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西日本会社 ２０２２年春闘 

［４回目交渉］ 

 

Ⅲ．勤務手当に関する要求 

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) 

【回答】現行の取扱いを変更する考えはない。 

 

【組合】制度が発足して労働環境の大きな変化で社員の責任の重さが増している状況から政策改善す

るように要求している。 

【会社】業務内容の変化に合わせて手当を支給せよ、と理解した。社会の変化で無くなった業務もあ

れば、新しい業務もあり７時間４５分や７時間１０分の勤務時間内で、どの業務にどう従事して

頂くか、それが全て手当で変わるものではない。手当の対価として基本給があり、特殊な作業に

ついて一部手当が存在するのが基本的には基本給に含まれる。 

【組合】労働環境は変わってきている。作業する人数や、本人の責任の重さ等、大きくなる労働者の

負担に応える手当が必要ではないか。ワンマンの両数や路線拡大施策がある。乗客に対する安全

確認が乗務員１人に変わってきている。ワンマン手当はあるが両数拡大も含めて乗務員に対する

負担は、増える傾向でありワンマン手当は見直しが必要ではないか。 

【会社】ワンマン拡大に伴って両数が増えたらお客様が多くなり、列車間合いを変えたりしている。

手当で返せば皆満足して働けるという事でもない。必要な安全や営業施策についてはきちんと他

の面で確保しなければならない。ワンマンというのは、そういったもので、車掌と一緒に乗務し

ていたのが無くなる事があると思うが、全ての線区ではなく、状況の変化やお客様の状態も踏ま

えて、ワンマン化でハード設備も充実し、きちんと業務に従事出来るように、様々な面で対策を

立てながら進めている。ワンマン手当は４５０円と非常に高い設定であり、すぐに改正する考え

はない。業務は変化し未来永劫同じ作業ではない。世の中が変わればお客様の乗り方も変わる。

我々の業務も変革している。なくなる部分があれば、新しくできる部分もある。トータル的に考

えて業務が遂行できるようにしている。作業が増えたから負担に感じ手当を、という気持ちは理

解するが、現時点で改正する事は考えていない。 

【組合】個々人の労働者の負担に応えるのは手当だと思う。お金に変わる負担軽減が明確にあるなら

納得するが、この間の会社の動きでは現行よりも負担が増えるという事が見越せる。 

【会社】負担というところが具体的にわからない。 

【組合】２両が４両になり、データイムに限られていたものが通勤時間帯も含め拡大されていく等の

変化があり、乗務員の精神的な負担が増えている。 

【会社】７時間１０分という勤務の中で、どの業務に従事するかは変わっていない。車掌との打ち合

わせも含めて作業がなくなっている部分もある。運転間隔や停車時間等も考えながらやっている。

昔は手作業で処理していたのが、機械での入力になり、負担と思う人もいれば楽になったという
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人もいるかもしれない。それぞれが様々な思いで働いている事を理解して、一律に手当という形

ではなく、様々な面でカバーしながら業務ができるようにしていく。 

【組合】指導手当の新設では、技術継承がうまくいっている職種もあれば電気・車両・施設等厳しさ

が増している職種もある。技術継承は重要であり対策として体制と手当が必要である。 

【会社】技術継承は重要である。業務を変えようとすれば今を知らなければいけない。変えてはいけ

ない所まで変えたりする事があるかも知れない。技術継承ができていない部分があるという指摘

は真摯に受け止めたい。 

【組合】交番検査は屋根に上がる作業等があるが高所作業手当は無くなっている。 

【会社】高所作業は危険を伴う事もある。車両職や電気職なら上に登って転落する可能性もある。電

気なら感電する可能性もある。保線でも重い物を持つ時等、鉄道マンとしてそういう状況は考え

られるがすべて手当でカバーするというのは、一つ業務が増える度に一つ手当を作り、作業がな

くなったら手当も無くしますという時代でもない。特殊勤務等は、時間的に従事した事について

出ている。お支払いする部分は災害等特別準備手当とかで高所作業用はない。 

【組合】Ｃ加給は乗務員勤務の休憩だが拘束されているという特殊性からでた要求である。 

【会社】Ｃ加給は労働時間を差し引いて休憩時間で払う賃金で労働の対価がない中でも払ってるので、

働いてない時間にこれ以上の拡大はないと思う。 

 

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。 

【回答】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。 

 

【組合】酔客が座席に嘔吐されると指令からの指示で終電後に掃除に行くが手袋等で感染防止しなが

らの作業で、汚損手当の支給を要求する。 

【会社】現時点で汚損手当を支給する考えはない。 

【組合】現場では会社に申告して時間分の手当ては欲しいという意見が多い。 

【会社】業務的な対策で必要な事を考えるべきであり手当があれば良いと言う訳ではない。 

【組合】保線で言えば動物の遺体処理の考え方と似ている。野生動物からの感染の恐れとかでマニュ

アルを作っているが、それと考え方や性格が似ている。 

【会社】動物の遺骸処理は感染するとかしないとかで仕組みを作っているわけではない。列車の運行

を支障するような場所に動物がいて、できればすぐに移動させたいという緊急性もある。汚損に

よる感染対策として、昨年事務連を出させて頂いているが、お金を払えばそれで良いという話で

もないと思う。 

【組合】汚損の処理は放置すると車両運用にも影響する。早期に対応して欲しいという場面もあるか

もしれない。あまりにもひどいと検修社員に電話がかかってきて対処をする事になり、似た部分

がある。 

【会社】汚損は車両を整備する上で予定されている業務で、関係する職種の方には汚損作業があると

いうのが前提であり、手当をつけますという事ではない。 

【組合】車両のトイレタンクを掃除するのはメンテックの方でそこは手当がある。それを抜き取った

後に溜めるタンクを掃除するのは去年から直轄になったが手当がついていない。ある程度溜まる

と掃除したり抜いたりするが、毎日の作業ではなく作業ダイヤには入っていないので誰もやりた

がらず溢れるまで放っておく事になり、手当をつけて欲しいという声がある。委託していたのが

また直轄になるという時に、そういう事例が出てきたら対応して頂きたい。 

【会社】そういう例もあるかと思う。業務は変化していき、直轄に戻ってくる作業もあれば、なくな
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るものもある。新たな機械が開発されて作業が変わる事もあるが基本的には新たに手当をつける

のではなく７時間４５分や７時１０分の中で業務内容が変わると考える。それらを踏まえてトー

タル的には検討すると思う。 

【組合】コロナ禍で直轄や外注の業務の見直しも行われている。臨時で発生する仕事で作業ダイヤに

ない作業をするのに手当は無いのか。直轄と外注の持ち分を変更すれば職場から声が上がるのは

当たり前である。現場の対応が追いついておらず整備されていないという一つの例である。保線

の遺骸処理や車両系の汚損、汚物処理は作業ダイヤにない臨時的な作業であり「それも業務の一

環である」と言われるとどう感じるか、感情的にはそういう作業でも頑張ろうとしているのに手

当は無いのかとなる。業務の持ち替えを含めて会社としても丁寧に見てほしい。 

【会社】そういう事が起こっているというのは受け止める。 

 

Ⅸ．新型コロナ禍に関する要求 

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。 

【回答】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、現行の取扱

いを変更する考えはない。 

 

【組合】感染力の強いオミクロン株が出てきて、業務に起因したりしなかったりの事案が増えている。

業務に起因した濃厚接触者が後日陽性反応を示した時には１００％の賃金補償をすること。 

【会社】病欠に変わるのでゼロである。業務に起因して職場で陽性者が出た場合については、職場の

メンバーに対しては１００分の１００にするという制度に改めたという事である。病気の発症に

ついてはゼロである。風邪をひいた時も病欠である。インフルエンザで感染したときも病欠でゼ

ロである。感染者は出社制限ではなく、病気で労務を提供できない状況なので対価はない。 

【組合】保健所又は会社から濃厚接触者に指定されて出社禁止は１００分の１００だが発症したらゼ

ロというのはあんまりではないか。オミクロンは感染力が強いので確実に２日か３日後ぐらいに

症状が出る。 

【会社】元々病欠はゼロで、濃厚接触者になったら就労制限で、本人は元気だが労務を提供できる状

態ではない、出社したら他の人に感染させる可能性もあるが濃厚接触者で感染者ではない、とい

う疑わしい状態である。就労制限であって１００分の６０を１００分の１００に変えたという経

緯がある。貴側から濃厚接触から陽性になった場合は１００の１００にすべきではないかという

要望を頂いていると受け止めている。 

【組合】業務に起因し、家族にも感染者がいないとなると、その業務によって感染した事が限りなく

疑わしくなる。その場合については１００分の１００ではないか。本人が好きでなる訳ではない。 

【会社】業務が起因で発生する、濃厚接触者というのはそれを発端で濃厚接触が誰かを決めるが、実

際の感染場所の特定は難しい。濃厚接触者がこの職場の、この場所でというのは特定できる。ど

こでどう感染したかというのはコロナだけではなくて、ほかの病気でも同じだと思う。実際に病

気になり業務ができない状態というのは、基本的には病欠の取り扱いになる。 

【組合】そういう言い方なら、濃厚接触者で症状が出て検査後に陽性反応なら会社に申告しなくなる。

濃厚接触者の間は１００分の１００で、それ以降感染したらゼロだとなると誰も正しく申告しな

い可能性が出る。感染しても隠したまま完全に治らないうちに出社して他の人に広めていくとい

う事になる。 
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【会社】申告してもらえると会社は信じるが。 

【組合】いきなりゼロだと言われて不利益になるなら申告しないだろう。。 

【会社】労務提供できないから不利益ではない。働いていないから不利益ではないと思う。そういう

懸念があるという指摘は理解するが、会社としてはきちんと報告して頂いていると思う。 

【組合】家庭内感染では家族の誰かが陽性になり家族の中で濃厚接触者が出た後で出社禁止となる場

面はこれからも出てくる。「業務に起因した濃厚接触者で１００％賃金が補償されて休んだ者」

が他の家族は陰性で自分だけが陽性になり自宅待機して基本的に外出していないなら、職場の陽

性者からうつったと考えるのが普通ではないか。 

【会社】今のオミクロンになって発症のスピードが速くなっており、濃厚接触者として以前のような

期間をとる必要はない。今は発症者が１０日で濃厚接触者は７日になっている。どうしても業務

上必要性があり早めに出なければいけない場合は５日後にもう一度ＰＣＲ検査を受けて陰性な

ら出社できる。 

【組合】他の家族もコロナで発症せず症状もなく本人が後から症状が出たら濃厚接触者から移ったと

考えるのが普通である。様々な改正をしている事は確かで少し頑張ればできることである。 

【会社】労務が提供できないのは事実である。 

【組合】普通の風邪とかではない。インフルエンザならマスクをして手の消毒を徹底すればほぼ感染

しないという事は、この２年間で証明されているが、コロナの場合は違う。特殊な事情を考慮し

た何らかの配慮が必要ではないか。普通の病気＝ノーワーク、ノーペイ、濃厚接触者が陽性反応

を示せば病気なのでゼロですと捉えるのはどうなのか。 

【会社】陽性者は労務を提供する意思はあるが提供できない体の状態になっている。それに対して濃

厚接触者の場合は労務を提供できる体の状態である。発症していないし熱もないし体も元気だが

隣の人から陽性が出て連座しているからその分は１００分の１００ということにしないと陽性

が出た人も気を遣う。自分が陽性になり隣の人の賃金が１００分の６０にカットされると心苦し

く、その後の出社時にも困ると思う。いろんなパターンがあるが、どこかで線を引かないといけ

ない。更なる要望は理解する。 

【組合】検討の余地はあると思う。 

【会社】前回見直したところであり、今はこれ以上の見直しは考えていない。 

 

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。 

【回答】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。 

 

【組合】学校や保育園で感染者が出ると休校や休園で自分の子どもは感染していないが保護者として

対応しなければいけないという事も社会問題になっている。企業としても、そういう場合に安心

して子供の面倒を見れるような手立を考えられないか。介護休職の制度はあるが無給である。不

可抗力であり賃金面の補償を含め特例で何らかの対応はできないか。 

【会社】趣旨は理解しているが、賃金１００％補償はなかなか難しい。制度の一時的な拡充で無給だ

が休みが取りやすい環境にしてきた。インフルエンザと違い今回のコロナは規模が大きく発症す

る確率も高く１００％の支給にという要望は理解している。 

【組合】国とか行政でも欠席を余儀なくされた生徒は欠席扱いしない等の措置を取っている。企業と
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して制度は拡充しているというが賃金面の補償も含めて考えるべきである。 

【会社】賃金は払っていないが制度は拡充してきているのはご理解頂きたい。保存休暇も含めてでき

る範囲でさせて頂いている。民間企業なので発想は違うと思う。勤務の配慮プラス賃金面でさら

にという要求は受け止める。 

【組合】昨年はコロナに関連した分野については改正の余地があるとの態度表明があったが今年はそ

ういう言葉も何もない。２年連続の赤字、長期債務の数字、オミクロンで先行きが見通せない等

で制度改善に関わるような話が一つもない。去年から比べれば会社の考え方や臨む姿勢が後退し

ている。 

【会社】気持ち的に後退してるつもりはない。必要なことはやるという考えは変わらない。前回の見

直しをご理解いただきたい。対策は継続しており途中で見直しをやめたわけではなく理解をして

頂きたい。 

【組合】何らかの検討はしてほしい。 

【会社】主張は理解している。 

 

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。 

【回答】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。 

 

【組合】一時帰休は通常なら協定上で１００分の６０だが、コロナという特殊事情で１００分の１０

０を保障する。会社の考え方は一時帰休をする事により、国からの補助での雇用維持という観点

で実施しているが、今後コロナの感染拡大が収まらず国の制度や補助が段階的に縮小された場合

に一時帰休を実施すると１００分の６０と考えているのか。 

【会社】可能性は否定しないし、あると思う。 

【組合】一旦１００分の１００を特例で実施して、今度は本来の姿に戻すというのは感情的に受け入

れ難い。そこは会社としても考慮してほしい。長期化すれば当然会社も考えてくるだろう。 

【会社】一時帰休は雇用の確保でお客様の減少に伴い業務量が減少し、休みを出しても業務が回る状

態になった中で会社が就労制限をかけるので１００分の６０で、労務の提供は無いが６０％にし

て雇用の維持を図るという事である。趣旨はそうであり、雇用の確保の為に一時帰休の実施をせ

ざるを得ない状況になった時には１００分の６０は当然あるかと思う。今は国が助成金の制度を

作っており、１００分の１００を払ったとしても、その分が助成金として返ってくるので雇用の

維持が出来る状況が続いている。状況を見て適切に取り扱うべきだと認識している。 

【組合】国の助成金制度がなくなった場合は一時帰休もやめたほうがいい。 

【会社】１００分の１００で一時帰休させておくメリットは無い。賃金をまるまる払ってるのに休む

というのはない。 

【組合】労働者の感情もある。１００分の６０にせざるを得ないという事になった場合は一時帰休を

なくす方が良い。 

【会社】雇用を守るという事と経営状況で休業の制度はあるので、雇用を守るために業務量が減って

も１００分の６０でなんとか乗り切る為のものだと思う。一時帰休自体をなくすという事にはな

らないと思うが、そうならないように社外出向の実施等、様々な手立てを考えているのが実態だ

と思う。 

【組合】国の助成が無くなった時点で一時帰休をやめるのが労使共に良い事である。 

【会社】それで会社経営も守れる、雇用も守れるという状況であれば、あえてやる必要はない。社員

の雇用を守るのが大前提である。そのための手立てをどう取るのかというのはしっかり考えるべ
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きだと認識している。 

 

Ⅺ．その他 

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

不利益な扱いのないようにすること。 

【回答】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。 

 

【組合】育児休職はＪＲになって新たにできた制度であり、発足当時は全くの無給で何も保障がなく

休んだ日数で昇給がカットされ、ひどい制度であったが今は実質６割程度の保障が後からつく等、

以前から比べると良くなっているが、昇給は改善すべきである。 

【会社】労務提供が無く昇給していくのはどうか。 

【組合】制度改正で育児休業を取りやすく復帰しやすいという環境を整えてきた。短日数勤務制度も

作って働きやすい環境にしてきたではないか。 

【会社】会社が一番めざしたいのは、できるだけ休まずに働きながら育児ができるようにである。短

日数制度など他の企業にはない形で導入している。育児休職は法律で１年だが当社は３年という

長期で取れるが、できれば短日数制度等を活用して働きながら育児ができる環境をめざしている。 

【組合】ノーワーク・ノーペイとかの壁に行き当たる。 

【会社】賃金というのは労働の対価であるが、頑なに拒否しているわけではない。３年間休んで進級

も止まるとさすがに復帰した時の仕事で不利益があると思い改善をしてきた。これまで昇給につ

いては継続的に働く事で経験や能力が伸びると話していたが、経験がなく能力が伸びていないが

育児や介護の為の休職であるという要望は理解するが、会社としてはそういう考えで設定をして

いる。 

【組合】考え方の転換である。緩和できる部分はある。一時期戦力から離れるだけで復帰して頑張っ

て頂く、それを後押しする制度改善をお願いしたい。 

【会社】女性社員の割合は昔と比べて多くなってきた。会社としても育児と介護を取りやすい環境整

備を続けていきたい。ただ、できれば休むというよりは、働きながら育児ができる環境に力をい

れていきたい。鉄道事業というのはタイムラグがあると経験や技術力で後退してしまう。できる

限り継続して働きながら育児介護をサポートできないかと考えている。 

 

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。 

【回答】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。 

 

【組合】制度としては会社と議論してつくってきた。申請する方は自分の時間で自治体や役所へ行き

必要な証明書を揃えて会社に提出する。申請で手当がありますという制度を作っているのだから、

何から何まで自己負担ではなく、住民票等くらいは会社として面倒を見るべきではないか。 

【会社】賃金や手当は労働の対価として支払うのが原則である。証明書が必要な物は労働の対価部分

ではなく、個々人の生活や環境の変化に合わせて手当等を設定している。受け取る際にかかる

様々な証明書はできる限り簡素化に努めているが、どうしても手当の支払いで確認が必要になる
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証明については申し訳ないが社員に負担をかけていると認識している。要望は受け止めるが、今

後も電子化等で取り組んでいきたい。 

【組合】些細な事だがコロナ禍で労働者が会社を見る目も変わってくると思う。 

【会社】例えば出産休暇は適用拡大している。就業規則では出産休暇も証明書が必要になるが、それ

はもう省略している。負担にならないようにするのは当然で今後も支援できるところはやってい

きたい。 

【組合】役所に行かないともらえない証明ではなく、代用できるものであれば、それでも良いとか、

そうすれば、わざわざ自分の時間を使って役所へいかなくても良くなる。 

【会社】できるだけ負担にならないようにして検討できるところは検討させて頂く。費用を負担させ

たい訳ではない。チケットレス化やペーパーレス化できるものはしていきたい。 

 

Ⅹ．シニア社員・契約社員に関する要求 

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。 

【回答】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。 

 

【組合】この間の制度改正でシニア社員に対して様々な手当で改善され、ほぼ社員同等の水準までに

なったのは会社の努力だと思うが、住宅補給金に関しては社員とシニア社員との間で開きがある

ので要求している。 

【会社】住宅補給金の名前だが、自ら居住する住宅は自らで購入するような行動を会社としても後押

していくスタンスである。一方で長期に雇用される社員がそれぞれの生活設計で様々な住宅の持

ち方の選択を支援する必要がある。寮や社宅や賃貸住宅でもトータルでサポートしていく。社員

がシニア社員になり急激な経済的負担を抑制するという賃貸住宅補給金を支給している。そうい

う意味では、正社員に対するものとシニア社員の物と目的が違っているところもあり全く同じと

いう事にはならない。正社員の生活設計に合わせた支援をしていくというところが、少し趣旨が

違うと思う。 

【組合】一旦退職をしたという分け方をしている。 

【会社】様々なライフステージに合わせたサポートの一環としての金額みたいなものもあり趣旨が違

うと思う。 

【組合】社員の時は住宅のサポート制度でもらっていたものが、一旦退職した後で生活が大きく変わ

るのは労働者として理解できない。退職しシニア社員になっても生活環境が社員の時と大きく変

わるものではないし納得感のある説明では無い。賃貸で家賃補助が今３万円ぐらいあるがシニア

になると５，０００円になる。実質２５，０００円の落差はなんとかして欲しい。 

【会社】そういう目線で見れば気持ちは分からなくはない。会社として過去に支給しないという形で

一旦整理された議論の中で、次の制度でやろうとの事で今に至っている。確かに金額的に充分で

はない、落差は実際あるが。一方で会社としても支給の趣旨目的等を考慮して仕組みを作ってい

るので理解して頂きたい。 

【組合】基本給もだが社員と制度の差が発生する。シニア社員は一旦退職しても正社員と変わらない

条件で引き続き働く。様々な手当てについて会社は改善しているがこれからも社員に準じた取り

扱いを考えるようにしていただきたい。 

【会社】意見として伺う。 

以 上 


