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東多摩 横河電機労組 3/6 「今春闘においても、変化している諸情勢を十分認識した上で、全

組合員で取り組んでいかなければならない」とのよびかけに対する

職場の声を踏まえ、世間の春闘動向、会社の状況、私たちの生活、

これまでの春闘経緯など、さまざまな角度から慎重に検討し、要求

案を作成した。 

【賃 金】 

人事制度の賃金体系を肯定しつつも、10 月に行った生計費調査

では、組合員の生活に必要な食費と水道光熱費のみでも昨年より平

均6,700円の影響が出ていることから、ベースアップが必要である

と考える一方、中期経営計画目標達成には、人への投資という観点

が必要不可欠であると考えることなどから、要求背景は物価上昇だ

けにとどめていない。よって、全組合員へ等しく行き渡らせるベー

スアップと、評価に応じ昇給・降給後の基本給へ加算するという2

つの方法を併せて行うという内容である。水準については会社業績

も考えたうえで4,500円程度とし、要求方法別に水準をベースアッ

プ3,000 円と加算1,450円(単純平均)とした。 

【一時金】 

総額については、会社より「連結ROS約10％で６カ月程度」「連

結 ROSが約５％で５カ月程度」「その他の重要指標、単独業績など

に応じて増減」などの考えが示されている。 ３Q決算において、通

期業績予想の修正が行われ、為替影響を除いた連結 ROS6.3％へ下

方修正されたことが報告された。しかし、為替影響を含んだ実績で

は、連結ROSは8.7％となっていることや、一時金が組合員の生活

においては月々の赤字補てんや住宅ローンの返済など、生活設計に

完全に組み込まれており急激に減らすことができないことから、年

初計画値である連結ROS8.5％を用い、考え方に基づき５．７か月と

した。 

物価上昇による生活への影響は会社としても理解するも

のの、会社の業種や会社の置かれている状況が非常に厳しい

なかで、会社としては恒常的なコストの増加につながる要求

については簡単にお応えできるものではない。①受注は計画

を大幅超過達成する見込みであるが、売上はほぼ計画並み 

の予想となっており、業績見通しは非常に厳しい。 ②先行投

資費用に加えて、電力料金高騰や情報インフラ関連の調達価

格上昇などにより販管費も大幅に増加しており、計画為替レ

ートで見た場合、 営業利益は対計画で大幅未達の見込みで

ある。 ③産業用半導体などの部品調達環境は依然として厳

しく、当社製品・外部 調達品を含めデリバリーリスクも継続

している。④2023年は世界経済の減速が見込まれており、事

業環境の不透明さが高まっている。⑤世界的なインフレは高

止まり感があり、さらなるコスト上昇が懸念される。 ⑥最終

年度となるAG 2023の目標必達と、組合員のさらなる変革へ

の期待、さらには要求をまとめた経緯への感謝に対し、組合

員の成長に向けた 「人への投資」として、最大限の誠意を持

っての回答をする。 

【賃 金】 

会社としては恒常的なコストの増加につながる要求につ

いては簡単にお応えできるものではない。①会社の厳しい状

況を認識したうえで実質賃金の目減り分をすべて要求する

ことは難しいと考えた要求であると理解した。②要求で水準

の4,450円を 3,000円と1,450円に分けているが、食費は全

ての方に共通して同じくかかるからと想像したが、なぜ

3,000 円として先に切り出したか、1,450 円は食費以外の物

価上昇として捉えているかも含めて確認したい。③ベースア

ップは会社の考える人事制度と相容れないものであり、人事

制度に対する組合の考え方に変わりないこと、また、組合員

の置かれている環境を踏まえたベースアップでの要求であ

るという認識である。 ④賃上げについては、物価上昇による

生活への影響、人への投資の必要性、世間の動向などを総合
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的に検討されたものであり、ベースアップ分は、生活に関わ

る多種多様な品目の物価上昇があるなかで、生活維持を基本

に会社の状況も見ていることや、昇給・降給後の基本給への

加算は、より成果を出した人に報いていきたいという会社の

考えを踏まえた要求であることを理解した。 

【一時金】 

賃上げでは会社の厳しい状況を考慮したとしているもの

の、一時金においては会社の厳しい状況を認識したなかでも

高い水準を要求していることから、 賃上げおよび一時金そ

れぞれに対する労働組合としてのスタンスが異なると感じ

た。 業績予想変更のタイミングから、組合員が理解を深める

のに苦労したことは理解するものの、為替の影響を除いた際

に計画大幅未達であることを本当に理解しているのか。この

1 年間で収益性が悪化しているなどの厳しい状況が組合員へ

伝わって いないように感じる。 

城南 アズビル労組 3/9 【一時金】 

別途一時金の支給などについて、物価上昇については過年度で見

ることを基本としているため、足元の物価上昇やこの先の急上昇へ

の対応を一時金で支給検討いただいていることは、組合員・社員に

とってありがたい。なお、労働界は物価上昇が続く分は賃金に反映

して実質賃金を維持することとしている。この先の状況を見なが

ら、次年度の賃金改定協議の時には（今年の一時金支給分も鑑み）

ベア原資として構築していくことを検討・協議させていただきた

い。 

「生産性向上は、価値ある労働の追求であり、その成果は公

正に配分されるべきもの」との考え方に基づき、会社は、長

期的な視野に立って生産性向上度合いを重視した改善を進

めることを賃金改定の基本的な考え方としている。 今年度

の生産性はコロナ禍前の水準まで回復してきており、長期的

な視点でも維持・向上していると判断できる。こうした評価

を踏まえ、会社施策への理解、協力、努力と皆さんの多大な

る貢献に深く感謝し、“総額として満額回答”で応える。 

【賃 金】 

“生産性向上部分”については、人事賃金制度を通じて私た

ちが目指す姿を労使でしっかりと共有し、能力発揮に応じた

処遇を意識し、人材の採用競争力と定着率の強化の観点か

ら、会社の持続的な成長に向けた戦略的な「人財への投資」

につながるよう配分を行う。23 年度は、その一つとして、原 

材料や原油等の資源価格高騰の影響により、生活に直結する

物価が大きく上昇していることを受け、 一律 3,500 円を配

分し、賃金水準の底上げを図る。そのほかの原資部分につい



  
 

－3－ 

Ｎｏ．３ 

2023.3.17 

地協 単組名 交渉日 労働組合の主張 会社の主張 

ては、労使協議を通じて決定していく。 

【一時金】 

別途一時金の支給などについて 目標値構築時点と会社回

答時点ではやむを得ず時間的な差が生じており、直近での急

激な物価上昇の影響を無視することができない。これまでの

コロナ禍や部品調達難といった厳しい環境下での事業継続

への御礼、次年度以降の中計達成に向けた協力願い等も含

め、一時金を支給するなどの施策を現在検討している。 

≪組合員以外社員の賃金水準の底上げ≫ 

昨今の物価上昇は、組合員のみならず、全社員へ大きな影

響を及ぼしていると捉えている。 社員の生活基盤の安定を

図り、その能力発揮の最大化を進めていくために、 組合員以

外の社員においても賃金水準の底上げを行っていく。企業内

最低賃金協定要望どおり。生計費のピーク年齢の移行を背景

とした“最低賃金の上限年齢の引き上げ”に対しては、 『賃

金改定の基本は生産性向上による』との考えから、年齢とと

もに最低賃金を引き上げていくことは合理的ではないとの

判断は変わらないことを付け加えておく。 

城南 ＮＴＮ労組 3/9 示された会社回答は、あらゆる角度から検討いただき、また、労

働組合の主張を重視し、労使の信頼関係と組合員・従業員の皆さん

のがんばりや協力を踏まえた「円満解決に向けた決断」と受け止め

ている。 

【その他】 

当社の関連会社においても、現在春闘交渉を進めているが、私た

ちの交渉結果だけで判断するのではなく、各関連会社の賃金実態、

また、物価高による生活苦を考慮に入れたうえで、労使が納得でき

る交渉となるよう、本社の後ろ盾を要請させていただきたい。 

会社の経営状況については、経営の再生途上にある中、不

安定で非常に厳しい状況ではあるが、従業員皆さんの今期の

会社施策に対するご尽力に感謝するとともに、今春季賃金改

定要求に対して、会社としてできる限り対応させていただい

た。 

【賃 金】 

給与水準の判断については、「賃金決定の大原則」に則り、

会社の経営状 況を踏まえ、慎重に検討してきた。その結果、

皆さんの期待に応えるとともに、近年に経験のない物価上昇

はＮＴＮ企業グループの従業員全員に影響があるという考

え方に基づいた物価動向への対応を加え、精一杯の回答をし

た。 

【一時金】 

賞与の支給水準の判断については、会社の経営環境や財政
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状態などから 非常に苦慮したが、「豊かな人づくり」を目指

した人財への投資、成果の従業員への還元や、会社の持続的

な成長という観点から、給与水準の改定と合わせて可能な限

りの回答をした。 

中央 コマツユニオン 3/13 16;45から代表者交渉（出席者は会社:人事 管掌役員・人事部⾧・

労政G主査、ユニオン:中央三役・各支部執行委 員⾧）が行われた。 

 

冒頭、ユニオンから今までの交渉経過を踏まえ、支部から寄せら

れた組合員の「『若年層への重点配分』、『役割・貢献度に応じた配

分』という会社の考え方も分かるが、一律ベアで最大限応えていた

だきたい」という声を改めて伝えた。 

【賃 金】 

ユニオンは、「会社提案である『若年層への重点配分』、『役割・

貢献度に応じた配分』については、一定程度理解する。ただし、最

大限、一律のベースアップで回答いただくよう改めてお願いする。

その水準を確認したうえで、会社提案の受け入れを検討したい。」

と発言した。これを踏まえ、これまでの交渉経過を説明するととも

に、交渉の更なる進展を図るべく、中央委員会の開催を決定した。 

【ベースアップについて】 

今年度の皆さんの協力／努力については、本当に感謝して

いる。こうした現下の業績を支えている組合員・定年後再雇

用社員・非正規社員に報いていく必要はあると考えている。

また、物価上昇の影響は無視することはできないと考えてお

り、相応の対応は必要である。なお、定年後再雇用社員・非 

正規社員については、組合員同様に実施する必要があると考

えている。  

【昇格機会の確保について】  

直近２年間実施してきたが、改めて会社としても課題があ

ると認識しており、今年度もこれまで同様に実施する必要が

あると考えている。  

【若年層への配分について】 

他社比較で下位水準となる層については、物価上昇の影響

も加味し、賃金水準の引上げを行いたい。また、初任給の引

上げについても、物価上昇の影響および採用競争力維持の観

点を踏まえ検討したい。  

【役割・貢献度に応じた配分について】 

人事・賃金制度のコンセプトに基づき、昨年と同様の配分

としたい。 

【全従業員最低賃金について】  

物価上昇の影響も踏まえ、組合員とのバランスを見ながら

慎重に判断したい。  

【期間社員の満期慰労金／一時金への加算について】 

ユニオン要求の業績加算金の支給については、昨年の妥結

額と同額とするが、業績にかかわらず支給している満期慰労

金の水準を引き上げたいと考えている。 

総武 日鉄SGワイヤ 3/14 【労働協約】 【労働協約】 
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労組 ○営業補助金について、比較対象や見方は色々であり多角的に考え

る必要がある。習志野営業部門の補助についても同様である。 

○所定労働時間の短縮時間については、業務効率化を行っている中

でなら短縮できるのではないか。また、ワークライフバランスの

観点からも必要な施策で、魅力ある会社へとつながることや、社

会的評価になるのではないか。 

○療養休暇は、育児に使えるようにすることも重要である一方で、

積み立てるスピードや上限枠を拡大することは使い勝手がよく

なり、より使いやすい制度になるのではないか。 

【賃金・一時金】 

○ベースアップについては、足元は物価上昇の局面で、アンケート

でも生活が苦しくなったという回答が大半を占めるが、そもそも

物価が上昇する以前から生活が厳しかったとの意見がある。組合

員の生活を守るためにも必要不可欠である。 

○ベースアップについては、会社より第4回団交内で、線材の値上

げ、エネルギー価格の高騰等によりマージンが悪化し、価格転嫁

等を行い少しでも影響を押さえてきた、との発言があった。現在

の私たちの生活も会社と同様、物価上昇分を少しでも賃金に転嫁

することが重要である。 

○退職者が増えている中で、人材の確保をするためにもベースアッ

プなど目に見える形で表すことが必要である。 

○一時金については、配当を含めた経常利益は一定の利益が出てい

ることから前向きな検討を求める。 

○今年度はＰＣの勤務変更や課間での多能工等、ありとあらゆる会

社施策に取り組んできた。多能工では双方の職場全体でフォロー

し取り組んできたことに対する評価を求める。 

●時間外割増・退職金の増額は、同業他社や世間水準面で見

劣りしていないことから検討は難しい。 

●休日出勤の割増は、同業他社や世間水準面よりも高いと認

識している。但し、操業の効率化等を行っていく中で、受

注状況によってはフレキシブルな対応が必要であり、一歩

前進の検討をしている。 

●所定労働時間の短縮は、働き方関連法の施行や、ワークラ

イフバランスの観点、ＳＤＧｓにも記載があることから、

現実は会社側の喫緊の課題であると認識しているととも

に、多角的に検討している。 

●療養休暇の積立日数、限度枠については世間水準としても

見劣りしていない。育児休暇に対しては、昨年の法改正や、

経済的安定も含め、前向きに検討している。 

●営業の補助金増額について、習志野との公平性もあり検討

が難しいものの、習志野営業部門については社外業務も

徐々に増えてきていることから、前向きに検討している。 

【賃金・一時金】 

●定期昇給については、組合員の生活を支えるうえで重要で

あると認識している。大きな環境変化等がない場合につい

ての優位性は高い。 

●ベースアップについては、政府の見解や、大手企業の回答、

物価の上昇があるものの、当社を取り巻く環境は非常に厳

しく、コロナショック前までの業績まで回復が至っていな

いことや、依然単独の営業利益は赤字と見込まれること

で、安定的な利益が出ていない状況を踏まえ慎重に検討し

ている。 

●一時金については、プロセスも加味することや生計費の補

填であることは共通の認識としている。収益については、

赤字の見通しで厳しい状況のため、引き続き慎重に検討し

ている。 

●皆さんには生産性向上のために、集中稼働・集中停止によ

るコスト削減活動やマージンを確保するべく値上げ活動
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を進めてもらったが、マージンについては全てが転嫁でき

たわけではない。臨時経営協議会でも説明したが、自動車

の回復遅れによる数量の減少が大きい。製品価格だけでマ

ージンがきちんと確保できるようにしていきたいが、2023

年度は途上で 2024 年までかかると思われる。そのような

状況下でどのような回答ができるか慎重に検討したい。 

城南 シチズン労組 

本社支部 

3/14 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】 

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要求

した。 ①役割業績給の改定(定期昇給、昇格昇給)の実施を要求 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 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)の改定を要 

求 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) 

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。 

  

コロナ禍からの市場の回復の遅れや消費マインドの低下

等の懸念があるなかで、時計事業は想定を上回り早期に回復

することができた。業績回復の背景には、円安の影響なども

あったが、何より従業員の努力によるものと考えている。急

激な物価上昇の背景、政府や経団連からの呼掛けも踏まえた

検討を行うと同時に、優秀な人財の確保の観点から若年層の

賃金に関して目指すべき当社の賃金水準について検討を行

うなどして、臨時昇給を行うことを判断した。今回の回答は、

先に実施した所定労働時間の短縮、業績連動賞与の支給水準

の見直しに続く、労働条件の改善であり一連の施策として受

け止めてもらいたい。 

【賃 金】 

①定期昇給:労働協約通り実施(7月度)  

②臨時昇給:役割業績給に一律 10,000円を加算(4月度)、か

つ範囲給の上下限の改定 

③初任給:一律同額を加算(4月度)、かつ改定(7月度) (大卒・

計 22,300円加算)  

④企業内最低賃金:時給1,150円(現行+50円)に改定(協定化) 

⑤嘱託社員(再雇用者EP)・契約社員等:月額2,000～3,000円  

相当 額を加算 

総武 

中央 

クボタユニオン 3/14 【賃 金】 

ユニオンの要求していた正規社員組合員の一律ベア 10,000円に

は至らなかったが、ユニオンが想定する物価上昇分への対応はベア

部分で確保。 若手・中堅層を中心に傾斜配分を行うことについて

も今後の人財確保の観点からユニオンとしても理解出来るとの判

断に至った。 

今後の更なる企業体質強化に向けての思いと考え方を反

映させた金額回答 
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【一時金】 

業績が大幅な減益であったこと、また昨年からの月俸と一時金の

リバランスを進めるものとした。 

【その他】 

福利厚生施設の更新については計画されているものの実施状況と、 

新たな案件への対応について今後も、労使会議の中で都度、確認・

フォローを行う事で一過性の対応とならない様にする。 

城南 日本精工労組 3/14 今年の春闘は、40年ぶりと言われる物価上昇率の中で、生活の維

持に加え、長年にわたる日本の実質賃金の低下に歯止めをかけ、持

続的に賃上げができる経済へと転換していく、重要な位置付けとし

てスタートした。日本精工労働組合も人への投資で未来をつくる、

心ひとつに新たなステージへ」というテーマを掲げ、組合員、シニ

ア共に一律ベアという要求を組み立て、交渉をしていく方針とし

た。 

【賃 金】 

要求提出以降、多くの議論を重ねる中、すべて要求通りの結果と

はならなかったが、本日示された回答については、「組合員の期待

に応えて頂いた」と 判断する。また、日本精工の姿勢としても、

社会に示すことができたと思う。「人への投資」は当然というおご

りはない。投資に見合う成果を出すことの必要性を組合員に伝え、

行動につなげていく事が重要であり、それぞれの職場で、安全・品

質・環境・コンプライアンスを基本に、ワンランク上をめざしてい

くことが必要である。 

 

＜再雇用制度の充実＞  

シニア社員の一時金業績リンク月数引上げは、会社見解日におい

て「今春季交渉の中で応えて頂きたい」とコメントしたが、本日の

会社回答で、かたちにして頂けなかったことについては残念であ

る。新しいシニア制度については納得性のあるものにしなければな

らない。納期についても確実に実施していけるよう、労使で話を進

めていきたい。 

NSK がめざす人的資本経営は「多様な人材が集まる会社」

「多様な人材がスキル、能力を伸ばし成長できる会社」「安全

で健全な職場」である。人的資本の価値を最大限に向上させ、

中長期的な企業価値創出の実現をめざしていく。会社が決断

した「人への投資」についての意味を一人一人に考え、行動

に繋げて頂きたい。今後も労使で様々な課題に取組み「変わ

る・ 超える」であたらしい動きをカタチにし、持続的な成長

を実現する会社にしていきたい。 

【賃 金】 

事業環境は大変厳しく今後の見通しも不透明である中、現

役では要求通りのベースアップの実施という大変大きな決

断をした。この厳しい局面を乗り越え、従業員と一緒に持続

的な成長をしていくための覚悟である。 組合員の皆さんか

ら「ベースアップに対して、自分も新しい知識や技術習得へ 

の意欲を示して応えたい」、「改善等で生産性や付加価値の向

上に貢献したい」といった声があり、次に繋がる期待を持つ

ことができた。 

＜再雇用制度の充実＞  

付帯要求項目「17シニアの一時金テーブルを現役同様の月

数へ引上げ」については、見送りとする。春季交渉での引上

げ要求となっているが、内容としては制度改定と考える。従

って、限られた時間内で結論を見出すのではなく、あらゆる

角度から考察し答えを出していく必要がある。この先のシニ

ア制度の方向性については、労使 PJ でのディスカッション

を通じ役割や貢献度によってメリハリをつけ、その活躍に報
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いていくというコンセプトを基本に、制度を具体化してい

く。その上で、現役の人事賃金制度や福利厚生との整合性を

確認する必要もあるが、今年の定期中央大会には、具体的な

制度を提案できると考えている。また、シニア社員の一時金

も、労使PJの 中で検討していきたい。総年収をどのように

月次給与と一時金に配分をする のか、現状の問題を把握、分

析し対策の立案をしていきたい。 

中央 コマツユニオン 3/14 9:20～ 第２回中央委員会 

中央執行委員長より、「会社の『現下の業績を支えている皆さん

の協力／努力に報いていきたい。また、物価上昇の影響は無視でき

ないため、相応の対応が必要である』という歩み寄りを受け、ユニ

オンとしても会社の『若年層への重点配分』、『役割・貢献度に応じ

た配分』という提案を受け入れる必要がある。ただし、ユニオンと

して、『一律ベースアップで最大限応えてほしい』という組合員の

声に応えるべく、引き続き、一致団結して交渉していきたい」と力

強く決意を述べた。 

11:05～ 代表者交渉、三役交渉、トップ交渉 

ユニオンは中央委員会での声を伝え、職場の期待に応えて欲しい 

と強く迫った。これに対し、会社から、ベースアップについては水

準が示唆された。ユニオンは、「今年度の業績を支えてきた組合員・

定年後再雇用社員・非正規社員の協力／努力、物価上昇の影響、コ

マツの社会的ポジションなどを踏まえ、組合員の期待に最大限応え

て欲しい」と更なる上積みを求めた。 各項目に対して水準が示唆

されたこと、ベースアップについては、再度検討に入ったことから、

ユニオンはこれまでの交渉経過を中央委員会にて報告することと

した。 

15:00～ 第２回中央委員会（再開） 

中央執行委員長から、「ベースアップについて水準が示唆された

ものの、組合員の皆さんの期待に応えるべく、更なる上積みを目指

し、交渉を継続する」と発言した。 

19:30～ 第２回中央委員会（再開） 

中央執行委員長は、「会社を取り巻く環境等を踏まえた最大限の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ベースアップに関して、皆さんの想いは理解した。一旦持

ち帰えらせてほしい」とした。 
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回答を引き出すことができた。 特にベースアップについては、組

合員・定年後再雇用社員・非正規社員の協力／努力に対し、会社が

応えてくれた結果だと考えている」と述べた。  以上、賃金改定

交渉の妥結について提案し、満場一致で決定された。 

西多摩 横河マニュファクチ

ャリング労組 

3/10 ○物価上昇により組合員の実質賃金が低下しており、労働の対価で

ある賃金を現在の物価水準に戻していく必要があることから、ベ

ースアップを要求した。一方で、会社の状況が大変苦しい状況で

あることも認識したうえで、最低限確保するべき水準として

4,000円の要求としている。ベースアップが恒久的なコスト増に

つながることは理解しているが、コスト増は人員が減少している

なかでも売上高は積みあがっていることから、生産性は高まって

いると考えられること、改善施策は着実に積み上がり、収益悪化

を抑えるとともに、悪化要因が解消されればしっかりと収益改善

につながると考えられること、また生産性向上改善やコストダウ

ン改善は引き続き全力で取り組んでいく強い覚悟があることか

ら 4,000円の要求としている。 

○組合員はすでに外食を減らす、節電をするなどの自助努力を行っ

ているが、それだけでは吸収できず、将来の備えである預貯金が

できないない実態が生計費の結果から表れている。また、実際の

声として、暖房をつけずに過ごしているという声や、計画的な貯

蓄ができず家庭を持つことや子供を持ちたいという思いに対し

て躊躇してしまうといった切実な声も挙げられており、実質賃金

を現在の物価水準に合わせて、組合員の生活を守るために必要な

ベースアップ要求であることをご理解いただきたい。 

○ベースアップの背景である物価上昇による実質賃金の低下での

生活への影響は、組合員全員に及ぶものであり、全組合員の実質

賃金を戻していく必要があり、成果によって優劣をつける状況で

はないことから、一律のベースアップを要求している。また、現

状では全組合員が逆風のなかで最大計画の生産を継続している。 

○一時金については、会社から示された一時金の考え方を意識し

た。グループの予想ROSは昨年を上回っているが、個社の営業利

益は年間を通じて赤字であり、昨年実績を大幅に下回る見込みで

○ベースアップ要求について 

・組合員の頑張りは理解するが、頑張りの効果が経営数字に

つながらない厳しい状況であり、恒常的に固定費が増える

ベースアップは非常に重い内容の要求である。 

・ベースアップを実施すればコストアップした分だけ、さら

に利益を出さなければならないが、先行きが不透明な状況

のなか、組合員はこの要求をどのように理解しているの

か。 

・経営として求めるものはプロセスではなく結果であること

を十分に認識してほしい。 

・物価上昇による一律のベースアップ要求については、一定

の理解はできるものの、会社の経営という観点では、一律

ではなく成果を出した人により多く応え、社員全体の変革

意識をより高めていきたい。 

・一律でのベースアップは、一人ひとりが成長していくとい

う全組合員の強い意思による要求と理解してよいか。 

○一時金要求について 

・グループの22年度予想ＲＯＳは為替差益の影響が大きく、

実力値は昨年を下回っている 

・賞与の個人支給式における一律支給分である基本給+20 万

円の要求根拠については、理解が深まらない。 
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あることなどから、昨年度の一時金総額である 5.75か月以上の

要求とすることは難しいと考えた。 

一方で、 

・コストダウン計画は着実に実行されており、施策ベースでは単年

度目標に対して超過達成見込みであること 

・世界の生産を管理・監督・統制するための Headquartersとして

グループ会社にも貢献していること 

・部品到達難による対応工数の増加や、コロナ感染拡大による休暇

者の増加などがあるなかで、多能工や部署や拠点をまたいだ連携

などフレキシブルに対応しお客様の要求に最大限に応えている

こと 

・第３四半期時点で昨年同期と同水準の売上を確保し、グループの

利益創出に貢献していること 

という私たちの頑張りの成果を踏まえ、5.7か月とした。 

総武 日鉄ＳＧワイヤ 

労組 

3/16 回答指定日を控え、15・16日とも、今次要求に対し会社より最大

限の回答を得るために、第 6回～第 10回団体交渉を粘り強く行っ

た。お互いの思いや考えを主張し、双方が理解を深めるまで協議を

繰り返した。 

 

今次交渉で、労働協約について継続して要求していた項目も含

め、会社の働きやすさや魅力、組合員のニーズである事を主張し、

多くの回答を引き出すことが出来た。回答には至らなかった要求に

ついても、会社との議論の中でお互いの考え方を主張し、働く環境

を良くしていくことが重要との認識については労使で一致した形

となった。 

【ベースアップについて】 

組合は、物価上昇が組合員の生活を圧迫していることを強く主張

した。更にベア春闘である事を強調し、最後の最後まで拘りを持ち、

回答を引き出すべく取組んだ。最終まで労使での考え方の乖離が大

きかったが、今次交渉で組合がベースアップを要求した意味や、ベ

ースアップにかける思い、生活を防衛していく為には必要不可欠

で、大手企業との格差が広がっていくとの主張を繰り返し何度も行

回答にあたり会社側より、日々の組合員の協力・努力につ

いては理解している。単独の業績については、資源価格上昇

による線材価格の値上げやエネルギー価格の高騰・高止まり

によりマージンが悪化している。製品価格の値上げ交渉や雇

用調整助成金を最大限受給するとともに、徹底した経費削減

などの収益対策を講じているが、極めて深刻な状況である。

先行きについても従前からの構造的な課題、半導体不足によ

る自動車の挽回生産の後ずれや資源・エネルギー価格の高止

まり、雇用調整助成金の受給も終了予定に加え、世界的なカ

ーボンニュートラルに向けた脱エンジン・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、収益環境は引き続き厳しい状況が継続する見通しであ

る。 

こうした状況下、本来ならばベースアップについての検討

は難しいが、有額回答に至った経緯は組合員の皆さんの生活

の根幹であることや、確固たる収益基盤の構築に向けた会社

施策への協力を前提としてのものである。会社は一定の収益

を確保することができるよう、生産性向上に向けた取組みの
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った。 

【一時金】 

会社施策に協力し必死に取組んできたことや、仕事におけるプロ

セス、生計費の月次の補填である事等の主張についても繰り返し行

った。 

組合主張に対する理解と会社の状況も踏まえ、総合的に勘案した

結果、会社側が現在検討できる最大限の回答と判断し交渉を終え

た。 

今年度の春闘は、物価上昇等により生活が厳しい一方、会社も収

益が悪化する中での交渉となった。先行きが不透明な中、ベースア

ップに強い拘りを持ち交渉に臨み、組合員が会社施策に必死に取組

んできたことや、そこに至るところまでのプロセス、今後想定され

る難局を労使で乗り越えていくことまでも踏まえた、精一杯の回答

で会社が応えてくれたものである。今次の春闘に最大限の回答を出

した会社に対し、誠意をもって応えるため、組合員全員が一丸とな

り、諸施策への協力・努力していく。 

推進やコスト改善諸施策の実行、製品競争力の強化やマージ

ンの改善、国内グループ会社との連携強化と海外グループ会

社との連携推進など、業績回復に向けて幾多の課題を乗り越

えなければならない。労使がゆるぎない固い信頼で結ばれ、

共通の課題認識のもと全力で対処すれば、現下の難局を乗り

切り、必ずや道は拓けると確信している。組合ならびに従業

員のみなさんにおかれましては、本日の回答に込められた会

社の誠意と真情を是非とも汲み取っていただき、経営諸施策

の推進に向け、一層ご協力・ご努力いただきますようお願い

する。 

 


