
 

- 1 - 

 
 
 
 
 
�

《私たちの要求》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《申 28 号申し⼊れ 組合趣旨説明》 
  

職場討議資料 2022 年  3 月  2 日発行 

申28号「２０２２年度賃金をはじめとした総
合労働条件の向上を求める申し入れ」に関する趣
旨説明をおこないます。 
 
この「２０２２年度賃金をはじめとした総合労
働条件の向上を求める申し入れ」は、基本要求と
付属要求（申33号 ２０２２年度賃金をはじめと
した総合労働条件の向上を求める付属申し入れ）
の二段構えになっている異例の要求です。この要
求方法の趣旨は、ＪＲ東日本が発足以来初めてと
なった赤字経営下で、現場がどれだけ努力してき
たのか生の声を団体交渉に反映させるだけではな
く、現場第一の精神を基礎にして、その第一線で
奮闘した社員の努力に誠実に向き合い、応えるこ
とが経営責任として存在しているからです。そし
て、「厳しい経営環境」という言葉によって強い
る我慢には限界が生じていることを強く訴えるた
めです。このような要求は「輸送サービス労組に
しかできない」と自負しています。この間、労働
組合運動の基本である職場からの運動で創り上げ
られた、重要かつ貴重な要求内容ですので、働く
者に向き合い、誠実な回答を示していただくこと
を強く求めます。本日は趣旨説明の場ですので、

第２回交渉以降の重要な課題として重く受け止め
ていただきたいと思います。 
敢えてそのように申し上げるのは、この間の会
社姿勢があるからです。申27号（「特別昇級」の
実施を求める申し入れ）で要求している「特別昇
給」の実現に関する申し入れは、定期大会直後に
提出した申１号（「エッセンシャルワーカー」に
相応しい賃金の実現と「いのち」「安全」を絶対
的価値基軸としたJR東日本の輸送サービスを実
現する申し入れ）にも掲げた要求です。しかし、
未だ団体交渉は開催されていません。年末手当交
渉に踏まえた申19号（心の豊かさと明日への活
力が実感でき、安全な輸送サービスを実現する申
し入れ）交渉も同様です。申19号第１回交渉に
おいては、労使協議を進めていくうえでの前提が
崩れている（会社回答書内容の記載内容の複数箇
所誤り）中で、団体交渉は中断せざるを得ません
でした。その後、幾度となく交渉再開に向けた要
請を続けています。様々な問題が生じ、その問題
を克服するために窓口間の議論があることは理解
しています。それは問題解決のための論議は重要
だからです。しかし、解決したのならば次はどう
するべきなのか具体的にならなければその苦労は
水の泡になってしまいます。特に、未開催になっ
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ている指摘した交渉について、その開催の意思は
述べられても、それが具現化されることがなけれ
ば意味がありません。あえて苦言を呈しておきた
いと思います。 
輸送サービス労組は、会社施策を進めるためだ
けに存在しているわけではありません。組合員の
利益を守り、生活を向上させるために存在してい
ます。会社施策に偏った団体交渉期日の指定では
なく、組合員の切実な声に向き合うための団体交
渉を行なうことは、誠実交渉義務を負う会社の責
任です。この組合員の切実な声に基づく要求に、
何も考え方を示さない姿勢は、経営にとって最も
重視するべき現場を「軽く見すぎていないか」と
思えてなりません。コロナ禍という困難な状況で
あっても、黒字基調の健全経営に向けた一定の道
筋は見えてきています。決して楽観視するつもり
はありませんが、それでも現場の努力と協力なし
には、その道筋を確固たる道にすることなどでき
ません。その意味で、未来を創造するために重要
な位置づけを持った本交渉であることは理解して
いただけると思いますので、会社の姿勢を現場の
想いに基づいて示していただくことを強く訴えま
す。 
全ての組合員が注目するこの交渉は、働きがい
と生きがい、そして、こころの豊かさを感じ、何
よりも安全を最優先しなければならないＪＲ東日
本で働き続ける活力となる賃金を実現するため
に、重要な交渉であることは言うまでもありませ
ん。私たちは、この２年に及ぶコロナ禍での先が
見えない不安の中でも、地域交通・公共交通とい
うエッセンシャルワークとしての自分たちの仕事
に向き合い、世の中から必要とされたエッセンシ
ャルワーカーとしての自覚と責任は、エッセンシ
ャルサービスとして社会的評価を得るまでになり
ました。そこにおいて重要なことは、エッセンシ
ャルワークとしての「輸送サービス労働」の価値
を明確にすることです。その重要性とこの２年間
の現場から創り出したＪＲ東日本への信頼、その
信頼を維持するために努力し続けた組合員は、正
当に評価されるべきです。したがって、会社の的
確な判断を冒頭から強く要請し、本要求項目に対

する回答は３月18日までに行うことを前提とし
て、要求の趣旨を述べます。 
 
 
第一項では、賃⾦引き上げにあたっては、２０

２２年４⽉１⽇以降のＪＲ東⽇本輸送サービス労
働組合員の基本給及び基本賃⾦を⼀律4,000円(定
期昇給を含まない)引き上げること。なお、ベー
スアップは「物価上昇分を考慮した⽣活維持向上
分」であり、エッセンシャルワーカーの労働価値
への対価として格差なく公平・公正に実施するべ
きことから、所定昇給額を算出基礎としないこ
と。を求めています。 
そして第二項では、労働者にとっての“働きが
い”“⽣きがい”“こころの豊かさ”と安⼼した⽣活
設計を構築していくために「労働条件に関する協
約（令和３年10⽉１⽇締結）」第258条に基づ
き、定期昇給を実施すること。なお、その際の昇
給係数は「４」とすること。を求めました。 
これまでの労使交渉の歴史では、ベアと手当の
性質に違いがあることを確認してきました。それ
は、ベースアップと定期昇給との関係において
も、その性質に違いがあることは言うまでもあり
ません。趣旨説明は総体的に申し上げる部分もあ
りますが、申28号として要求しているそれぞれ
の項目は、その性質を踏まえて区別して議論して
いくことを予めお願いし、その考え方を述べま
す。 
 
基本給及び基本賃金の4,000円引き上げの根拠
は、申し入れ項目にある通り、昨年の申20号交
渉で「物価上昇分を考慮した生活維持向上分」と
してのベースアップの性質を確認したからに他な
りません。そして、日銀による１．１％の物価上
昇予測に踏まえて、消費者物価指数の上昇に賃金
が追いつかず、組合員の生活が社会環境の変化に
取り残されることのないように要求するもので
す。そして、そのための会社支払い能力は十分す
ぎるほどあります。それは、経営体力とは単純に
収入に比例しているものではないからです。 
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２０２１年度第３四半期決算では、コロナウイ
ルスによる影響の反動などにより増収となったも
のの、単体で営業収益１兆797億円を計上しまし
た。また、これに伴い本業の経営体力を示す営業
利益は、△327億円を計上し、赤字幅を大きく狭
めました。四半期純損失が697億円で、２０２１
年10月28日に発表した２０２１年度通期の業績
予想を変更するまでには至っていませんが、利用
者の戻りとともに、現場第一線で努力し続けた結
果が示されていると言えます。 
しかし、２期連続の赤字が計上されようとして
いる現在でも、会社倒産の危機には至っていませ
ん。それは、新宿南ビルの売却が報じられ、回転
型ビジネスが軌道に乗り始めましたが、このこと
で分かることは、ＪＲ東日本が保有する資産価値
は高く評価され、これまで現場が汗し努力の積み
重ねによって蓄積された利益剰余金の規模からし
ても、経営の足元が揺らぐ状況にはないと思える
からです。ましてや、過日おこなわれた「コンプ
ライアンス・情報セキュリティ全社員教育」の冒
頭のビデオメッセージに立った経営幹部は、現経
営環境下での成長投資について「リスクテイク」
という言葉を用いて、文字通り「リスクを取りに
行く」という投資のあり方に言及しています。敢
えてリスクに向かって行けるという経営のあり方
は、経営体力が十分に存在することを証明するも
のであり、それは同時に、社員に還元する体力を
有していることを証明しているとも言えます。
「失敗を恐れては、企業経営はできない」という
経営者としての心得を語られそうですが、人への
投資には失敗はありません。逆に、公共交通とし
て安全な鉄道、利用者と地域に信頼される鉄道と
して、未来にＪＲ東日本があり続けるための原動
力として、人への投資は何よりも有効であること
を強く訴えたいと思います。そのための支払能力
は十分にあることを重ねて訴えておきたいと思い
ます。また、２月 10 日に開催した第２回定期中
央委員会では「運賃見直し」の必要性についても
議論しています。すでに、２月 16 日には交通政
策審議会での議論も開始されていますが、安全投

資や人材への投資にも活用するべき選択肢の一つ
であることは付け加えておきたいと思います。 
 
さらに、柔軟な働き方や業務の見直しにより、
働き方が大きな変化点を迎えています。しかし、
働き方や働く環境が変わっても、労働密度が高ま
り労働だけが強化され、賃金をはじめとする労働
条件は向上していません。生産性向上は企業経営
にとって必要なものかもしれませんが、社員の雇
用に関わる重要な問題という点では、労働組合と
しても真摯に受け止めなければならないと思いま
す。だからと言って、生産性向上の結果、労働者
だけが我慢を強いられることはあってはならない
ことです。だからこそ、生産性向上分は労働組合
として言い換えれば「施策努力分」になると言い
続けてきた所以でもあり、その成果は労働者に対
して還元されるべきです。 
いま、「コロナ前には戻らない」という考え方
の下で、施策が打ち出されています。今の矢継ぎ
早に進められる施策は、将来のＪＲ東日本を見据
えて「変革２０２７」に基づくものであることは
理解しています。現在示されている施策には様々
な賛否があり、手探りで実施されようとしている
現状は否めませんが、今ほど生産性向上施策が進
められている時はありません。会社は、これまで
の団体交渉において、「ベアの原資は生産性向上
により生み出されるもの」という考え方を示して
きました。会社はこれまでの歴史的事実から逃げ
ないでいただきたい。決してその場しのぎの回答
を行なってきたとは思っていません。あえて歴史
を振り返る意味でも、改めて歴史的経過を述べさ
せていただきましたが、この労使協議の歴史は消
えるものではありませんので、この歴史を知る一
人の責任者としても、会社が「責任ある立場」で
回答したことの履行を強く求めるものです。 
 
次に、ベースアップの判断に所定昇給額を算出
基礎にしてはいけない根拠を述べます。 
そもそも「所定昇給額」とは、定期昇給そのも
のであり、定期昇給を実施するために設けられた
制度、金額です。現制度がつくられる過程でも、
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「所定昇給額」＝「定期昇給」であることを認
め、その認識の下で労使交渉がおこなわれ合意し
てきた歴史があります。定期昇給とは、これまで
会社も認めてきたように「１年間の労働とそこで
得た経験と能力に対する対価」として全社員に平
等に行われるべきものであり、ベースアップとは
全く性質が異なる賃金上昇のシステムであること
は、労使共通の認識として異論はないと思いま
す。 
２０１４年から２０２０年までの賃金引上げの
歴史の中で、所定昇給額を算出基礎にしなかった
ベースアップは、２０１７年と２０１８年の２回
しかありません。ベースアップは「賃金テーブル
（基本給表）」の書き換えを指すことは言うまで
もありません。人事・賃金制度が見直されたこと
によって、それまでＪＲ東日本の賃金制度に存在
していた「基本給表」が廃止されました。この基
本給表の廃止によって、賃金テーブルの書き換え
というベースアップの原則が曖昧にされてしまい
ました。しかし、基本給表が廃止された中でも、
昨年の交渉でも明らかにされたように、基本給の
中には「職責」「職能」「等級」「年齢」等の考え
方が含まれています。そして、「社員一人ひとり
の基本給」が決められています。 
会社は、「分かりやすさ」「納得性」「公平性」
「職責に応じた処遇」を理由に、ベースアップの
算出にあたって所定昇給額を用いてきました。し
かし、これまでも述べてきたように、職責に応じ
た処遇は制度の中ですでに行われています。だか
らこそ、ベースアップのあり方とその考え方を明
確にするための労使協議に時間をかけ、「物価上
昇分を考慮した生活維持向上分」としてのベアの
考え方を労使共通の認識へと高め、この要素は
「誰にも等しくある」のであるからこそ、一律の
ベースアップの実施を要求し続けてきました。 
 
先ほども述べたように、そもそも所定昇給額と
は、従来まで４号俸という基本給表に基づく定期
昇給額を金額にあらわしたものです。言い換えれ
ば、所定昇給額として定められた金額に「４」と
いう概念は存在しません。所定昇給係数として定

められた係数４は、休職などの勤務に従事しなか
った期間を差し引くために用いられた計算式の一
部であり、それ以外の社員は所定昇給額で定めら
れた金額を昇給させることが、２０１２年に改正
された制度の趣旨であり、改正によって社員と約
束した決めごとです。２０１６年の交渉で、ある
経営幹部が「係数は３でも、２でも、１でもい
い」と発言したことがありましたが、業績に連動
して簡単に変えていいものではなく、そのような
性質でも協約のつくりでもありません。だからこ
そ、カットされた係数２は社員に対して戻すべき
であり、他の労働組合が続々と妥結していった中
でも輸送サービス労組が全組合員の意思として
「特別昇給」を求め続けている根拠でもありま
す。 
ましてや、ＪＲグループの中で唯一おこなわれ
た定期昇給カットは、経営責任の回避とも言える
事態であると言っても過言ではないと考えていま
す。ＪＲ他社では、コロナの影響を受ける経営を
見据え、一時帰休等を実施してきました。そし
て、公的支援も受け入れながら、赤字幅の縮小に
向けて取り組んできました。しかし、ＪＲ東日本
の場合は、ＪＲグループの中でも最も遅く一時帰
休が実施され、しかも本社の一部分の適用に留ま
りました。一時帰休を担い、大変な苦労をされた
皆さんには敬意を表する以外にありません。だか
らと言って、一時帰休が当たり前のように実施さ
れる会社を求めるつもりもありません。 
しかし、自助努力で進むことができるという経
営判断の下に進められたにもかかわらず、大幅な
赤字が眼前に迫る中で、定期昇給カットによって
コストを抑制した歴史的事実は、簡単に認めるこ
とはできません。社員に大きなしわ寄せをもたら
した「経営責任」は強く指摘します。 
そして、定期昇給カットの一方で、一部の社員
に対して通常では考えられない「抜てき昇給」が
おこなわれたということも聞き及んでいます。そ
れは、赤字の中でも業務改革に向き合う姿勢にた
いする評価としておこなわれたと職場では話題に
なりました。私たちには真偽のほどを知ることは
できません。しかし、それが事実ならば、定期昇
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給そのものが、「業績」と「仕事」に対する評価
として考えられ、定期昇給という固定的な考え
方・性質を持つべきものが、評価をもとにした流
動性や柔軟性のある定期昇給に変質させられよう
としていると言えます。そのような考え方には賛
同できないことを明確に述べておきます。それに
加え、所定昇給額を基準にしてベアを支給すれ
ば、定期昇給とベアの区別が全くなくなってしま
うことにもなります。鉄道事業という公共交通を
担うＪＲ東日本にとって重要な「年功賃金」制度
は重要な制度であることは言うまでもなく、技術
集積型産業として存在する以上、年功賃金の根幹
をなす定期昇給制度は堅持するべきです。したが
って、性質の違いを明確にした上で、ベアと定期
昇給の実施に向けた労使交渉を行なうべきだと主
張していることを正しく認識していただきたいと
思います。 
 そして、第三項で求めているように、厳しい経
営状況を理由に、コスト削減、総額人件費削減を
目的にして、社員の賃金引下げをおこなわないこ
と。が全ての仲間の意思ですので、正しく受け止
めるべきです。 
 
 
また、第三項では、総額⼈件費の増加要因とな
っている社会保障費等の法定福利費について、Ｊ
Ｒ東⽇本が経団連に属する⽇本を代表する企業で
あることから、⽇本政府に対し削減・⾒直し要請
を⾏うこと。も求めています。 
総額人件費の削減は、これまでも会社の考え方
として、ＪＲ東日本のコスト構造を見た上で述べ
られてきました。総額人件費とは、所定内給与と
所定外給与、賞与・一時金から構成される現金給
与総額と、健康保険や厚生年金など法定福利費や
法定外福利費、退職金の積み立てなどで構成され
る現金給与以外の人件費として、企業が負担する
べき必要を総称していることは言うまでもありま
せん。２０２２年度版経営労働政策特別委員会報
告の中では、「法定福利費の増大は、賃金引上げ
の効果を相殺し、可処分所得拡大の足かせとなっ
ている」と指摘されているように、社会構造が高

齢化社会に歯止めがかからない中で、法定福利費
の増加による企業負担の増が現実の問題になって
います。「政府には、給付の適正化や効率化など
により社会保障制度の持続可能性を高め、国民
（特に若い世代）の将来不安を払拭することが強
く求められる」という経団連の考えが示されてい
るように、労働者の負担増とともに企業の負担増
につながっている問題の解決を求めていくことは
重要であると考えています。項目にあるように、
ＪＲ東日本が経団連に属する日本を代表する企業
という存在に踏まえ、企業経営の健全化という視
点からも政府への働きかけを要請したいと思いま
す。深澤社長や経団連の重職を担う冨田会長をは
じめとする全ての経営幹部にお伝えいただきたい
と思います。そして、賃金抑制の選択に至るので
はなく、適正な総額人件費の管理を実現すること
を労使共通の課題に高め、持続可能なＪＲ東日本
を創造するために労使交渉を作り上げていくこと
を要請します。 
 
以上のように、申28号の団体交渉のスタート
にあたって、輸送サービス労組の考え方の一部を
述べさせていただきました。繰り返しになります
が、この交渉は基本要求として提出した申28号
と、付属要求として提出した申33号の二段構え
の交渉です。特に、申33号で提出した「113項
目」は、ＪＲ東日本で働く者の真の声です。この
声に誠実に向き合い、適正な回答を改めて要請し
ます。そして、特別昇給の実施、総合労働条件向
上など山積する課題にも誠実交渉義務に踏まえて
対応することを強く求め、趣旨説明とします。 
 

以上 
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