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国労西日本 

  電送№067 
発 

信 

2022年 2月28日 

責任者（業務部・先田） 

受 

信 

受領者名 

（      ） 

転送者名 

（      ） 



国 労 闘 申 第 ７ 号 

2 0 2 2 年 ２ 月 1 4 日 

 

 

2022年４月１日以降の賃金引上げについて 

 

申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

① JR各社およびグループ会社における定期昇給の完全実施 

② 2022年 4月 1日時点における基本給(平均)の 2.2%相当額、6,000円を基本とするベースアップを

求める 

当社は昨年度に引き続き今年度も赤字の見通しであり、長期債務残高は連結で１兆 7,400億円を超

える等、非常に厳しい経営状況が続いている。今年度も昨年度に引き続き施策費の削減や一時帰休等

の緊急的なコスト抑制に取り組むとともに、列車ダイヤの適正化等、構造改革による固定費の低減に

取り組み始めたところであるが、引き続き厳しい経営状況であることに加え、急拡大しているオミク

ロン株の影響が今後一定期間に及ぶことも想定されることから、今次賃金交渉においては、感染症の

状況を注視し、可能な限り状況を見極めて回答する必要があると認識している。 

基準昇給額表については、大規模災害や経営に甚大な影響を与える事象の発生がないことを確認し

たうえで決定するものと認識している。新型コロナウイルス感染症の影響により、現在も当社は会社

発足以来最大の危機的状況に置かれており、変異株の影響が今後一定期間に及ぶことも想定されるな

ど先行きが不透明であることを踏まえれば、基準昇給の実施を直ちに判断できる状況ではないと認識

している。 

また、会社発足以来最大の危機的状況において固定費の増額となるベースアップを行うことは非常

に難しいと認識している。 

③再雇用者(60歳以上)の賃金底上げをめざす制度改正を求める 

シニア社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性をあげることを期して、法改正に先

んじて、2019 年８月から基本給や精励手当、特殊勤務等手当等、必要な手当の改正、また、柔軟な働

き方の実現により、ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事できるよう、勤務・休職等の改正を

行ったところであり、変更する考えはない。 

④50歳以上の在職条件と再雇用者(60歳以上)の労働条件の見直し。65歳定年制の実現 

55歳以降の基本給の調整率については、人件費の増加が経営に与える影響が甚大であることか

ら、単純に調整率を廃止することは困難であるが、2015年度には一連の調整率見直しにおける最終

的な措置として、一部世代に対し、基本給調整率を 93％に見直したところである。 

 シニア社員の労働条件については、シニア社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性

をあげることを期して、法改正に先んじて 2019年８月に、精励手当や必要な手当の改正、柔軟な働

き方の実現により、ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事できるよう勤務・休職等の改正を行

ったところである。 

 定年の見直しについては、当社の社員数や年齢構成の推移、経営に与える影響等を踏まえつつ、慎

重に判断する必要があると考えており、現時点においては現行の取扱いを見直す考えはない。 

⑤JRグループ各社における定期昇給制度の確立 

基準昇給額表については、大規模災害や経営に甚大な影響を与える事象の発生がないことを確認し

たうえで決定するものと認識している。 

⑥グループ会社に対する要求は、JR本体の要求を基本とし、時給制度社員は 1,500円を目標に、当

面は 1,000円以上の実施を求める 

契約社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性をあげることを期して、法改正に先ん

じて、2019年８月から精勤手当や必要な手当の改正、また、柔軟な働き方の実現により、ワークラ

イフバランスを保ちつつ業務に従事できるよう、勤務・休職等の改正を行ったところであり、変更す

る考えはない。 

 

電送№067- 2



 

申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

⑦初任給の改善。第 2基本給廃止。成果主義賃金制度反対。公正な人事・賃金制度の確立 

初任給については労働市場の動向を注視しながら設定してきており、現行の取扱いを変更する考え

はない。 

第二基本給については、現行の退職手当の水準は妥当であると考えており、退職手当の増加に繋が

る改正は、経営に与える影響が甚大であることから、現行の取扱いを変更する考えはない。 

評価については、社員に提示した評価項目に基づき、各箇所の勤務実態等を勘案し、評価項目ごと

の着眼点により、公正・公平な評価を行う考えである。 

⑧人減らし「合理化」反対。安全・安定輸送の確立。業務委託・外注化施策の見直し。出向制度の改

善。 

 厳しい経営環境の中、将来にわたり事業を維持・発展させていく観点から、より一層の安全確保を

前提としつつ、コスト構造改革として仕事の仕組み見直しや機械化・装置化等による業務そのものを

見直す取組みを進めていくものである。出向については、これまでと同様に協定等により取り扱って

いく考えである。 

⑨サービス残業根絶。年間総労働時間 1,800時間実現。時間外割増率 50%・休日割増率 100%の実現 

現行の取扱いを変更する考えはない。引き続き適正な労働時間管理を行っていく。 

当社の割増賃金については、労働基準法を上回る水準であり、１時間当りの割増単価についても、

世間水準と比較して遜色ないものと考えており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

⑩非正規社員の正社員化。グループ会社の労働条件改善 

 契約社員からの社員採用については、社員としての適格性等を判断するために選考試験を実施して

いるものであり、希望する者全員を画一的に社員として採用することとはならない。 

以 上 
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国労西日本申第９号 

2 0 2 2 年 ２ 月 1 4 日 

 

賃金制度に関する要求 

 

申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

Ⅰ．基本給に関する要求 

１．55才以上の基本給の減額は行わないこと。 

55歳以降の基本給の調整率については、人件費の増加が経営に与える影響が甚大であることから、

単純に調整率を廃止することは困難であるが、2015年度には一連の調整率見直しにおける最終的な措

置として、一部世代に対し、基本給調整率を 93％に見直したところであり、現行の取扱いを変更する

考えはない。 

２．60才まで定期昇給を実施すること。 

昨年決定した基準昇給額表においては、55歳以降も昇給額を設定しており、現行の取扱いを変更す

る考えはない。 

３．基準昇給額表については、「毎年実施する」とすること。 

基準昇給額表については、大規模災害や経営に甚大な影響を与える事象の発生がないことを確認した

うえで決定するものと認識している。 

４．職務遂行給上限額は、L・M層に昇進しなくても昇給可能な制度とすること。 

 職務階層間での基本給（職務遂行給）の重複を解消するため職務階層別に職務遂行給の上限額・下限

額を設定しており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

５．7年目以降も昇給を実施すること。 

 職務遂行給を制定した際に基準昇給額表を見直しており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

６．新入社員の基本給を引上げること。 

初任給については労働市場の動向を注視しながら設定してきており、現行の取扱いを変更する考えは

ない。 

７．第 2基本給制度は廃止すること。 

第二基本給については、現行の退職手当の水準は妥当であると考えており、退職手当の増加に繋がる

改正は、経営に与える影響が甚大であることから、現行の取扱いを変更する考えはない。 

Ⅱ．エリア手当に関する要求 

１．支社毎のエリア手当を以下の通りとすること。 

(1) 京都、大阪、神戸支社 12％ 

(2) 金沢、福知山、和歌山、岡山、広島、米子、福岡支社 ５％ 

現行のエリア手当については、エリア手当導入以前の関連する諸手当の支払率実績等を勘案して設定

したものであり、制度の設計として一定の合理性を有しているものと考えている。このような中、制度

全体の整合性を保持したうえで、個別のエリア手当率等の変更を行う合理的理由は存在しないものと考

えており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

２．前項(1)について、エリア調整給を 2%とすること。 

３．エリア手当の支払い範囲を、在勤地又は居住地の高い方とすること。 

４．調整給は固定額でなく、率とすること。 

５．転勤は、基本的にエリア支社内とすること。 

６．石油価格等の著しい変動があるため、寒冷地手当の制度を復活すること。 

現行のエリア手当については、エリア手当導入以前の関連する諸手当の支払率実績等を勘案して設定

したものであり、制度の設計として一定の合理性を有しているものと考えている。このような中、制度

全体の整合性を保持したうえで、個別のエリア手当率等の変更を行う合理的理由は存在しないものと考

えており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

また、転勤等については、業務上の必要性に基づき、社員の適性・能力等を総合的に勘案して実施す

るものである。 

 

電送№067- 4



申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

Ⅲ．特殊勤務手当に関する要求 

１．深夜勤務等手当及び夜間看護等手当について、支給額を倍額すること。 

15．深夜勤務手当の支払い区分を、第 1号に統一すること。 

深夜勤務等手当及び夜間看護等手当については、特殊勤務手当として、深夜帯での勤務及び拘束時間

等を考慮して設定しているものであり、その区分及び手当水準も妥当なものと考えていることから、現

行の取扱いを変更する考えはない。 

２．資格者が責任を持って業務ができるよう、国家資格を必要とする業務(指定者以外にも全員)につい

ては職務手当を支給すること。 

５．工務系統における勤務単位の特殊勤務手当を 1000 円に引き上げ、オペレータ、列車見張員等に対

しても追加すること。支払い対象となる業務に従事した都度、暦日単位で支払うこと。 

６．線路閉鎖工事監督者・保守用車使用監督者・工務関係作業責任者の手当を増額すること。 

８．C層勤務駅で、ML層不在駅及び 1人勤務駅の社員について出納責任者手当及び当務駅長手当を新設

すること。 

当社の様々な業務においては、それぞれに固有の困難性を有しているものと認識しているが、当社の

賃金制度においては、これらの困難性も含めて基本給に包含されるものとして全体の体系を整備してい

るところである。このような中で、職務手当は、有資格者の選任等が法令上義務づけられている職務等

に実際に選任されている者、対象者の職務階層に比して責任度が大きい職務に従事している社員等に限

定して支払うものとして整理したものである。 

この間も議論のうえ、必要な対象者の拡大及び支払額の増額等の改正を行ったものであり、現行の取

扱いを変更する考えはない。 

３．災害等特別出勤手当を増額すること。また、呼び出し行為が発生した時点から支払い対象とするこ

と。通勤に要した時間も加算すること。シニア社員・契約社員についても同様とすること。 

2007年度に深夜帯の呼び出しに対する支払額を 5,000円に増額し、2011年度には月間の呼出通知が

３回目以降の場合には、その勤務の不規則性に伴う負荷を勘案して支払額を加算するなどの改正を行っ

てきたところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

４．自動車運転手当・緊急自動車運転手当(事故対応時)を新設すること。 

７．人身事故対応時に出動した場合及び後処理に関わる手当を支給すること。 

11．復旧警備作業手当を増額し、除雪(構内・ホーム・転てつ器等)及び車両・設備関係の雪落とし作業

を追加し、増額すること。また、運転規制に関わらず支給対象とすること。また、災害等が暦日で重複

発生し従事した時は、復旧警備作業手当を増額すること。線路警備(夏期特別巡回=レール張り出し警

備)で列車による巡回警備についても復旧警備作業手当を支給すること。 

特殊勤務手当等については、全体の体系整備を含め一定の整理ができているものと考えている。その

後、一定の改善を図ってきたところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

また、人身事故に伴い遺体や重傷者の処置、遺体監視及び現地連絡責任者業務を適切に対処した場合

は、「遺体処置等に伴う報労金」を適用しているところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

９．特殊勤務手当は、超過勤務手当とも併せて支払うこと。 

12．C加給の適用時間を拡大すること。 

13. ワンマン乗務に対する手当を増額すること。 

14．交番検査手当を新設すること。 

16．指導手当を新設すること。(各系統で技術継承が出来ない) 

現行の取扱いを変更する考えはない。 

10．検修職における座席汚損による作業に伴う、汚損手当を支給すること。 

特殊勤務手当等については、全体の体系整備を含め一定の整理ができているものと考えている。その

後、一定の改善を図ってきたところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

Ⅳ．割増賃金に関する要求 

１．特殊勤務手当の割増率を改善すること。 

２．夜勤手当を D単価とすること。契約社員及びシニア社員についても同様と 

すること。 

当社の割増賃金については、労働基準法を上回る水準であり、１時間当りの割増単価についても、世

間水準と比較して遜色ないものと考えている。 

電送№067- 5



申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

Ⅴ．別居手当に関する要求 

１．別居手当の支給条件を緩和し、最低月額 35,000円を支払うこと。 

別居手当については、転勤の発令等により、１箇月以上継続して別居（単身赴任に限る。）する場合

で、子の教育や自宅管理等の要件を具備している場合に支払うものである。2008年度に距離区分の見

直し及び加算額の増額を行い、2011年度に配偶者就業の区分を新設し、2019年度には支払方法の見直

しや子どもの教育（入学や転校等）により別居した場合などを支払要件に追加するなどの改正を行った

ところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

Ⅵ．扶養手当に関する要求 

１． 扶養手当を増額すること。とりわけ配偶者に対する手当を増額すること。 

扶養手当については、これまでの間、家族構成の変化、女性の社会進出の進展による共働き世帯の増

加や子育て世代への支援ニーズの高まり等を受けて、当社でも今後一層、仕事と家庭の両立や子育て世

代への支援を充実することにより、社員の働きがい向上を図ることを目的として、2018年度より、扶

養手当の見直しを行うこととしたところである。 

その制度改正においては、一定期間の経過措置等を設けるとともに、「仕事と家庭の両立を支援する

ために子育て世代への配慮を更に拡充した制度」という制度見直しの趣旨等も踏まえ、特に配偶者と子

ども二人の世帯等を増額するなど、制度の充実を図っており、制度内容を変更する考えはない。 

Ⅶ．旅費に関する要求 

１．常例用務旅行費(巡回旅費)の単価を引上げること。また、屋外での作業の場合は支給対象とするこ

と。 

現行の取扱いを変更する考えはない。 

２．路程のキロ又は時間について見直しをすること。(50km、100km、1日当・半日当) 

３．船車賃・日当・宿泊費について、区分を見直して統一すること。 

旅費については実費支弁が原則であるところ、当社の業態、職務の性質上、旅行を伴うことが多いこ

とから、あらかじめ金額を設定し、煩雑さを回避しているものである。その中で、旅行の距離や時間等

を踏まえた設定としており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

Ⅷ．厚生規程等に関する要求 

１．社宅・寮関係 

(1) 40歳以上の年齢別社宅料金制度は廃止すること。 

社宅の使用料金は、持家取得促進の観点も含めて設定しているものであり、現行の取扱いを変更する

考えはない。 

(2) 老朽化した寮はリニューアル化するとともに各寮に食堂を完備すること。また、光熱費等は会社負

担とすること。 

寮の設備改善については、これまでも順次推進しているところである。 

また、寮の食堂については、運営コストを考慮し、比較的規模の大きな寮を中心に設置しているとこ

ろである。 

なお、電気代、水道代等は消費する居住者が負担すべきものであり、これらを会社負担とする考えは

ない。  

２．住宅補給金の最高限度額を給付 1回につき賃貸 24万円、持家 3万円とすること。 

社員に対する住宅施策については、持家取得促進を基本方針として、給付額の増額のほか、利子補給

等によりトータルで支援しているところであり、住宅補給金の金額については、現行の取扱いを変更す

る考えはない。 

３．動物遺骸等処置給付金を増額し、動物の大小及び列車運行の支障の有無に関わらず遺骸処理を行な

った社員に支給すること。 

2020年４月より、給付対象を１件単位から１頭単位に拡大したところであり、現行の取扱いを変更

する考えはない。 
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申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

Ⅸ．新型コロナ編に関する要求 

１．新型コロナウイルス感染時及び濃厚接触など感染の疑いで休業を余儀なくされる場合については、

賃金が 100%となるよう賃金保障をすること。 

2021 年度に、業務に起因して新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等に指定され、出社禁止とな

った場合は賃金の減額を行わない取扱いに変更したところであり、その他の出社禁止の場合の取扱いに

ついては、出勤して業務に従事している社員への配慮等も含め、現行の取り扱いを変更する考えはな

い。 

２．教育施設等の閉鎖で本人や家族が陰性であるにも関わらず休業を余儀なくされる場合については、

賃金が 100%となるよう賃金保障をすること。 

新型コロナウイルス感染症に関する勤務等の取扱いについては、感染防止等の観点から、様々な勤務

の一時的な取扱いを行っているところである。育児に関する勤務についても、子を育児する場合の保存

休暇の取得について、一時的に子の範囲を拡大し、使用制限も撤廃しているところであり、新たな休暇

制度を導入する考えはない。 

３．今後とも、一時帰休の発令には、100%の賃金を保障すること。 

経営状況や出勤して業務に従事している社員への配慮等を踏まえ、協約の定めを前提としつつ、適切

に判断していく考えである。 

４．テレワーク・在宅勤務を指定する場合については、電気・光熱・水道等にかかる費用に対する新た

な手当を新設すること。 

在宅勤務を含めたテレワークについては、本人の都合等も含めてコミュニケーションを図った上で

実施しているものであり、原則として通信光熱費等は自己負担としているところである。なお、2021

年度にはより在宅勤務を実施しやすい環境を整備するため、間接部門の社員に業務用携帯電話を貸与

している。 

５．評価について、透明性・公平性が担保される制度とすること。また、テレワークなどへの評価の在

り方についても、透明性あるものとなるよう整備すること。 

評価については、社員に提示した評価項目に基づき、各箇所の勤務実態等を勘案し、評価項目ごとの

着眼点により、公正・公平な評価を行う考えである。 

６．在宅時間の確保はもとより、毎年の列車の減便により通勤事情の悪化が余儀なくされていることか

らも、特急通勤の許可要件を緩和すること。 

通勤手当については、これまで一定の整備を行ってきたところであり、今後とも、世の中の動向等を

踏まえて設定するものである。 

特急通勤制度は、2002 年に、モニター制度として当社の特急列車を利用していた通勤の仕組みを通

勤手当として支払うことに変更したものである。その後、2010 年には通勤時間要件について普通列車

による通勤時間を１時間 30 分以上に見直すとともに、社宅からの特急通勤を認めたところであり、

2011 年には特急通勤に関する通勤手当を支払う対象区間を「当社の営業する区間」に拡大するととも

に、通勤時間要件における自宅最寄駅から勤務箇所所在地最寄駅までの通勤時間に、他会社鉄道線の通

勤に要する時間を含めることとし、2013 年には普通列車閑散線区における特急通勤を認めることとす

るなどの一定の整備を行ってきたものであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 
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申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

Ⅹ．シニア社員・契約社員に関する要求 

１．シニア社員・契約社員の精励手当を廃止し、社員と同様の期末手当とすること。 

精励手当・精勤手当は、会社業績等に関わらず、出勤日数に応じて固定額を支払う手当であり、社員

の期末手当とはもともと性格の異なる手当である。 

また、シニア社員・契約社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性をあげることを期し

て、法改正に先んじて、2019年８月から基本給や精励手当、特殊勤務等手当等、必要な手当の改正、

また、柔軟な働き方の実現により、ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事できるよう、勤務・休

職等の改正を行ったところである。 

以上に加えて、シニア社員については、一旦、当社を定年退職した再雇用者であるという点等も考慮

し、精励手当や精勤手当を社員と同等にする考えはない。 

２．シニア社員の満了還付金を増額すること。 

満了給付金は、技術継承等への力の発揮という求められる役割を全うしたことへの労いとして設定し

たもので、社員の退職手当とはもともと性格の異なる手当であり、社員同様とする考えはない。 

３．シニア社員の基本賃金は、退職時と同じにすること。 

シニア社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性をあげることを期して、法改正に先ん

じて、2019年８月から基本給や精励手当、特殊勤務等手当等、必要な手当の改正、また、柔軟な働き

方の実現により、ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事できるよう、勤務・休職等の改正を行っ

たところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

４．シニア社員に扶養手当を支払うこと。 

扶養手当は、長期雇用を前提として家族構成が変化していく中での生活費要素を考慮した手当であ

る。シニア社員等については、一旦、当社を定年退職した再雇用者であるという点等を考慮し、扶養手

当等を設定する考えはない。 

なお、2019年８月に新設した契約社員家族手当は、当社で働く契約社員の中には、幅広い世代の社

員が現実的に存在していることも踏まえて設定したものである。 

５．シニア社員の特殊勤務手当について、社員と同額を支払うこと。 

社員と同額を支払っていると認識している。 

６．シニア社員の出張旅費について、社員と同じ取扱いとすること。 

社員と同じ取扱いであると認識している。 

７．シニア社員と契約社員に住宅補給金を正社員と同等に支払うこと。 

社員に対する住宅施策については、持家取得促進を基本方針として、給付額の増額のほか、利子補給

等によりトータルで支援しているところであり、住宅補給金の金額については、現行の取扱いを変更す

る考えはない。 

８．シニア社員の勤務地区別基本給を廃止し、正社員と同様にエリア手当を支給すること。 

社員のエリア手当同様の区分で格差を設けると細かくなりすぎるため、社員のエリア手当の割合を勘

案したうえで、現行の区分としたものであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

９．希望する契約社員は正社員として登用すること。 

契約社員からの社員採用については、社員としての適格性等を判断するために選考試験を実施してい

るものであり、希望する者全員を画一的に社員として採用することとはならない。 

10．客室乗務員に乗務員勤務制度を適用すること。 

現行の取扱いを変更する考えはない。 

11．時給制が適用される契約社員等について時給を 1500円以上とすること。 

契約社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性をあげることを期して、法改正に先んじ

て、2019年８月から精勤手当や必要な手当の改正、また、柔軟な働き方の実現により、ワークライフ

バランスを保ちつつ業務に従事できるよう、勤務・休職等の改正を行ったところであり、変更する考え

はない。 

12．契約社員についても、社員と同様の特殊勤務手当を支給すること。 

契約社員が従事することを想定している業務に関する特殊勤務手当は社員と同等の設定をしており、

現行の取扱いを変更する考えはない。 
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申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

XI．その他 

１．通勤手当の増額及び高速道路・駐車場(駐輪場)の使用料についても会社負担とし、自動車通勤の支

払い額区分の上限を引き上げること。 

２．社員駐車場、駐輪場を確保すること。 

３．通勤時間が自宅から職場まで 1 時間 30 分以上かかる社員については、通勤時間手当を付加するこ

と。(通勤時間の基本的な考えについてはおおむね 1 時間程度だと考えるが。それ以上になると体への

負担や、生活面での負担が大きくなる。車で通勤すれば眠気防止の為休憩も発生する) 

通勤手当については、これまで一定の整備を行ってきたところであり、今後とも、世の中の動向等を

踏まえて設定するものである。 

なお、駐車場、駐輪場を会社で確保する考えはない。 

４．業務に必要な国家試験・自動車運転免許取得等に伴う費用及びその更新に必要な費用(交通費も含

む)は全額支給すること。また、更新に必要な日又は時間を勤務したものとみなすこと。 

業務上必要な公的資格を社員自らが積極的に取得することを目的として、公的資格に対する補助につ

いては、2006年に公的資格更新費用の会社負担、2007年には資格取得一時金の見直し及びチャレンジ

一時金の新設、さらに 2009年には資格取得一時金の支払い区分を追加するなど、必要な改正を行って

きたところである。 

また、自動車運転免許費用に関しては、2015年度より中型自動車免許の資格取得に関する費用を会

社負担としたほか、同免許を自己研鑽で取得する場合でも資格取得一時金の対象とするなど、一定の整

理を行ったところである。 

更新費用についても、職務手当の支払基準となっている資格を保有する社員を対象に、当該資格の更

新費用も会社負担としているところであり、現行の取扱いを変更する考えはない。 

勤務については、法令等に基づき設置が義務づけられている業務上必要不可欠な資格等の取得又は更

新等については、勤務免除の取扱いを行うこともできることとしている。 

５．永年勤続者表彰 35年を追加すること。 

当社では、勤続 15年という節目を捉えた激励、25年勤続表彰（永年）、加えて退職者への感謝状等

の贈呈など、激励や表彰などの機会の充実を図ってきたところであり、現行の取扱いを変更する考えは

ない。 

６．会社が手当等の申請関係で求める証明費用は会社負担とすること。 

各種手当類の申請にあたっては、各種制度の公平・公正な運用を担保するため、申請する社員本人が

手当の支給要件等に合致していることについて、自治体等が発行する客観的な証明書等を添付の上、提

出することが必要であると考えており、各種証明書等の発行費用を会社負担とする考えはない。 

７．育児・介護休職を取得した者については、昇給控除を行わないこと。また賃金(一時金)等、不利益

扱いのないようにすること。 

育児・介護休職については、法律を上回る休職期間等を設定し、これまでも休職中でも進級試験を受

験できるようにする等の改正を行ってきており、現行の取扱いを変更する考えはない。 

８．育児勤務制度(夜勤制限、短日数勤務、時短勤務等)を義務教育終了までとすること。 

<参考>夜勤制限及び時短勤務等=小学校就学まで、短日数勤務制度=小学校 3年生まで。 

仕事と育児の両立については、2012年度には短日数勤務制度の新設、2014年度には育児休職（小学

校）の新設、2017年度には乗務員を対象とした短日数勤務制度の拡大等を行ってきたところであり、

現行の取扱いを変更する考えはない。 

９．保存休暇の付与要件を撤廃すること。 

これまでも保存休暇の使用範囲の拡大を進めており、2018年度には風水震火災等の不可抗力の災害

により家屋に損壊を受けた場合について、被災された社員の生活基盤の再建支援を目的に保存休暇を使

用できることしたほか、2017年度には不妊治療を追加し制度の充実を図ってきたところである。 

また、2010年度から、当該年度に発給した年休の取得数に対する条件について、従来の２分の１か

ら３分の１に緩和したところであり、変更する考えはない。 

10．人材確保の観点から「奨学金返済支援制度」を創設すること。 

奨学金返済支援制度を新設する考えはない。 
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申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

11．無期契約社員について、定期昇給制度を整備すること。 

無期雇用契約転換後の労働条件や業務内容等については、基本的に有期雇用時と同様であることから

現行の取扱いを変更する考えはない。 

また、契約社員がより働きがいを感じつつ、より一層の高い生産性をあげることを期して 2019年８

月から基本給や精励手当、特殊勤務等手当等、必要な手当の改正、また、柔軟な働き方の実現により、

ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事できるよう、勤務・休職等の改正を行ったところである。 

12．障害者雇用社員についても社員と同様の永年勤続者表彰を行うこと。 

現行の取扱いを変更する考えはない。 

13．退職者に用務旅行用の乗車券の交付があるが特急券(指定席)についても代用証発給すること。あわ

せて、有効期間の半年間を改め 1 年とし、パートーナーの同伴も認めること。また、昨年退職された者

に対しては、来年度退職者と同扱いを行うこと。 

現行の取扱いを変更する考えはない。   

同性パートナーについては、2020 年 10 月の改訂をもってこれまでの配偶者と同様の扱いに変更を行

ったところである。   

 昨年の退職者については、コロナ禍により外出自粛期間が設けられたりもしたが、すべての利用期間

において鉄道利用による旅行を制限されていたわけではないことから、取扱いを変更する考えはない。 

以 上 
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国労西日本申第 10 号 

2 0 2 2 年 ２ 月 1 4 日 

 

2022年度の期末手当等について 

 

 

申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

１．2022 年度「期末手当」について、基本給、エリア手当及び扶養手当を合算した賃金を支払うこ

と。 

（１）「夏季手当」３．０箇月 

   支払日は、「夏季手当」２０２２年６月３０日とすること。 

（２）「年末手当」３．０箇月 

   支払日は、「年末手当」２０２２年１２月９日とすること。 

当社は昨年度に引き続き今年度も赤字の見通しであり、長期債務残高は連結で１兆 7,400億円を

超える等、非常に厳しい経営状況が続いている。今年度も昨年度に引き続き施策費の削減や一時帰

休等の緊急的なコスト抑制に取り組むとともに、列車ダイヤの適正化等、構造改革による固定費の

低減に取り組み始めたところであるが、引き続き厳しい経営状況であることに加え、急拡大してい

るオミクロン株の影響が今後一定期間に及ぶことも想定されることから、感染症の状況を注視し、

可能な限り状況を見極めて回答する必要があると認識している。 

以 上 
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国労西日本申第 11 号 

2 0 2 2 年 ２ 月 1 4 日 

 

2021年度の年度末手当等について 

 

 

申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

１．2021 年度「年度末手当」としてすべての社員に対し、基準内賃金相当額の 1.75 箇月を 2022 年

3月 31日(木)までに支払うこと 

当社は昨年度に引き続き今年度も赤字の見通しであり、長期債務残高は連結で１兆 7,400億円を

超える等、非常に厳しい経営状況が続いている。今年度も昨年度に引き続き施策費の削減や一時帰

休等の緊急的なコスト抑制に取り組むとともに、列車ダイヤの適正化等、構造改革による固定費の

低減に取り組み始めたところであるが、引き続き厳しい経営状況であることに加え、急拡大してい

るオミクロン株の影響が今後一定期間に及ぶことも想定されることから、貴側の「期末手当」の要

求について、感染症の状況を注視し、可能な限り状況を見極めて回答する必要があると認識してお

り、加えて「年度末手当」を支払うことは非常に難しいと認識している。 

以 上 
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