構成、賃金形態 ２．平均賃金（基本給・基準内）、
各平均（年齢・勤続・扶養）、企業内最賃協定、定年、嘱託、初
任給 3.年齢別賃金（男・女）平均 4．時間外協定、時間外
割増率、各労働時間、諸手当 5.福利厚生関係（独身寮・社
宅・食堂・診療所・他）、作業着、安全靴、給食、休暇関係（祝
祭日・年次有給休暇） 6.休暇関係（年末、年始、夏休、衛生、
配偶者出産、父母・妻子死亡、他）、運動会、創立記念、慶弔
金（結婚・出産・各死亡） 7.青婦関係（生理・結婚・つわり・通
院・育児・産休男性補助・出産各休暇）、結-、出-、各実績（賃
上げ、一時金） 8.労働災害補償、特別補償、出退勤途上災
害 9.労働災害補償協定（死亡・休業補償）
安全衛生委委
員会 10.社会保険負担、ガードマン不雇協定、祝祭日と日曜
が重複した場合の取扱い 11.退職金規定（定年退職・自己退
職・会社都合） 12.出張旅費規定（国内・国外） 13.週休2日制
の実施内容 14.週休2日制の実施内容、年間総労働時間（拘
束・実働） 15.時間内組合活動、団体交渉、ユニオンショップ
制 16.年間休日数、争議行為 17.争議行為、時間内上部団
体指令による動員 18.組合員の範囲、事前協議制

2(1)－34

Ｂ4

８３枚 コピー

原資料 : Ｂ4 ［1］, 82p ガリ
版
3部
調査部事務局 タカラ ベルモ
ント支部

