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地協 単組名 交渉日 労働組合の主張 会社の主張 

東多摩 アズビル労組 2/17 【賃 金】 

①人事賃金制度に則り、賃金改善（昇給・進級）を実施する 

②「価値ある労働の追求と成果配分」、「人への投資」、組合員意識

調査 による「賃金と仕事量などのバランス」、適正な価格転嫁に

向けた取り組み、これまでの賃金改定協議(春闘)の経験、ＪＡＭ・

連合の一段高い水準での取り組み、などを総合的に勘案。 

③消費者物価指数(総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネ

ルギーを除く総合)、家計調査(基礎的支出、選択的支出)、これ

までの 賃金改定協議の経験、私たちの生活や会社の長期的な安

定に寄与し、ベアの目的も果たせる水準を総合的に勘案。 

【その他】 

最低賃金について、労使で共通の考え方で算出(前年度の電機連

合18歳最低賃金とアズビルのベア率などを考慮) ・全従業員(時給

ベース)1,000円とする。ただし、東京都・神奈川県で雇用される従

業員は1,110 円、埼玉県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府で雇用

される従業員は 1,080円とする。  

（本来は一律の額としたいが）都道府県ごとの特定最低賃金と地

域別最低賃金の金額を参考に引き上げる。2023 年の改定時にも再

協定をしなくても良い程度の金額差を総合的に勘案。 

 

中央 ＫＹＢ労組 2/17 要求書提出 

（労組主張は次回交渉時） 

2022年度下期の連結業績は期首目標比で減収減益見込み。

加えて、材 料高騰などの業績下振れリスクもあるため、挽回

策を実施中である。 
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西多摩 日本電子連合 

労組 

2/20 世間情勢として、非常に力強い賃上げの波が押し寄せている。 

【賃 金】 

業績は2年連続で最高となる見込みであり、賃上げするには最高

の環境で、「今やらずして、いつやるんだ」というくらいの状況。 

 

第 3四半期決算は過去最高だった。自己資本比率は 50%を

超え、財務的に他社並みになってきた。しかし、円安による

恩恵などが含まれているし、部材逼迫問題は来年度も続くだ

ろうから厳しい面もある。 「人への投資」は大事だが、「会

社の成長への投資」も大事なため経営としてバランスを見な

がら考えていかなければならない。 

【賃 金】 

物価上昇で組合員の生活に影響が出ていることは間違い

ないと考えている。 ただ、それですぐに生活できなくなるよ

うな賃金水準ではない。物価上昇のことはしっかり頭に入れ

て考えていく。 ベースアップにするのか、賞与も含めてとす

るのか、慎重に考えたい。 

城南 ＮＴＮ労組 2/21 ＮＴＮグループの今後の発展に向けては『人への投資』が必要で

あり、現在の物価高の中での苦しい生活を乗り越え、今後の業務へ

の活力や熱意を高めていくためにも、今春闘の結果は重要である。

中央執行委員会としては、今期も組合員の皆さんにさまざまな会社

施策に対し、理解と協力をお願いし、組合員の皆さんもそれに応え

てくれている。その意味では、今度は私たちが組合員の皆さんの期

待に応えるため、３月９日の第３回労使協議会 （会社見解日）を

重視し、固い決意で交渉に臨んでいきたい。 

２０２３年３月期通期見通しの必達に向け、外部要因に伴

う原高の売価転嫁の推進、調達 改革による比例費の削減、固

定費管理などの課題に、引き続き取り組んでいるところであ

る。この場を借り、通期見通し達成のために、皆さん一人ひ

とりが、もう半歩前に踏み出し、より一層のご協力をお願い

したい。 

今年の春季賃金改定交渉では、会社の発展と従業員の成長

をともに実現するために、『働きがい』や『働きやすさ』につ

ながる施策についても、議論をしていきたい。 限られた交渉

期間ではあるが、これまで築いてきた労使の信頼関係をもと 

に、会社の置かれている経営環境や財政状態などを共有しな

がら、会社として真摯に検討し、交渉していきたい。 
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東多摩 シチズン労組 

本社支部 

2/21 急速な物価上昇が従業員の生活に大きな影響を与えている背景

から、物価高騰に合わせた賃金改定を求めることを筆頭に、５つの

要求と、いくつかのテーマについて協議を申し出た。 

【賃 金】 

①労働協約に基づく適切な役割業績給の改定(定期昇給、昇格昇給)

の実施 

②役割業績給に一律 12,000 円の加算(臨時昇給、4 月度実施)、か

つ範囲給の上下限の改定を要求した。 物価高(2020年比104%)へ

の対応を主な理由に据えた上で、人材確保やモチベーション向上

と絡めてあるべき賃金水準(全従業員・自社比で年収 +20万円よ

り換算)等の議論から要求額を算出した。  

③新規学卒入社者の初任給の引上げ 

④企業内最低賃金の引上げ:時給1,200円(現行+100円)の改定 

⑤嘱託社員(再雇用者EP)・契約社員等を対象とした賃金改善 

【一時金】 

(既に、業績連動方式を導入しており、春闘テーマ外である) (コロ

ナ禍で赤字により半期2.0ヶ月を下回ったこと、また昨年は低利益

時の立上げを重視し、高利益時の水準をやや抑えた方式に変更した

ことを背景に、組合内では少し月例賃金に回帰する方向で(年収に

占める賞与と給与の割合について)議論している。  

要求については確かに受け取った。真摯に検討する。 電機

連合が 7000円と公表しているなか、12,000円の内容を確認

したい。 ＪＡＭでは定期昇給無い企業もあり、定昇分も含め

て12,000円ということではないのか。 (組合)「ＪＡＭの定

昇平均額は 4,500 円であり、賃上げ要求 9,000 円を足し、

13,500円になる」 （会社）「了解した。賃上げに対しては慎

重に検討する。要求金額と大きな乖離は無いとことは、この

場で伝える。」 30代の賃金の立ち上がりについては課題を認

識しており、回答指定日まで の間に労使専門委員会を開催

して協議したい。 初任給については、市場の相場感を見なが

ら判断する。 

【賃 金】 

①定期昇給については、労働協約の通り実施する。 ②～⑤に

ついては、回答指定日に回答する。 
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城南 日本精工労組 2/21 今年は物価上昇に対する生活の維持に加え、長い間低迷している

日本の 賃金に歯止めをかけ、GDP も賃金も物価も安定的に上昇す

る経済への「転換点の春闘」であり、日本 精工労組も上部団体で

ある ＪＡＭの方針に基づいた要求としている。 

【賃 金】 

会社の通期業績見込みは下方修正されたものの営業による売価

転嫁、それぞれの事業における繁閑に合わせた生産対応や海外工場

の支援など、多岐にわたる取組みへの協力に対し「人への投資」を

求める要求である。 

【一時金】 

一時金については、既に業績連動型一時金決定方式で協定を締結

している。組合員には各機関討議の中で安全・品質・コンプライア

ンス・環境への注意喚起と意識向上を再度呼び掛けている。 

【その他】 

・再雇用制度の充実 17シニアの業績連動型一時金決定方式のテー

ブルを現役同様の月数への引上げを取組んでいく。  

・上部団体ＪＡＭの「価値にふさわしい価格取引実現に向けた環境

整備」として下請け法順守の取組み要請もしていく。 

業績については、急騰する材料・エネルギー・物流のイン

フレ影響に対し積極的な売価転嫁への反映を推進したが、自

動車生産の回復遅れが見込まれること、また、産業機械に お

いても設備投資の抑制による需要が低下していることなど

から、2月 1日に公表した通期業績予想では下方修正した。 

2023年度においても、物量は自動車生産の回復遅れや工作機

械の半導体設備などへの投資抑制、収益面では世界的なイン

フレに伴う人件費や物流費の高騰により、ＮＳＫを取巻く環

境は厳しくなって いる。 春の労使交渉の場は、単に賃金・

賞与等について論議する場だけでなく、ＮＳＫの持続的な成

長と企業価値向上の実現、労使双方が自分事として、お互い

の立場から課題 対し問題提起し、真摯に話し合う貴重な場

であると認識している。 

【賃 金】 

本年は、物価上昇の影響を受け、賃上げに関する報道が多

く見られるように、過去とは大きく異なる交渉環境になるこ

とが想定されるが、労働組合が持つ課題や背景、考え方につ

いては改めて認識した。 「物価上昇」や組合員の声を受けた

「人への投資」については、ＮＳＫの実情に適した形で考え

ていく。 労使がそれぞれの責任・立場で問題を提起して、共

通認識をより深めていきたい。 

【その他】 

ＪＡＭの「価値にふさわしい価格取引実現に向けた環境整

備」については調達本部で進めており、引続き適正な取引へ

の取組みを行っていく。 
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総武 日鉄ＳＧワイヤ 

労組 

2/21 今次要求については、組合臨時大会で多くの賛同を得て決定した

ものである。組合員が１年間行ってきた協力・努力に報えるような

交渉をお願いしたい。 

①上部団体方針は底上げ・底支え、生活水準の維持・向上をめざし、

月例賃金水準の引き上げを中心に、賃金構造維持分＋9000 円と

し、人への投資を要求するものとしている。 

②足元の日本経済はコロナウイルス感染症の拡大前の水準まで回

復しているものの、エネルギーや原材料等の価格高騰により物価

が大きく上昇している。会社の状況を踏まえるも、今次は全員を

対象としたベースアップを要求する必要があると判断した。 

③当社の現在の状況は、販売・生産の低調に加え、製造コスト増も

あり、営業利益は非常に厳しい状況も、経常利益ベースは昨年に

比し大きな増益となる見込みである。 

④労働協約については昨年からの継続している要求項目も含め、全

項目で検討を進めるよう求める。 

⑤一時金は日々の生活において、月次賃金の補填として重要な位置

づけであることに会社として理解を求める。 

⑥会社施策に対し組合員が１年間行ってきた協力・努力が報われる

よう、更には次年度のモチベーション維持の為にも、真摯に検討

されるよう求める。 

①世界経済は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から段

階的に経済活動の正常化への動きが進展しているものの、

米中対立、ロシアのウクライナ侵攻による地政学的リス

ク、世界的なインフレ率上昇、金融引き締め等により景気

の回復ペースは鈍化している。 

②国内経済は緩やかな回復基調は続いているが、半導体不足

の長期化や資材・原材料価格の高騰、急激な円安の進行に

伴う物価の上昇等の影響により、先行きは依然として不透

明な状況が継続している。 

③当社グループの業績は、ＳＧ社を中心にコロナ禍からの需

要回復を受けた米国およびメキシコは堅調に推移してい

るが、半導体不足の長期化や上海ロックダウンに伴うサプ

ライチェーンの混乱等による影響もあり、コロナ以前の水

準までには至っていない。 

④当社単独の先行きについては、自動車の挽回生産等に期待

するものの、世界的なカーボンニュートラルに向けた流れ

の中で、脱エンジン・環境規制強化が加わることから、自

動車用高機能製品の大幅な需要増は期待できず、収益環境

は極めて厳しい状況が継続する見通し 

⑤従業員処遇については、これまで同様、成果還元の考え方

に則り対応していく考えだが、会社施策に対する労働組合

ならびに従業員の皆さんの協力・努力に感謝するも、先述

した構造的な問題を孕んでいることやグローバル視点で

の戦略推進や将来に向けた研究・商品開発強化等を踏まえ

ると、限られた原資をどのように配分するかについて慎重

に判断しなければならない 
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総武 ホソカワミクロン 

労組 

2/24  当社の賃金水準は、2014 年度からのベースアップや賃金カーブ

是正、昇格是正により改善傾向にあるものの、要求額と妥結額の乖

離は大きく、依然として我々の目指す大手 1000人以上の賃金水準

には追いつけない状況にある。このように、当社の賃金レベルは決

して満足のできる水準まで達したわけではなく、安定した生活を送

るため今後も改善していかなければなりません。 

原材料価格の高騰や部材調達の厳しさと人手不足から、短期間に

仕事量の集中がみられる。その結果、不足時間については残業や休

日出勤に頼らざるを得ない状況となり、多くの組合員は家族との時

間を犠牲にして会社計画の達成を目標に業務を続けている。 

消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)は前年同月比で 4.0%

上昇しており、前年比でも平均で 2.3%上昇している。特に食料品や

電気・ガス代などの価格上昇により、我々の生活も厳しさが増して

います。これは昨年度よりもさらに急激な物価上昇であり、組合員

は生活の質の維持が困難な状況に直面している。 

さらに、２年連続でベースアップが叶わなかった背景もあり、今

年度は大幅なベースアップが必要不可欠である。昨年 10月から大

阪府の最低賃金が1,023円に引き上がった。今年の10月には1,050

円を超えるであろうと言われている。当社の高卒初任給にかなり近

づいてきており、貴重な人材の確保や貴重な人材の流出を防ぐに

は、これまで以上に働く者の処遇改善と雇用環境整備が求めらる。 

組合員の士気を維持向上させるためにも真摯に検討し、満額回答

を行うようにお願いする。 

皆様の話を聞いて、今年度は物価上昇と初任給がテーマだ

と捉えている。最低賃金は必ず上がっていくと思っている。

若い人たちへの分配を会社としてもしっかりと考えていか

ないといけない。幸いにも従業員の皆様のおかげで、ＧＰＲ

の向上が見込まれている。要求内容に関してできるだけ応え

ていくために、世代間の配分に関しても十分に検討したいと

考える。 

総武 

中央 

クボタユニオン 2/24 長引くコロナ禍、物価上昇、円安を背景に世の中が大きく変化し

ている中で、これまで以上に個々の生産性向上とともに、働き方や

モチベーション維持に向けた施策の実行に向けて、労使がお互いに

理解し合い、助け合う精神を忘れずに歩み寄れればと考えている。 

【賃 金】 

近年に経験のない物価上昇が続き、政府からはインフレ率

を超える賃上げの実現を求められているような現状に鑑み、

賃金改善について議論をさせていただきたい。 

【一時金】 

国内外の利益構造や体質強化の状況等を見据えた上で、世

間水準とのバ ランスがきちんと反映されたものとなるよ

う、協議をさせていただきたい。 
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中央 ＫＹＢ労組 2/24 【賃 金】 

実質賃金の維持・向上、組合員の生活環境の変化の声、他社動向、

会社業績の動向などを並べて、会社へ主張した。 

【一時金】 

長期にわたる間接部門の超勤時間抑制や生産への応援、20-22中

期の当初目標への達成度合い、直近の利益率などを並べて会社へ主

張した。 

【賃 金】 

・賃金構造維持分に該当する定期昇給に関して、賃金に関す

る協定書に基づき実施したい  

・ベースアップに関しては、物価上昇が生活に影響があるこ

とは会社としても 理解した  

・ベースアップは一時的な人件費の上昇にとどまらず、将来

にわたり業績に影響する性格のものであるため、今後の協

議会を通じて労使にて賃金実態とあるべき姿を共有し議

論していきたい。 

【一時金】 

・賞与算定対象期間の業績に基づき支給するものであるとい

う会社の基本的な考え方は従来から変更はない  

・半導体不足・コロナ影響・ロシアによるウクライナ侵攻な

ど下振れリスクもある中、一連の不適切事象公表前の水準

に回復しており、カヤバの信頼回復に向けたこれまでの組

合員の皆さんの努力に報いるため、今回の組合要求数字に

対して、今後の協議会や事務折衝を通じて十分に議論を尽

くした上で、会社としても最大限の回答をしたい 
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地協 単組名 交渉日 労働組合の主張 会社の主張 

城南 ＮＴＮ労組 2/27 組合員の想いは、「雇用の維持・生活の安定を追求しながら当社

の再生を図る」ことである。そのためには、各人の働く意欲を高め

なければ実現できない。目標達成に向け、業務への活力や熱意を高

めていくためにも、「人への投資」が重要である。その意味からも、

今春闘における会社の誠意ある対応が、全社一丸となってさらに発

展していくための「最善の方策」である。３月９ 日の第３回労使

協議会は、今春闘の円満解決に向けた重要な日であり、 組合員・

従業員の協力・がんばりに応えていただくこと、また、職場の想い

を十分踏まえた検討や対応をお願いしたい。 

多様な従業員の成長と活躍を支援するため、「働きがい」と

「働きやすさ」につながる施策の推進や、物価上昇に対応し

た賃金の引き上げの重要性は認識している。これらに対応し

ていくために、労使で議論を重ねていきたい。 第３回労使協

議会（会社見解日）が、今交渉の早期円満合意に向けた 重要

な位置付けであることを踏まえ、引き続き、鋭意交渉を進め

ていきたい。 

【賃 金】 

賃金の底上げに視点をおいたベースアップについては、経

済・景気・物価の動向、会社の業績や労務構成の変化などを

総合的に勘案し、適切な総額人件費管理の下で、会社の支払

能力を踏まえ、労使で危機感を正しく共有しながら慎重に協

議していきたい。 

【一時金】 

賞与については、従業員皆さんの今期の会社諸施策におけ

るご協力などを総合的に勘案し、労働組合がこれまで主張し

てきた考え方を考慮しながら、会社の経営環境や財政状態な

どを踏まえ、検討していきたい。 

【その他】 

・企業内最低賃金の引き上げについては、今後の動向や世間

水準を考慮に入れ、対応を図りたい。  

・非正規社員の賃金引き上げについて、定年再雇用社員にお

いては、60歳代の雇用のあり方や、適切な総額人件費管理

などを踏まえながら、慎重に検討する必要がある。また、

期間社員、無期契約社員、臨時社員、パート社員などにつ

いては、世間水準を考慮に入れ、対応を図りたい。 

 


