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西日本会社 ２０２２年春闘 

 

［３回目交渉］ 

申第９号のやり取りについて 

 

【組合】３年前に会社はこの賃金制度を含めて見直すと表明されてから時間が経過しているが、現時

点でどうなのか。 

【会社】確かに大変申し訳ない事である。コロナ前の２０１９年春ぐらいからお話しさせていただい

て、社会のあり方が当時から大きく変わり会社での働き方も変化が出てきている。コロナ後を見

極め、必要な物があればその都度解説して行きたい。 

【組合】働き方がコロナ禍で大きく変わり、会社が以前から考えていたイメージを一旦リセットして

新たな事を考え出すのか。 

【会社】変えるとしても賃金制度が今の考え方の基本となっている。頑張った方が報われるとかを変

えるつもりはない。細かいところで制度は万能ではなく、全て完璧と言うつもりもない。今まで

議論してここに至っており、それぞれの制度や働き方も取り入れた上で、何か必要な改正があれ

ば行なっている。 

【組合】それが現時点ではいつ頃になるか言えないのか。 

【会社】今の経営状況が続いたら読みづらい。現時点ではいつ頃に何かを示して申し上げられるよう

な状況ではないと理解して欲しい。 

【組合】賃金制度を改善していくのは、働く意欲が湧き待遇が改善されるとかのイメージが湧くが、

コロナ禍や変革という中で逆の方向へ向かうのではないかという不安がある。 

【会社】賃金というのは何に重きをおいて払うかだと思う。今後払い方が変わる事があるかもしれな

い。一方的な賃下げをする為にやるという事はない。今後社員の皆さんが生活していく中で支払

い方が変わる事があるかもしれないが賃下げの為にやるという事ではない。制度は運用によって

変わってくる。基本的な考え方を議論し、いろんな制度を作ってから２０年以上で、その時々で

見直してきた経緯がある。３年前に会社として方向性を示したが、それ以降の変化が想定してい

た以上に起こっている。いわゆる定年の話もそうだが、制度設計をしてもう一度見直す所と、こ

のままで良い所等を判断していく。提案で別途示しながら議論させて頂く。 

【組合】この間、会社は総人件費、生涯賃金とかは上げない。賃金カーブで凸凹を作って、社員の家

族構成を含めてどの年代にどう手厚くするかを考えているような気がするが、相対的に労働条件

を向上させてほしい。特に地上勤務職の地位向上、乗務員を下げろとは言っていない。会社内の

環境変化で地上職が果たす役割も非常に大きい。作業する上でハードルが高くなり昔と比べて苦

労している。それを加味した上で、地上勤務職の地位向上と改善を求めてきた。そういう視点は

ないのか。 

【会社】そういうご指摘は重々受け止めたい。議論がされて乗務員手当は今の形になっている。 

【組合】地上勤務職の方々の制度や待遇改善はないのか。 

【会社】そういう視点は無いわけではないが、何にでも手当を付けるのはどうかと思う。いろんな議

論の末、その時のベストだという事だと思うが、いろんな観点があるのはわかっている。地上勤

務職の方の強い思いも受け止めるが、それを必ず賃上げでやりますという事にはならない。 
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【組合】多くの労働者から良い制度改善だと言われるようにご検討されたい。 

【会社】一緒に議論していきたい。 

 

基本給、定期昇給について 

 

【組合】ＪＲ採用の若い方々は５５歳以上の基本給の減額もない。ただ、上昇カーブが若干抑えられ

る。生涯賃金を変えずに、カーブを変えていくという感じで、組合が求めているのはそうではな

く、生涯賃金は別にして５５歳以上の国鉄世代は、最初は７５％で、今は９３％でシニアまでで

改善はしてきたが、気持ちとしては５５歳を超えても職責の重さは変わらないし、翌日から能力

が９３％に落ちるわけでもない。少し考えていくべきではないかと思う。 

【会社】総額ということに視点をおいて。５５歳定年が法律で６０歳定年になり５年伸びた。７５％

の賃金水準で５年間延長というような形で働いて頂いていた。その後６０歳定年が当たり前にな

り、今は６５とか７０という時代で、貴側との議論で９３％に改善してきた。今のＪＲ採用で入

ってきた方々は６０歳や６５歳定年が当たり前で賃金カーブのあり方を見直し、一定の改善はし

てきたという事を受け止めて頂きたい。 

【組合】これは国鉄世代の要求である。５５歳になった途端に９３％になるのはモチベーションが下

がる。会社にとっても良くない。安全面でも低下するかもしれない。法律的に６５歳まで雇用し

なさいと、ゆくゆくは７０歳という話も出てきている時代で何か考えていくべきではないか。 

【会社】会社としては２０１６年に運用したが、そこでカーブが見直せなかった世代の方々には申し

訳ないが、さらにはという要望であると受け止める。 

【組合】６５歳定年を見据えたなら、何か検討していくべきだ。近い将来そういう時代になる。労働

力が減少する中で高齢者の労働力も借りなければならない、それで社会の企業が成り立っていく

と言う時代を迎える。それに対応する形で制度も少し整理して改善していくことが必要である。 

【会社】６５歳定年とかを考えるということならば検討する事が一つの視点としていくことになる。

大多数の社員には２０１６年の制度改正で対応しておりご理解頂きたい。 

【組合】今の制度は５５歳退職定年制を引きずっている。６０歳定年になった時に５５歳からの基本

給は減額しない、３００円である定期昇給も改善して実施しないといけない。 

【会社】会社における人件費総額は、どういう形で、どの段階でお支払いできるかである。 

【組合】そういう考えを変えない限り改善されない。 

【会社】ベアとかで改善をしている。賃金額がＪＲ発足から全然変わってないわけではない。この間

もベア等で全体的な底上げをしている。賃金総額が変わっている。ベアを実施する限り賃金は上

がる。組合からの要求であるベアとはそういうことである。 

【組合】会社経営は別として、賃金を上げる事は経済を回す事に繋がっていく。労働者の生活が豊か

になるという事は、買い物をしたり、旅行に行ったりで経済が回る。今は経団連はじめ、なるべ

く賃金抑制しようという動きが１９００年代から続いたおかげで、長期不況でベア等が出せない

状況になっている。発想の転換で総人件費とかではなくて、経済を回し社員の生活を豊かにする

という事が、後々ＪＲの経営にも跳ね返ってくる。日本全体がそういう雰囲気になれば、経済も

回る。このままいったらもう回っていかないと思う。 

【会社】何か大きく変わった事で、会社として全てが総額人件費的な考え方ではなく、例えばＡとい

う手当で払うので、Ｂという手当を減らすという事をやってきたわけではないのもご理解頂ける

と思う。総額人件費の中でどうやるかという考えになると思う。そういう意味では、５５歳以降

の問題については、考え方として賃金カーブを解明にしていき不満点を解消できるかである。 

【組合】国鉄世代は次々とシニアになり退職していく時代であり、今年の諸元では社員数も減った。
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基準内賃金が減って、勤続年数も若返っている。人件費は確実に減らしてきている。コロナ禍で

業務費や固定費を見直す事が今まで以上に必要で、ますます労働者の賃金は抑制され、これから

もそういう姿勢が強まっていく事を考えると、本当に会社にも定着していかないと思う。二極化

していて儲かってる企業は労働組合の要求に応えて満額回答する企業もある。運輸業は二極化か

らすると本当に厳しい、労働者が集まらない、それでいいのか。ますます人が集まらない、優秀

な人材も来ない、何らかの対策をとるべきである。厳しいと時だからこそ逆に５５歳以上の制度

を整備して優秀な人材を集めていくべきである。 

【会社】そういう指摘は理解した。二極化から脱出する為に利益を生む体質をどう作るかが大事なの

は、前回の交渉の通りだと思う。会社として様々な事に取り組んでいるところである。 

【組合】利益を生む取り組みという事は人件費を抑制する事であり、最近のローカル線に対する取り

扱いでもある。労働者にとってもマイナス、地域住民や自治体にとってもマイナスイメージばか

り発信している。 

【会社】人件費の抑制というのは何を指してるか、それが年末手当とかの話しをされているのなら少

し違う、構造改革した訳ではないと思っている。経営状況を見てお支払いしており、コストや人

件費という話だけでなく、業務費等あらゆる面で、いかに省力的なところで利益を出すか、利益

が出れば社員にも還元し設備投資も行ない適切に回しながら更に事業を拡大して行くと思って

いる。 

【組合】今の言い方なら、利益を生み出せない所はどんどん整理していくという感じではないか。利

益を生み出す所は集中的に投資すると、公募増資で大阪の開発に１，０００億円とか、広島駅前

の開発に６００億円近くとか湯水のようにお金をかける。しかしローカル線に至っては社長は世

間に対して冷たい発言ばかりする。 

【会社】どこの箇所もすべてが利益体質でないといけないというつもりはないが、経営バランス見な

がらやっていくのだと思う。いろんな手段を取りながら、とりあえず、構造改革と思う。 

【組合】会社の発言を聞くと人件費や賃金の抑制が強まっていくと思えてならない。末端の労働者は

明るい未来を描けない。目先の生活をどうするか、住宅ローン抱えている人、貸付制度を２回目

も借りた人もいる。深刻だと思う。本当につらい、住宅ローン分が飛んでいく。 

【会社】ボーナスがコロナ前と比べると大きく減少しているのは事実だと思う。会社として無利子の

貸付制度を設けて何とか対応して頂けるように取り組んできている。年収ベースで見ても減って

おられる方がほとんどで、何とかコロナ後にしっかりと成り立っていける形にしていかないとい

けないのはご理解頂きたい。社員がしっかりモチベーションを持って将来に向かっていける環境

は作っていく。その為に取り組んでいるのはご理解い頂きたい。 

【組合】総人件費の考え方ではなく、多くの社員の労働条件や待遇を良くする事によって、優秀な人

材が集まり労働者の意欲も沸く。それが会社の発展や安全に繋がる。 

【会社】そういう強い要望は受け止める。 

 

基準昇給表について 

 

【組合】最初の交渉でも話したが、最低限実施しますと言う明言がない限り、労働者は不安になる。

他の労働組合の交渉でも、なかなか明言されないというようなことを言われたみたいだが、実施

するのか実施しないのかという判断もあるが、実施時期の判断はあるのか。通常は毎年４月で、

６月で４月に遡って精算の形を取っている。 

【会社】制度上は４月１日と書いている。 

【組合】４月１日と書いてある訳だから実施しないということはありえない。 
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【会社】協定が４月１日であるのは、重々承知をしている。基準昇給額表が鉄道事業とか当社の賃金

制度での根幹をなすところを理解した上で、検討していきたいと思っている。ベアやボーナスも

あるが特に重要であると理解した上で慎重に検討したい。 

【組合】慎重に検討して実施をするということか。 

【会社】実施について慎重に判断したいと思う。 

【組合】そういう言い方はありえない。 

【会社】考え方については申し上げたとおり、どういう位置付けのものかも含めて認識をしている。 

【組合】根幹をなすという認識があるなら、それくらい重要なもので、経営状況は厳しいかもしれな

いがやります、と明言しないといけない。労働者のモチベーションや、心がますます会社から離

れていく。 

【会社】現状ではしっかりと見極めた上で慎重に判断をしていくという事を是非ご理解い頂きたい。 

【組合】実施しないという事になると大変な事になる。ベアや期末手当のレベルではなくなる。慎重

にと言うが、そこに手をかけるとなると大変な事である。実施しない事もあるのではないか、と

受け取られるような発言はやめた方がいい。社員の感情や将来の生活にも大きな影響を及ぼす。 

【会社】いたずらに不安を煽る訳ではない。正しい現状をお伝えしなければならない。会社としても

早く社員の不安を解消したいという気持ちはあるが現状を慎重に見極めたい。 

【組合】実施するのを見極めたいのか。 

【会社】会社としても、貴側の言う通りベアとか年末手当以上に大変な事で賃金の根幹として重要な

部分を触る事を重々認識した上で慎重に経営状況を見て検討しなければならない。 

【組合】前向きな意見なら多くの社員も明るい希望を見出せる。オミクロン株のピークが下がってい

くが、慎重に判断していきたいとは、どの時点を基準に判断するのか。 

【会社】ここのラインを超えたらという基準はないが、今のオミクロン株の感染者数の推移と、まん

延防止策がどう終わっていくのかも見極め、経営にどう影響するか、いつ頃になったら人流が戻

ってくるかも予測しながら今年度と次年度の業績を踏まえて考えなければならない。 

【組合】普通に考えるとこの２年間よりマイナスにはならない。 

【会社】国民の皆さんにとっても不安があれば全体的な移動が少なくなってくる。それも見極める必

要があると思う。 

【組合】それでは３月の一定の時期まで見極める事はできない。会社としての春闘の判断は３月の中

旬ぐらいをめざしているのではないのか。 

【会社】貴側からの要望は認識している。 

【組合】昨年みたいにズルズルと３月下旬になる事はあるのか。 

【組合】会社として組合から要望がある事は認識し検討を進めていかなければならないと思う。その

時の状況もあり、社員にいたずらに不安を与えたくない。出来る限り可能ならば回答はしていき

たい。中旬ということでの要求は認識している。いつ何をというところまで今は明言できない。

会社としても社員の皆さんの頑張りは認識しており、不安にさせる事なく生活の為にできる限り

の回答をしたいと思っている。気持ち的には何ら変わる事はない。 

【組合】会社が基準昇給についての重要性について重く受け止めると言うので、変な判断はしないと

受け止める。基準昇給についても各労働組合に態度を表明するのは最終場面でしか判断できない

のか。 

【会社】いろんなご要望を頂いていると思うが、会社としても基準昇給というのが一番重要なのは認

識している。基準昇給の実施がもしなければ大変な事であると言われて、我々としてもその意味

は理解している。 

【組合】そういう気持ちがあるなら、速やかに実施する方向で判断して頂きたいと要請しておく。 
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【会社】要望は認識している。 

 

エリア手当に関する要求 

 

【組合】表現としては必ずしも寒冷地手当＝エリア手当ではないが、トータルしてこのエリア手当を

新設してきた。置き換えた時点でも各地方から様々な意見があった。地方であるほどエリア手当

に対する意見は多い。特に寒冷地手当をもらっていた地域も含めて。地方と都市部の格差もある

し様々な物価も考えたらアーバンエリアについても、このパーセンテージで良いのかと思う。そ

こは制度が導入されてもう２０年近く経っているからパーセンテージの比率も含めて検討して

ほしい。当時と比べて物価物価上昇率はどうか、色んな事も加味して考えてほしい。一駅違った

ら１０％が１％になったりの矛盾もある。 

【会社】趣旨は理解した。地域別での物価はそれぞれでどこかで線を引かないといけない。当社は都

市手当からエリア手当という。市区町村でＡ級地Ｂ級地としていたものをエリアという広範囲に

置き換えた。当時は同じ社内で異動しても級地が変わる事で都市手当が変動した。考えた方が良

いのではないかという指摘を真摯に受け止めたいと思うが、全社員がもらっている手当なので非

常に多額であり糸口として難しい。採用とかも考えたときにエリア手当の有効性というのもある。

いろんな状況を考えると、いい形での改正が非常に困難な手当の一つだと思う。今のエリア手当

は議論の果てに至っており一定の合理性がある。 

【組合】最低ラインは３％とかに引き上げられないか。 

【会社】どう改正しても全員に影響がある非常に重たい手当で、議論を積み重ねて今に至っており一

定の合理性はある。 

【組合】新たな組織が生まれるタイミングでエリア手当についても少し底上できないか。 

【会社】エリア手当は万能ではないし不満があるのも理解している。 

【組合】境目で勤務している人もいて、在勤地と居住地を比べて高い方にして貰えないか。 

【会社】同じ職場で居住地が違うから手当が全然違うのは、それはそれで問題だと思う。在勤地で統

一して運用するのが良いのではないか。全社員に及ぶ非常に大きな手当であり貴側からのご要望

に応えるのは現状では非常に難しい。 

 

深夜勤務等手当について 

 

【組合】回答ではその区分および手当の水準を妥当としているが、何をもって妥当と判断しているの

か。会社はダイヤ改正で終電を繰り上げる等の措置をとり、夜間の作業間合いを拡大し年間の作

業量を平準化し回数を減らして劣悪な労働条件を改善し作業員を確保していくと言っていた。し

かし結局は夜間の作業時間が長くなっただけで労働条件が悪くなり、作業量が増える。列車間合

いが増えればそれだけ作業量も増える。外注で言えば１００ｍのレール交換が２００ｍ、マルタ

イでも１００ｍが１５０ｍになったり。今まで以上に減便とか夜間の間合いの拡大という事で業

務量が増える事も懸念される。確かに深夜勤務手当が支給されているから良いかもしれないが、

仕事量が増えていく、それに見合ったものを考えてもいいのでは。何年か前にも日曜拡大間合い

というのが導入されて、本線系でも通常２時間くらいだが貨物を切って４時間ぐらい間合いを作

った。その間でロングレール交換等いろんな仕事をするが、日曜ならこの倍ぐらい増える。平日

の夜間の労務単価より逆に減る。それだけ長時間働かせて、なぜ単価が下がるのか、労働者の体

に負担を負わせて。日曜拡大間合いばかり使われるなら日曜日の夜には労働者は集まって来ない。

日曜日の夜は家で過ごしたい。毎週のように日曜から月曜の夜中に駆りだされたら絶対集まって
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来ない。夜間、仕事するという事は体を酷使しているから、こういう手当ても出てきたと思うが、

今後の環境変化もあり金額を新たに設定できないか。 

【会社】深夜の労働で夜勤手当をさらに越えて、一回当たりの金額を支払っている。金額という形で

やっているのが今検討すべきところだと思う。 

【組合】会社の安全やサービスの考え方では、職種で金額を色分けするのはどうかと思う。安全を担

う重さは職種が違っても変わらない。ＪＲの安全やサービスを支えている。会社はワクチン接種

でも、輸送の中枢を担う指令員優先させたが、指令員だけが中枢ではなくＪＲ西日本で働いてい

るグループ会社も含めた皆が中枢である。重さは一緒であり１号２号で分けるのはどうなのか。

そういう考え方はもうやめればいいのではないか。ＪＲの今の就業規則の中でも乗務員や運転に

携わる人を重きに置いている制度が随所で見られる。皆一緒に安全を支えるのだと思う。 

【会社】基本的にはどの系統どの業務も同じく安全や計画、サービスや鉄道事業に従事して頂いてい

るという考えのもと、現行の賃金制度を作った時に出来る限り整理をしてきた。夜間で働く事に

対する負荷を考えて今に至っている制度だと認識している。それぞれの作業で手当があるよりも

基本給に入れた方が良いのではという話もあった。ご指摘は真摯に受け止めた。 

【組合】統一すればいいだけだから簡単である。 

【会社】その時の働く状況を考慮した上で１号２号という形になっている。２号を上げろという指摘

だと受け止める。 

【組合】今は改正できないが将来の制度改正を考えるなら、そういう視点でも考えるべき。昔の概念

にとらわれず、今のいろんな環境変化とかも含めて、地上職の任務が重くなっている。触防改正

でも任務が多くなってきている。そういう視点で制度改正を考えてほしい。夜間看護手当等も含

めて底上げを要求している。 

【会社】指摘は受け止めたい。 

 

職務手当について 

 

【組合】この間の環境変化も多い。国鉄時代からの流れもあり乗務員の方々の基本給は地上勤務より

多い。そういう考え方なら見直さないといけない。 

【会社】乗務員手当の見直しもしてきたのはご理解頂いていると思う。地上職の方に比べれば高いと

いうご指摘を頂いている。 

【組合】地上職勤務の関係は基本給も含めて見直さないといけない。昔と比べると全然違う。 

【会社】地上職の方にそういった思いがあるというのは理解する。 

【組合】将来的に考えると簡素化すれば良い。基本給の中に様々な手当を加味した上で誰もがわかる

ような形で作ればいい。 

【会社】そういう議論だった。 

【組合】異常時対応とかの手当は残ると思うが、通常の業務で発生するようなものは加味してやれば、

逆にシステムとかは経費節減になる。地上職と言われる方々の底上げは考えていくべきだと思う。 

【会社】シンプルにするべきだという考え方で制度を作るべき、というのは真摯に受け止めたいが現

時点でご要望に応えるのは厳しいと思う。 

【組合】大きな制度改正になるまでに何かできないか、すべきだと思う。地上職の方々へのいろんな

対策が重くなっている。何かある度に様々な対策が生まれている。 

【会社】環境変化や働き方が変化しているかもしれない。改札の仕事の中身や出札の機械も変わるし、

運営体制も変わっている。それに見合った手当ではないのではないかということか。 

【組合】必ずしも今の環境に適したものではない。現場の労働者が納得できるものでないとは思う。
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地上職の方々に一つでも二つでも何か考えて頂きたい。 

【会社】強いご要望があるという事は受け止める。 

 

災害等出勤手当について 

 

【組合】前にも議論したが、何かの事情で電話がかかってきて職場へ行き、その事象が片付いた時に

労働実態がなくても呼び出しの手当はつけます、という事であった。ただし、呼び出して車で職

場に向う途中で片付いたら出ない。 

【会社】現場の運用の中であると思うが、どこかで線を引かないといけない。 

【組合】時間帯にもよる、睡眠を邪魔されて。そこで業務指示が発生しているので全く何もないとい

う訳にもいかない。 

【会社】会社まで出てきてくれたら労働実態がなくても支払う。 

【組合】例えば電話がかかってきた時間を見るとかは必要だと思う。途中まで向かっていて、もう帰

っていいと言われたら最悪だろう。 

【会社】そうならないように、連絡は必要最低限やるべきだと思うが、事象によっては読み間違えて

社員の方に迷惑をかける事もあると思う。会社としても柔軟に運用していかなければと思うが、

どこかで線を引かないといけない。 

【組合】職場に来たという線は引いているが、職場へ行く途中の部分についても何らかの措置をすべ

きではないか。どこで線を引くかだが、どこまでなら認めるのか。 

【会社】呼び出しの電話で３０分後に解決したという連絡があれば、その３０分を見なければいけな

い。呼び出した時間からという概念で線引きできないか。 

【組合】呼び出してから職場に行って仕事をして解除される時間全てを見るべきだ。そうでないと公

平感がない。職場へ行く場合途中帰っていった人は災害特別警備手当も超勤も何もない。それは

ひどいのではないか。交通手段がなくてタクシー呼んで途中で帰る人のタクシー代は払ってくれ

るのか。 

【会社】タクシーで来るように指示して途中で返すなら、問題があるかもしれない。 

【組合】寮に住んでいて夜間に呼び出され交通手段がなかったらタクシーで来たりする。何分だろう

が、呼び出した時間から最終的に解除されるまで実際に職場へ着いた人と仕事をした人が手当を

頂くが職場へ向かう過程の部分についても何か見ないとだめなのではないか。 

【会社】そういうご指摘を頂いているのは受け止める。 

【組合】一番損するのは職場にたどり着けなかった人で夜間に起こされて次の日も仕事だと最悪であ

る。そういう人に対しては何らかの措置が必要である。出てこいという業務指示をしてるのだか

ら、それに対して何も無いのはあり得ない。 

【会社】会社としても指示した場合には、その労働時間と別に手当を払う。 

【組合】職場まで来れなかった人の事である。 

【会社】基本的に労働してるわけではないという考え方をすれば、あまりにも冷たい言い方になるの

で労働がなくても職場に来た人まではちゃんと払いましょうという事で、別途手当を払うという

制度である。職場にたどり着けなかった人も何らかの措置をという主張があるのは理解する。 

【組合】シニア社員契約社員に対しても同様とすること。 

【会社】要求は受け止める。 

 

以上 


