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闘申第７号のやり取りについて 

 

【組合】昨今コロナ禍の官製春闘で政府が経団連に対して積極的な賃上げ要請し、賃上げをした企業には

税制面でも優遇すると言っている。国としても、何とか経済を立て直し、消費を拡大したいとの思

いからの発言である。国労としても、ベースアップ６，０００円を要求している。合わせて基準昇

給と定期昇給の完全実施を求めている。ＪＲ西日本としても国や経団連の動きを考え、ベアについ

て前向きな姿勢で臨み、経営が苦しくても経済を回す、労働者のモチベーションを維持して向上さ

せるという意味でも、積極的に応えて頂きたい。 

【会社】業種で差があり当社はコロナ禍で経営が非常に厳しい。賃上げは業種に応じて各企業が適切に行

うべきである。一時的に人流が増え黒字が出たがその後のオミクロン株の拡大で、落ち込みが続き

今後の見通しを見極めなければならないのが現状である。    

【組合】まん延防止策が３月６日まで延長されたが解除された地域も出ている。明るい兆しが見え、会社

としてベースアップについては前向きに判断して頂きたい。第３四半期で８期ぶりの黒字で、社員

に対して明るい話題もある。その中で後ろ向きの発言をするより、今後の好転を見越して希望を与

える立場で検討すること。 

【会社】コロナの感染拡大から２年が経過し、貴側とも議論する中で、鉄道事業は、生活を支える基盤と

して、感染防止対策に努め業務に取り組んで頂いているという事に対して感謝申し上げたい。まさ

に支えているのは社員や組合の方々の日々の頑張りなのは間違いない。コロナの感染者が減り年末

年始のご利用が戻った中で頑張って頂いた結果、１２月までだが黒字が出たという事実をしっかり

伝えていかなければならない。不安にさせるという事ではなく、今置かれている状況をしっかり見

極めながら判断していかざるを得ない。暗い話と言われるとそうだが、年度を越える可能性もゼロ

ではない。感染がピークアウトした時にご利用がどう戻って来るのかを見極めながら判断をさせて

頂く。 

【組合】感染状況やご利用状況を見極めて判断したいというのは回答の最後にある。ベースアップを行う

事は非常に難しい、という事よりも積極的な発言であると受け止める。 

【会社】今想定し得る状況は、文章で回答した通りである。３期は確かに黒字であり喜ばしい事だと思う

が、社員の皆さん方に今後業績が上がるように一緒に取り組んで頂きたい。現状としての認識では

赤字は赤字である。利益が出ていないし、キャッシュが毎日出ていっている。そういう中でベース

アップはさすがに難しいと言わざるを得ない。 

【組合】今の会社の姿勢ならキャッシュだけではなく社員も出て行く。回答にも書いてあるが、構造改革

による固定費の低減に取り組み始めた、とあるが固定費には社員の賃金も含まれる。 

【会社】この赤字の中で業務費の削減という事で、工事の見送りや先送りも一緒に取り組んでいる。さら

にはコスト構造改革という事で、事業の収益構造を変えていかなければならない。鉄道事業という

のは非常に固定費が掛かる。資産がないと事業運営ができない。利益が出る体質になれば、その利

益部分を社員に還元する事ができて、さらに社員が奮起し能力も上げて頂いて、業績で反映して好

循環を生み出せるように今後も取り組む、それが鍵になると思う。 
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【組合】会社の言い分なら、構造改革を完成して反転攻勢するのに７年くらいかかるだろう、それまで労

働者が我慢できるのか。 

【会社】７年間全く今のままという事はないと思うが、構造改革が進めば、それぞれの段階において収益

も出る。その時、その時の状況に応じて判断をしていく。 

【組合】前年度からの比較では赤字幅は縮小している。構造改革、経費節減で改善している。労苦に報い

る事も必要だ。黒字になるまで何も出来ない、ベアや様々な手当てについても難しい、と聞こえる。

そういう事に社員が耐えられるか。この間の労苦に応えないと労働者はついていかないし優秀な人

材が入って来ない。期末手当の実績も含めて判断されて優秀な人材が入って来ている。今後の会社

の発展や構造改革を考えた場合にそれも加味して判断すべきだ。その一環として、ベアについても

判断していくべきである。 

【会社】昨年よりも赤字幅が縮小したのは間違いない。社員の皆さんの頑張りに感謝を申し上げたい。た

だ、元々の業績見通しでは、ご利用が９割近く戻ってくるとの想定の下で業績見通しをしたが、現

段階では苦しくなっている。採用とか、魅力ある会社という事でベアの必要性については全くない

訳では無いが、それが会社の魅力として、新規採用者や社員に伝わるという事はあると思う。ご指

摘頂いた点は、きちんと受け止めた上で、経営状況をみて判断をしていく。 

 【組合】前回の申し入れの時も基準昇給の実施については、直ちに判断できないと今日の回答の文章に

も書かれているが、基準昇給を実施するか、実施しないかわからない、という判断はどうなのか。

実施しないとかは協約の根本に関わり、賃金体系等で影響が大きい。生涯賃金にも及ぶ。ベースア

ップや期末手当もさることながら、基準昇給の問題は退職金も含めて将来にわたり影響してくる。

それを判断できないと社員の不安を煽るような回答をするのはどうかと思う。せめてこの間の社員

の頑張りで赤字幅が縮小する中で、基準昇給については実施する方向で考えたいと明言できないの

か。基準昇給すら判断は分からないと言われると社員はどう受け止めるか。離職者が増えるだろう。 

【会社】基準昇給が、賃金制度の根幹をなす、非常に重要な部分だという事は、会社も強く意識している。

それを踏まえた上で、検討はする、しなければならないという事は理解しているが、今はまだ想定

以上のオミクロン株が蔓延しており、そこを見極めて判断したい。 

【組合】前年度の厳しい状況下でも、社員の気持ちにこたえる為に基準昇給は実施した。去年の状況より

も改善していると考えるなら、基準昇給は実施するという方向に立たないといけない。 

【会社】暗い話になるが、認識として昨年は赤字が大きく今回は小さいが、逆に２年連続赤字で赤字が積

み重なっている。去年の赤字が帳消しになった訳ではない。リスタートではない。それを受け止め

て判断せざるを得ない。来季に早くオミクロンが収束して明るい形になり、アフターコロナでの新

しい社会の中でスタートを切ると考えて集計の最後を迎えると思っていたが、残念ながらまだコロ

ナ禍が続いている。このままなら来季のスタート時点もコロナ禍で迎えなければならない。次年度

がどうなるかと考えて判断をさせて頂ければと思う。 

【組合】積極的な判断はできないのか。短期間であったが、利用者が戻りまん延防止策が解除され、ワク

チン接種が進み、薬が開発されてコロナがインフルエンザ同様になると人の流れも当然増えてくる。

そう遠くない時期に経営が上向いてくる。マイナスよりもプラスの方に転じるというのは誰が見て

もわかる。 

【会社】元々業績見通しを変えた時にコロナ禍で社会のあり方が変わり、コロナが収束すれば９割くらい

には戻るとの期待で業績見通しを立てたが、現時点では欠いている。今のワクチン接種の状況等で、

ピークアウトという話も一部で出ているが次年度に入っても、今年と同じ状況なら同じような決算

になる可能性もある。もっと早く人流が増え、鉄道を利用して頂けるように様々な施策で利益が出

る収益構造に変わっていると考えて見通していきたい。 

【組合】労働者や社員の頑張りも限界に来てると思う。 
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【会社】マスク生活も２年であり、モチベーションが高まるような状況ではないのは理解している。 

【組合】それに目に見える形で応えないといけない。 

【会社】コロナの状況がある程度収まるのを前提に、今年度の計画を立てて取り組んで来たが、想定以上

に新たな状況が生まれている。いつまでかかるかもわからない状況なので、しっかり見極めていく

事が必要である。 

【組合】来年度の事業もほぼ固まっていると思うが、回復を想定して計画されている。まだまだ厳しい状

況が続くとの考えで事業計画は立てないだろう。 

【会社】事業計画は、社会が変わり鉄道の乗り方も変わり、同じコストをかけたらコロナ前のような利益

が出ない。コストのかけ方を変える事で利益が出るように会社を変えていく。今の状況から推測で

きるように見極めていく必要がある。 

【組合】会社の話を聞いてると明るい未来が感じられない。そういう言葉が出てこない。社員のモチベー

ションが継続できるのか。厳しい中でも努力に応えるという姿勢を示すべきだ。 

【会社】暗い話をしたい訳ではないが、応えたい思いはある。一定の水準に戻す努力はしていきたいが、

今置かれている状況はかなり厳しい。ご利用が一定程度回復してもコストや、累積している借金と

いう状況は長くなればなるほど厳しくなる、理解して頂きたい。 

【組合】厳しい、厳しいと言うが、賃金も上がらない、基準昇給も上がらない、しかしガソリンや野菜の

値段等物価は上がる。実質的に赤字になって回らない状態になる。良い条件の所へ転職する人が増

えるという悪循環になる。内部留保を切り崩してやっていくのが当たり前ではないか。 

【会社】今、家庭の話もされたが、会社も同じように厳しい状況である中で、できる限りの事はしていき

たい。これまでの年末手当や昨年の赤字の中での賃金も会社としては当時の経営状況の中で精一杯

考えて回答させて頂いたと思っている。会社の姿勢に関しては、変わるものではない。本年度もそ

の気持ちを持ちつつ経営状況を見極めで判断をしていきたい。 

【組合】役員の方々も報酬を一部返上して努力されていると思うが、一般社員は２年前から比べたら年間

数十万とか百万円近く収入が減って物凄く大変である。住宅ローンを抱えてる人は、その住宅ロー

ン分が根こそぎ奪われている。これが退職金や、年金にも大きく響いてくる。社員にすればそれが

まだ次年度も続くとなるとどう思うか。これで頑張れ頑張れ、構造改革だと言って手当が削られ、

ベースアップはない、超勤も抑制される、こんな事を続けていればいずれ何か起こると思う。 

【会社】そういう面では社員の方の生活における支出や、生活のあり方が変わっているのかもしれないし、

厳しくなっている事は会社も重々感じている。 

【組合】第３四半期の決算で１３億円黒字になった。これに出来る限り応えたいと発言があったが、気持

ちだけなのか。好調な時期も先行きが不透明だと言い続けた。明るい事を言った時期は一つもない。

確かに会社の努力で、契約社員やシニア社員の制度改善が図られ、組合と会社で議論してそれに応

えた事はあるが、節目節目では先行き不透明だと言い続けた。 

【会社】不透明と言っても今までは底堅い動きであったが、今は本当に厳しい。３期連続赤字は避けられ

ない状況であり、そこを踏まえた上で判断をしていきたい。 

【組合】そういう言い方では全然明るい展望が開けない。社員の努力に報いるという気持ちはあるが、２

期連続の赤字だから残念ながらできませんというのか。 

【会社】現状はそうである。厳しい現状はお互い、理解をして頂きたい。 

【組合】厳しいけれども、まん延防止が解ければ、人の動きも活発になってくる。 

【会社】その時にきちんとお客様に鉄道を利用してもらえるように商品開発をしたり、啓発活動等でアピ

ールしているところであるが、流動が抑制されたままなら商品を作っても乗って頂けない。収入の

太い部分は鉄道だが、鉄道以外でも収益が出るように、いろんな事に手を出して、会社として努力

している。それがどういう形で実を結んでいくかを見極めたい。 
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【組合】基準昇給の文言には納得できない。せめて実施するように努力する、という言葉にできないのか。 

【会社】基準昇給は置かれている状況を見極めながら毎年決定する事にしている。基準昇給の重みや重要

性については会社として認識は持っている、そういった中でも足元の状況や、今後の見通しをしっ

かり見極めながら実施については判断していくと言わざるを得ない状況である。 

現時点においては判断できる状況ではないと言う回答の通りである。 

【組合】組合員や社員が一番注目している。会社としても定期昇給は難しいと言うが、実施していく考え

を持って頂きたい。モチベーションも低下している中で、社長メッセージだけでは収まらないとこ

ろに来ている。賃金面でもそうだが、あげるように努めていただきたい。 

【会社】今日いただいているご意見が、貴組合の思いであると思う。 

しっかり受け止めた上で議論していきたい。 

 

申１０号のやり取りについて 

 

【組合】会社としては現時点で年間臨給制度を維持したいとの考え方は昨年来から変わっていないという

のは、この時期の回答として年間臨給で夏冬しっかり回答すると受け止めていいのか。 

【会社】年間臨給での回答は社員にとって生活の見通しを立てやすくなる。お互いにとって良い事がある。

気持ちとして年間臨給は今後も続けるべきだと思っている。年間臨給で回答して変えるというのが

一番あってはならない。だから慎重に現状を見極めて判断しなければならない。昨年の様な事はし

たくはないが、見通し状況によっては不確かな約束をする訳にはいかない。 

【組合】それはありえない。２年連続で年間臨給に対して異常な対応をしてきた。来年度も可能性がゼロ

ではないと言うなら、年間臨給制度そのものを見直すべきだ。 

【会社】当社においては年間臨給制度をお互いの議論の中で、生活の計画を立てると言うメリットも含め

て進めてきたという考え方は変わらない。ただ、年度初めに回答したものを途中で見直さざるを得

なくなったという、２年前のような状況は想定できず、今までにない議論をさせて頂いて見直す形

で回答させて頂いたと思っている。年間臨給の考え方自体は労使でしっかりと議論して進めるとい

う認識であり、基本的な考え方は変わらない。 

【組合】この２年間、本来の目的や趣旨から大きく逸脱した取り扱いをしている。これが続くなら年間臨

給制度そのものの存続が危ぶまれる。労働組合としてはそう判断せざるを得ない。 

【会社】年間臨給という形で回答するのが基本である。昨年も考え方を基本的に変えないで回答している。 

【組合】年間臨給としっかり回答すると明言しないと国労として考えざるを得えない。夏だけ回答して冬

はそれより低い、これでは逃げ得である。年間臨給を維持するなら、しっかり回答する事。それぐ

らい約束しない限り具体的な額の話もできない。厳しい厳しいと言うが、年間臨給で夏も冬も低い

回答なら今年の年末頃には気持ちがどうなっているか。コロナも収束して上向くというような状況

を想定した時に、人流が増えて仕事が忙しくなっても年間臨給で低いまま抑えられると気持ちは乗

ってこない。 

【会社】年間臨給方式を取っているのは今年度の業績や、今後の見通しを立てながら決定しているので、

想定と見極めは大切な事だと思っている。ある程度、先が見えれば見通しは立てやすいと思うが、

結果２年前に立てた年間臨給を見直さざるを得なくなったような状況は絶対に避けるべきである。 

【組合】年間臨給として労使で合意しており、仮にプラスでもマイナスでも見直しする事は絶対あっては

ならない。業績が増えてプラスなら別途国労として要求する。額は別として年間臨給として回答し

てくれと言っている。会社として年間臨給を維持する気持ちはあるが回答できないというなら、年

間臨給として意味がない。会社自らやめればいい。会社なりに業績を判断して春秋にその都度交渉

すればいい。 
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【会社】年間臨給として、重々ご承知の通りだと思うが、社員にとっても利点があることである。 

【組合】年度初めからの見通しで生活設計を立てるという利点があるが、この２年間実態として大きく崩

して来た。最低限それはしないと明言できないなら、やめましょうという話である。 

【会社】会社としてもそういう事がないように、意見として受け止めさせて頂く。 

【組合】この場で年間臨給として明確に回答する、と言ってもらいたい。それすら分からないなら年間臨

給は必要ない。制度として話している。途中で業績が回復すれば労働組合として国労であれ他労組

であれ別途要求するだろう。会社に都合の良いような事ばかり言わないでもらいたい。そういう姿

勢なら労働者にとっては何のプラスにもならないし年間臨給のメリットがない。労働者がきちんと

年間の生活設計を立てられるようにしてもらいたい。 

【会社】約束したものを反故にするという事が一番最悪だと思っている。年間臨給という会社の基本方針

は変えたくない。ただ、その約束を反故にする、そういうことがないようにきちっと見極められる

のであれば回答できるが、昨年は厳しい経営状況の見通しでコロナが想定以上に長引いて先が読め

なかった。不透明な状況の中であるが年間臨給の重要性とか、貴側からの強い思いを受け止めた上

で、経営状況を見て回答させて頂きたい。 

【組合】年間臨給の制度として見通しがきかなくても回答すればいい、それに対して組合として判断する。

それすらしないというのは有り得ない。 

【会社】繰り返しの話になるが、回答した結果を見直さざるを得ないような状況は避けるべきだと会社と

しての現状での考え方である。 

【組合】去年の回答も同じである。夏しか回答しなくて、冬はさらに低い回答で実質は見直しである。夏

よりも上回る月数なら会社として頑張ってくれたと労働者も認めるが下がっている。労働者は逃げ

得だと受け止めるのが普通である。 

【会社】逃げ得ではない。 

【組合】労働者はそう受け止める。会社として年間臨給制度を維持するならそういう指針に則った回答を

する事。明言できないならやめればいい。年間臨給として夏しか回答しない冬は保留だと、それは

年間臨給ではない。年間を通じての回答が年間臨給である。 

【会社】会社として年間臨給に対する考え方は決して変わらない。今頂いている意見を踏まえて、会社と

して判断していく。 

【組合】ベアも基準昇給も年間臨給も、これでは交渉でもなんでもない。 

【会社】厳しい経営状況ということを理解して頂きたい。 

【組合】どこまで社員や労働者が頑張れるか、もう限界に近づきつつあると思う。離職者が増えるし、優

秀な方が入ってこなくなる。会社の運営そのものが成り立たない事態になる。苦しい時だから、我

慢しろと言うのではなく、苦しい時こそ会社を支えている、一人一人の社員や労働者の労苦に報い

る姿勢が一番今求められている。それが後々会社の経営にもプラスになってくる、そういう考え方

に立つべきだ。 

【会社】決してそういう認識で話しているわけではない。 

【組合】期末手当を削減してべースアップしないで人件費を削る事が労力をかけずに一番金を生み出せる。 

【会社】非常に厳しい中だからこそ強い要望を頂いていると受け止めたい。そういう視点を持って、検討

をせよという事だと思う。 

【組合】年間臨給は検討ではない。労使での決め事であり夏も冬も回答しないといけない。それが大前提

であり３年目はもう無い。会社自身が年間臨給を維持できないなら、各組合と相談して、もうやめ

ますと。その都度議論すればいい。会社の経営状況や労働者の生活とか、いろんなことを判断して、

お互い議論して決めた方がすっきりする。 

【会社】今頂いている意見は、しっかり認識した上で進めたいと思うが、会社の考え方としては年間臨給
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方式での回答を否定しない、というのが現時点の見解である。平行線になっているが、そういう中

で頂いている意見だと言う事で進めさせて頂きたい。 

【組合】会社の経営がどうであれ年間臨給として回答できないのなら、国労としてはやめる。そういう協

定はもう認められない。それだけ伝える。 

【会社】そういうご意見だと受け止める。 

【組合】それが大前提で、夏と年末とを合わせて年間臨給を前提として３.０と３.０で数字を出している。 

【会社】会社として年間臨給方式という考え方を否定してるものではない。 

【組合】この２年間、異常な対応、変則的な対応をしてきたのだから、明言しないといけない。 

【会社】申し訳ないと思う。 

【組合】会社の言い分は納得いかない。春の段階で年間臨給の考え方は変わりませんと言いながら年末に

ついては別途回答しますとは矛盾していないか。 

【会社】会社としては一昨年のやり方も去年のやり方も通常のやり方だという認識はもっていない。年間

臨給としての回答をすると言うことが、夏と冬の額も含めて回答するのが基本だと思う。去年のや

り方というのが、当たり前のやり方ではないという認識は持っている。 

【組合】年度初の決定の見直しは避けたいというのは、言葉だけを捉えれば年間臨給としての回答を見直

すことは避けたいっていう理解で良いと受け止めてよいのか。２年前のように年間臨給で回答して

経営状況判断して、年度の途中で労組との一定の合意のもと見直しをしました、こういうことは避

けたい。ということは、今年度は年間臨給として回答すると。 

【会社】年間臨給の考え方は変わらないと思っている。 

【組合】回答するということでいいのかと聞いている。年度初に回答したから見直さないと。 

【会社】去年も年間臨給として回答させて頂いた。 

【組合】去年は年間臨給ではない。 

【会社】そこは解釈かもしれません。 

【組合】去年は会社として年間臨給で回答したというのなら、我々は決して年間臨給として回答されたと

は受け止めない。年間臨給として回答としていない。制度を維持したかもしれないが、回答は年間

臨給ではなかった、会社は別途回答しますと保留した。 

【会社】年間臨給としての考え方が変わるものではない。 

【組合】考え方の維持は組合も分かる。年間臨給制度は放棄していない協定を結んでいる。しかし回答と

しては年間臨給としての回答ではないということ。 

【会社】そう伝わったのなら申し訳ない。我々も今言われているような認識を持っている。 

【組合】先行きの見通し不透明で回答できないのならやめるべきである。年間臨給やめて夏と冬で改めて

労使で協議すればいい。こういう状況で、会社がそこまで年間臨給にこだわるのはなぜか。社員や

労働者が今後一年生活設計を立てられるように回答する。それをしないなら、前提が崩れてしまう。

厳しいが、会社として社員の頑張りにどう応えてくれるかという期待を持っている。 

【会社】今のオミクロンの状況がどうなるか分からないのが現状と思う。 

【組合】２年前から厳しい状況が続いていたが非常事態宣言が昨年１０月の終わり頃から解除されて年末

年始にかけて人の動きが活発になり、戻ったという実感と実証ができている。そういう一つの成果

は皆が理解できた。これから上向くのだからそれも含めて判断すべきだと、これが社員に希望を与

えモチベーションも高まる。ここに書かれているような回答ばかりしてると気持ちが切れてしまう。 

【会社】ご指摘は会社としても認識する。コロナが長引いているのは想定以上の事であるが、９月から１

１月にかけて人流が戻り、９割ぐらいまでいくかという想定だったが、特急は２０％くらいという

現状を踏まえた上で考えざるを得ないというのが本当に厳しい会社の実情である。暗い話ばかりす

るなと言われるが、現状としてはお互いに共通認識を持った上で、未来に向けてどうするかを考え
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ないといけない。 

【組合】未来は暗くないだろう。社長の節々の言葉でも明るい未来が近づいているとか、もう少しで夜が

明けると言っている。それを信じてみんな頑張っている。 

【会社】一方で赤字が積み重なってここまで来たのも事実であり、それを踏まえて、貴側からの強い要望

は我々も忘れる事なく検討する。 

【組合】単年度で判断をして要求をしている。本来ならもっと要求したい。 

【会社】経営状況を踏まえた上での月数の要望だと受け止める。 

【組合】本来ならばもっと高い要求である。 

【会社】こういう状況が続いているという事で、社員がどこまで頑張れるか。きっと次年度良くなる兆し

があると思っている。この２年間の赤字債務が増えいる状況の中で、月数的には非常に重たい要求

を頂いている。もちろんコロナ前に比べての要求水準だということは、我々も重々理解をするが。

この２年間の経営の環境変化を踏まえると非常に高い要求をされたと感じる。 

【組合】この間の会社の主張では、黒字に転換して、借金も返して、一定程度見通しが立たない限りずっ

と１.５とか１.３やそれ以下が続くという事になる。期末手当は生活給の一部である。 

【会社】これは理解して頂きたいが、今年度と次年度の業績は赤字である。その中で貴側から不十分で生

活をどう考えているのかとの主張は理解して受け止めた上で、会社として赤字の中でも支給してき

た実績からすると高い要求を頂いていると思う。 

【組合】決して高いとは思わない。仮に今後数年続けば、社員の離職なり優秀な人材が入って来ないとか

で、経営に影響及ぼしかねない事態になってくる。 

【会社】コロナが収束して収入が上がっていけば利益が出るが、一方でコロナ前の状況に戻るのかという

と、厳しいと認識している。収入と経費の差が利益なので、その利益がしっかり出せるような鉄道

会社にしていかないといけない、今まさに取り込もうとしている事だとご理解頂きたい。 

【組合】会社としては経営の建て直しや体力の評価を優先させるが、同時並行的に労働者の賃金なりを一

緒に改善していかないと労働者はついていかない。見通しがついてから改善していく、という考え

方なら労働者はついてこない。こういう厳しい時だからこそ判断すべきである。 

【会社】繰り返しになるが、今２期続の赤字で、月数として多いのか少ないのかという話であるが、そう

いう事も含めて判断させて頂いたと理解して頂きたいと思う。 

【組合】諸元からいくと年間６ヶ月で４７５億円、払えないお金ではないと思う。今まで人件費を削減し

て、なおかつ雇用調整金でも、第３四半期で８２億円、第３四半期の財務資料では営業外収益で８

２億と別で雇用調整金等と書いてあるが、会社としてお金を得ながらいろいろやっている。第３四

半期資料を見ると人件費も前年度より下がってる。労働者は非常に苦労している。会社の経営も厳

しいかもしれないが、それ以上に労働者の生活も厳しさを増している。物価が上がって、ガソリン、

食品等、それも上がってきている、大変である。それも含めてどう応えるかを会社としても考える

べきだ。 

【会社】雇用調整助成金は皆さんの一時帰休の部分のお金であり我々がポケットに入れたという事ではな

い。その日の賃金として支払われてるという事である。皆さん方の給料日の給料として、手当とし

て支払われている。お金が有るか無いかと言われても赤字は赤字である。 

【組合】国労のアンケート結果でも毎月４万近くの赤字がある。現状でも足りない、期末手当が減ると労

働者の生活は益々悪化する。ＪＲのみならず、その他の企業も同じような考え方をすると悪循環に

なる。消費が冷え込み人の動きも悪くなる、物の生産もできなくなる。厳しいかもしれないが、労

働者に還元する事で経済がまわっていく。 

【会社】会社として利益を出している企業にコロナが落ち着いた時には旅行に来て頂きたいとの希望があ

る。そこは貴側と一致するのではないか。 
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【組合】景気の良い時でさえ先行き不透明だ、人口減少だとか言い出して総人件費を抑え込む。それで本

当に労働者がついてくるのか。真剣に考えた方がいい。そうさせないためにも要求をしている。 

【会社】ご指摘の点は受け止めて検討する。 

 

申１１号のやり取りについて 

 

【組合】１.７５という数字は、会社として冬の手当１.２５ヶ月、一律５万円という回答をされたが、国

労要求３.０ヵ月との差額で、やむなく妥結をした差額の１.７５を会社として支払うべきだとの考

えで出している。全ての社員を対象と表現をしているが、夏はプラス３万円でシニア社員・契約社

員プラス１万円という支給の仕方をしたが、年末は社員限定でプラス５万円だった。シニア社員と

か契約社員も含めて何らかの手立てができないのかという思いで要求をしている。 

【会社】年末年始の想定された状況から現状が想定できない状況になっている。回答が変わらず申し訳な

いが、今の状況では年度末手当も非常に厳しい。 

【組合】夏はこの間の労苦に報いましょうということでシニア社員とか契約社員に対しても１万円という

回答であったが、年末手当はなぜ社員に対しての５万円しか回答しなかったのか。 

【会社】労苦に報いるというよりも、１万円については生活が変化して急遽マスクの購入等の感染対策に

対して１万円をお支払いした。さらに社員に対しては、本年度は絶対黒字にするという中で取り組

んで頂きたいとの思いで、追加で２万円プラスして３万円をお支払いしている。 

【組合】いろんな感染対策やマスク購入には引き続き経費がかかる。制度的には精励手当を減額せずに満

額もらっているが、いろんな苦労は一緒ではないか。苦労の強弱や責任の強弱はあるが、一緒の環

境下で仕事をしている。その苦労に応える何かがあっても良かったのではないか。なぜ今回は正社

員だけなのか。今回のご要望と要請の中に「全ての」という表現をした。ＪＲ西日本グループも含

めて働く一緒のチームであり、シニア社員、契約社員に対して何らかの手当があっても良かったの

ではないか。春闘時期で考えられる事があるなら、正社員も含めて何らかの手立てを取るように。 

【会社】賃金体系も含めて一緒という訳ではないが考え方は去年の冬の話を受けての状況という事で、受

け止めさせて頂きたい。 

【組合】社員はもとより特にシニア社員、契約社員の皆さんに対しての、同じＪＲ西日本で働く仲間とし

て、何らかの手立てを強く要望させて頂く。 

【会社】引き続き議論していく。 

以上 

 

 


