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JTSU-E 申第 11 号 ２０２０年度年末手当に関する申し入れ 

趣旨説明および第１項要求の根拠に対する追加資料 

 

 

1. コロナ禍において組合員は感染リスクの恐怖の中で感染拡⼤防⽌に努めながら以前と変わ
らずお客さまに対して安全安定輸送の提供と質の⾼いサービスを提供してきた。特に営業
職場はお客さまと直に接し、⾃分⾃⾝がコロナウイルスに感染する恐怖の中で業務を遂⾏
している。これまで、過去最⾼利益であったにもかかわらず世間相場や突出感などを理由
に、我々に還元してこなかった。会社は今こそ組合員に還元するべき。 

 
2. ⾚字予想の中でも、コロナウイルスに感染の不安の中で質の⾼い鉄道の安全・サービスを

提供し、現場は収⼊の確保やコスト削減など、⽇々組合員が⼀丸となってこの難局を乗り
越える努⼒をしている。そのことに会社は年末⼿当の満額回答でしっかりと応えるべき。 

 
3. 経営難の時に最初に⾒直すのは⼈件費ではない。2027 年は変⾰ 2027 を発表した時とは未

来予想図が変化している今だからこそ、会社施策を⼀旦⽴ち⽌まって計画を⾒直し、そこ
に向かっていくべきである。 

 
4. 会社は「変⾰」を社員に押し付け、強制配転やインフォーマル活動を強化した結果、社員

は疲弊している。⼿当は業績の反映ではあるが、これまでの回答書でも記載されている「期
待値」であるものならば、今の情勢であるからこそ「変⾰」を担っている社員に年末⼿当
満額回答で期待に応えるべきである。 

 
5. 今回の年末⼿当等は、コロナ禍で社員が感染リスクの不安を抱えながら業務を⾏ってきた

事に対しての賞与であり、業績と切り離して考えていくべきだ。 
 
6. 改札通過⼈数は 75%まで戻ってきた。⼈が動かなければ経済が⽌まってしまうことがハッ

キリした。改めて、⽇本経済の⽀え発展させるには鉄道が必要であり、その鉄道を安全に
運⾏してきた社員を⼤切にするべき。 

 
7. 緊急事態宣⾔とコロナ禍の中、会社を⽀えた社員に対して満額回答を！そして今こそ家族、

社員の幸福の実現を図るべきだ。 



 
8. 年末⼿当は様々なローンの⽀払い、⼦供の学費などを⽀払うための⽣活給となっている。

今こそ内部留保⾦を崩しても、年末⼿当の満額回答を求める。 
 
9. コロナ禍の中、これまでと変わらず現場で働く社員に会社は報いるべきである。 
 
10. ⽉給は、⽇々の⽣活の基本的な消費となっている。催し物や家族旅⾏などの⼤きな⽀出は

賞与を割り当てている。コロナ禍における⽣活費が増え、奨学⾦の返済や、ローンの返済
など⽣活を維持するには年末⼿当の満額回答が必要である。 

 
11. マスコミによると今夏のボーナスの割合は⼤⼿企業で昨年⽐平均５〜６％だという。JR東

⽇本はマイナス 0.5 か⽉なり 15％の減になり、到底納得できない。昨年までは軒並み対前
年⽐増収増益で利益を出しているにもかかわらず、我々に対する還元が少ない。コロナ禍
の不安のなかで⽇々奮闘し、安全・サービスを提供し収⼊確保に全⼒を尽くす私たちに年
末⼿当の満額回答で報いるべきである。 

 
12. 新型コロナの感染の不安の中で⽇々業務を⾏い、安⼼してご利⽤できる鉄道を提供してい

る。単年度の⾚字だけで判断するのではなく、JR東⽇本の健全経営を成し遂げる原動⼒で
あり、エッセンシャルワーカーとして安⼼して働くための⽣活を⽀える年末⼿当の満額回
答を求める。 

 
13. 社宅の在住年数制限まで⾏い、住宅取得を推進してきたのは会社である。「コロナ禍でも会

社の持続的成⻑やイノベーションへの投資は続けていく」と発⾔されていることからも、
今こそ社員を成⻑投資の対象として、年末⼿当の満額回答を⾏うべきである。 

 
14. 給料やモチベーションが下がると⼈材確保が厳しくなり、仕事に対する労働意欲が低下す

るほか、⽣産性が低下する悪循環が⽣まれる。そのことで安全・サービスが低下する事態
を引き起こさないためにも満額回答を求める。 

 
15. 不透明な社会状況ではあるが、この間のコロナ対策を最先頭で担い感染拡⼤防⽌をしてき

たのは営業職場である。これまでの対応や、今後も感染の不安を抱えながら安全・サービ
スの提供、営業施策を担う為にも、モチベーションを保つために年末⼿当の満額回答で労
苦に報いるべきである。 

 
16. 年末⼿当は住宅ローン、税⾦、保険、⾞検、学費等に当てるつもりである。これまで、コ

ロナウイルスと闘ってきた労働者に⾒合う賃⾦を⽀払うべき。新型コロナウイルスの危険
にさらされながら、会社の⾔う安全・安⼼に鉄道を利⽤できるように頑張り、今後もコロ
ナウイルスと継続して闘う社員のモチベーションを維持するためにも現場社員にしっかり
と答えるべき。まずは⼀⽣懸命働いている社員・家族が報われるべきである。 

 
17. 在宅勤務や時間別に勤務を⾏い、業務環境や通信環境が通常より下がる、業務のレベルを



落とさず安全安定輸送と収⼊の確保に貢献してきたエッセンシャルワーカーである組合員
に還元すべき。 

 
18. ⾚字経営であるのは理解するが、新型コロナウイルス感染拡⼤下においても、公共交通機

関の使命を果たしてきた。今こそ⼈材に年末⼿当の満額回答で還元し、今後の会社の発展、
⼈材の確保に繋げていくべき。 

 
19. コロナ禍においてジョブローテーションにおける強制転勤で恐怖⼼を⽣み、職場には安⼼、

安全、安定が無くなった。異動を⾏い職場は密になりながらも教育を⾏っている。職場の
要員が減り休⽇出勤が増え、超勤削減に取り組んでいないことからも会社の⽀払い能⼒は
充分にある。年末⼿当の満額回答を求める。 

 
20. 無駄な異動によって職場では要員が不⾜し、休⽇出勤が多発している。休⽇出勤にコスト

をかけるのではなく、年末⼿当で社員の苦労に報いるべき。 
 
21. 初の⾚字決算は決して楽観視できる状況ではないが、職場で活発に⾏われている⾃⼰啓発

活動の超勤過多をみると、「会社の⽀払う体⼒」はまだまだあると思わざるを得ない。設備
投資を継続して⾏っていること、内部留保 2.8 兆円で現⾦化できるものも切り崩さずに「⾚
字だから」と社員ばかりに負担を押し付けること⾃体が問題だ。社員を⼤切にしない会社
では帰属意識の醸成はないし、「変⾰2027」で掲げる「社員・家族の幸福の実現」など絵に
描いた餅になる。何より、コロナ禍で感染リスクがある中、消毒作業に駆り出され感染す
る恐怖と闘いながらも安全・安定輸送を確保した現場社員・エッセンシャルワーカーへ報
いるためにも正当な評価をするべきだし、正当な対価を年末⼿当で出すべきである。 

 
22. コロナ禍という未曾有の状況を利⽤し「⾚字だから」と働く者に刷り込み、我慢を強いる

べきではない。社員家族の幸福の実現に経営陣は真摯に向き合うべきであり、削るべきは
年末⼿当ではなく、不要不急の会社施策である。 

 
23. ⾚字、収⼊減など経営危機を社員へ訴えている反⾯、ムダな⽀出が多すぎる。マイプロや

委員会活動などの⾃⼰啓発における超勤、変⾰財源の継続、ジョブローテーションによる
異動に伴う線⾒期間の⼈件費、来年度に運輸区化構想を控えている中でのフロア改修⼯事
と備品の廃棄・交換など、今すぐには必要のない無駄な⽀出を、まずは⽌めるべきである。
また、これまでの利益を海外事業など企業拡⼤のための投資をしてきたが、その投資対効
果の結果を社員に⽰すべきである。コロナ禍における恐怖と不安の中、収⼊の確保に努め
安全安定輸送を提供していることからも、内部留保⾦を切り崩しても年末⼿当の満額回答
を⾏うべきであり、今後労働者不⾜や⼈材確保の観点からも今やるべきことである。 

 
24. 決算を⾒れば⾚字であるが、今のコロナ禍においても職場の中は今までと変わらず安全安

定輸送を担っている。ジョブローテーション施策の強制配置転換による要員不⾜、ホーム
ドアの導⼊により、⼀⼈ひとりの作業量は格段に上がっている。その中でも運休を出さず、
無事故で収⼊を確保しているのは組合員による努⼒の結果であり「会社への貢献度」は否



定されるものではない。さらに、エッセンシャルワーカーとして世間から評価されている
ことからも、その成果を評価されるべく年末⼿当の満額回答を求める。 

 
25. 情勢を認識しつつ私たち組合員の努⼒と労使議論を通じて会社施策を担い、これまで⿊字

経営を作り出してきた！コロナ禍でつくりだされている世論に⼀喜⼀憂せず、労働者は「モ
ノ」ではなく、経営の責任を押しつけるモノでもない。安全輸送を担い 100％の列⾞運⾏
を確保し感染防⽌対策をしつつ社会的使命を果たしてきている。今後のモチベーション維
持と組合員・家族の⽣活を守るため今こそ会社として還元すべきである。 

 
26. 会社はコロナ禍による⾚字を全⾯に打ち出し、社員に必要以上に危機感を煽り「我慢」を

刷り込んでいるが、今の職場状況はコロナ以前と変わらず、委員会やマイプロが超勤で⾏
われている実態である。また、会社施策を⾒ても無駄を無くす努⼒が全く⾒えない。その
ような中で、現場の社員にばかり負担を強いることは許されない。投資計画等ゼロベース
に戻し、無駄なコストの削減をやるべきことである。 

 
27. これまで⿊字であるにもかかわらず利益は還元せず、⾚字の理由のみで社員に我慢を押し

付けるべきではない。海外フランチャイズ、中央線 12両化、⽻⽥空港アクセス線などの投
資計画は今やるべきで内容ではなく⾒直すべきである。 

 
28. 新型コロナウイルスという未知のウイルス災害の中でも、社員はエッセンシャルワーカー

として⾃⾝のウイルスの感染を防⽌すると共に、お客さまへの感染を防ぎながら業務に尽
⼒してきた。⼀⽅で、⾞内の消毒を業務命令で⾏い不安を抱えながらも、感染拡⼤を防ぎ
安全輸送を担っている。そんな社員の努⼒に会社は応えるべきである。 

 
29. 「新しい⽣活様式」が浸透しても、エッセンシャルワーカーを運ぶために私たちエッセン

シャルワーカーが必要なのである。そして、私たちが担う新幹線は我が社にとって屋台⾻
とも⾔え、⼤きな視点で⾔えば基幹的かつ重要な交通機関である。そのような輸送を安全・
安定輸送を第⼀で担ってきたことに対して誠実に回答すべきである。 

 
30. 「⾚字だから我慢」するのではなく、コロナ禍においても「私たちの⽣活のため」に⽇々

の業務を担ってきた私たちの努⼒や、コロナ禍を利⽤して追加された「シーツ敷きと寝室
の整理」、そして「アルコール検知器の使⽤時期の変更」や「⼊出区時の窓締め作業」など
の追加業務をおこなってきたことに対して誠実に向き合うべきであり、年末⼿当の満額回
答を求める。 

 
31. 今、最も重要なことは「⼈」を⼤切にする経営である。社員・家族の幸せを実現できる最

⼤のチャンスであり、安⼼して働くことが出来るということがどれだけ重要なことか会社
は今⼀度考えるべきである。そして、鉄道会社の原点に⽴ち返り安全・安定輸送の質を向
上させていくことに⼒を注がなければならない。 

 
32. コロナ禍で⾁体的・精神的に疲労を負いながらもシーツ交換や窓開閉等への感染拡⼤防⽌



に努め、安全輸送を担ってきたことに対しての正当な対価を求める。また、すべての仲間
の⽣活を守るために年末⼿当の満額回答を求める。 

 
33. 会社が社宅制限等をして持ち家制度を推奨しているが、年末⼿当を出さないことは施策と

逆⾏している。これまで、増収増益時でも「先⾏き不透明」という理由で⼿当を出し渋っ
ていたが、これまで貯めた内部留保⾦はこのような時に出すためのものである。 

 
34. 会社は充分に⼿当を出す体⼒がある。収⼊状況が回復傾向にある中、希望とモチベーショ

ンを持って業務に臨むには会社は社員の期待に応えるべきである。年末⼿当の満額回答を
求める。 

 
35. 設備投資は昨年より約 300億円少ないが、7,000億円以上投資を考えていることを⾒れば、

その投資⾒直しを⾏えば充分に原資はあると考える。また、この間減便なしで通常の本数
を維持しエッセンシャルワーカーとして乗務をしてきたこと。感染するリスクがあるなか
で感染者を出さないように、⼀⼈ひとりが意識を持って感染防⽌に努め安全・安定輸送を
担ってきた。 

 
36. 新型コロナウイルスに怯えながらも対策を⾏ない、鉄道の安全・安定輸送を担ってきた。

私たちの努⼒に応えてほしい。コスト削減として「⼈」に投資しないことは認められない。
過去最⾼益の時でさえ出し惜しみをしたのだから、その時浮いていた分を今、吐き出すの
が筋ではないのか。命がけで働いて、賃⾦を下げられては何を⽬標に頑張れば良いかわか
らない。社員と家族と会社が幸福になる為に、意欲が出る満額回答を要求する。 

 
37. 新型コロナウイルスの感染リスクがありながらも、今までと変わらない業務量を担ってお

り、年末⼿当を下げる理由は⾒つからない。またコロナ禍で施策を担っている（例えばシ
ーツ交換等）ことからも、その社員の努⼒に対して報いるべきである。 

 
38. 今やるべきは、社員の⽣活設計を壊し、不安を煽ることではない。社会的に⾒ても⼤企業

として少⼦化に向かうことや、住宅ローンなどで⽣活が成り⽴たなくなる社員をつくるべ
きではない。しっかりと年末⼿当を⽀払い、⽇本社会を円滑に回すことが⼤企業の責任だ。 

 
39. 設備投資は現状維持、もしくは増えている。⼈件費を減らす⼀⽅で設備投資にかかる費⽤

を⾒ると納得いかない。社員を⼤事にしない会社は、社員のモチベーションの低下を⽣み、
顧客満⾜度も下がることになり、会社の収益が減少するという悪循環が⽣じていく。不必
要な投資を減らし、「変⾰ 2027」にもある社員・家族の幸福の為に投資すべきである。 

 
40. ⼊出区列⾞、回送列⾞の⾞内窓開け閉め確認、出改札においては硬貨の扱いに関する不安

を感じながらも担い、さらには⾷事テーブル、乗務員室内など、アルコール消毒を毎回実
施し、社員、お客さまの感染対策を万全に実施してきたことへの努⼒に報いるべきである。 

 
41. 不安・恐怖⼼を抱えながらも「家族と⼀緒にいる時間や会話」に⽀えられながら運⾏を確



保してきた。コロナ禍であっても組合員が活⼒を持って業務に向き合うためにも年末⼿当
満額回答の誠意ある回答を求める。 

 
42. ⾼線量区間でも感染防⽌対策の窓開けを⾏っており、放射線と新型コロナウイルスの⼆重

の苦しみの中、運休も発⽣させず、安全・安定輸送に努めてきた。これまで震災復興と新
型コロナウイルス感染症対策を最前線で担ってきたことに対して年末⼿当の満額回答を求
める。 

 
43. 新型コロナウイルス感染が広がる中、JR東⽇本は減便をせず通常運⾏を⾏い、私達は最前

線で担っていた。乗務員の業務はテレワークができず、出勤や業務の際には感染リスクと
隣り合わせの中で、エッセンシャルワーカーとしての使命を果たしてきた。GoTo キャン
ペーンの効果で、これまでよりも収⼊が戻ってくる⾒込みであり、会社には⽀払い能⼒が
充分にある。会社は私達の努⼒に年末⼿当の満額回答で応えるべきである。 

 
44. 緊急事態宣⾔の最中でも通常に仕事を⾏い、感染リスクと常に隣り合わせで⻭を⾷いしば

ってきた社員と、その家族の幸せのための苦労に報いるべきである。 
 
45. このような状況で⽇々苦労し、運⾏を続けてきたからこそ納得できる年末⼿当を出すべき。

そうする事で投資家にもアピールでき、株価も上がってくるのではないか。新卒の優秀な
⼈材を確保するためにも魅⼒ある年末⼿当の回答が必要不可⽋である。 

 
46. 設備メンテナンスにおいては国⼟交通省から新型コロナウイルスの感染拡⼤による検査時

期の変更について通達されたが、当社においては鉄道輸送における設備の安定稼働を維持
するため、組合員（社員）⼀丸になって年次で決定した検査時期を守り検査してきた。「変
⾰のスピードアップ」を打ち出しているが、イノベーションによる業務改⾰、今後、想定
されるデジタルトランスフォーメーションにおいては、⽇々の業務をはじめ更なる技術ノ
ウハウの蓄積と、基盤を補う働く⼈の介在＝マンパワーと⾼度な知識を体現する⼒が不可
⽋である。従ってコロナ禍による減収は⾒込まれるものの、当⾯の中期経営構想「変⾰ 2027」
の到達点である社員の家族の幸福を実現するために、社員⼀⼈ひとりの収⼊減はあっては
ならないことから満額回答を求める。 

 
47. 「電気の変⾰ 2022」に謳われているスマートメンテナンス実現のために検証を⾏い、また

設備管理システム（NEWSS）の精度向上５箇年計画に取り組み、業務研究や技術開発等を
通じて各職場と⼀体となって課題の克服に取り組み、⼯事関係業務についてはコロナ禍に
おいても遅滞なく⽴案、契約、施⼯、しゅん功させてきた。⽇本経済の活動を⽌めないと
いった気概の中、コロナに負けずに奮闘してきており、鉄道マンとして⾃分が何をやらな
ければならないか真摯に受け⽌め厳しい社会情勢の中、⾃らを奮い⽴たせて業務に邁進し
てきたことからも満額回答を求める。 

 
48. 過度な投資・⾚字だから設備投資を怠ってはならず、尼崎事故を起こした JR⻄⽇本を教訓

に、必要な投資は今後も必要であるが、⼈にも投資をしなければならない。今季は⼤幅な



⾚字が⾒込まれるが、やはり魅⼒ある会社やそこで働く⼈が幸せであると実感できるか否
かが重要である。コロナ感染に最⼤限注意、対策しながらの信号部⾨における「輸送の確
保」および「意欲向上」「次世代の⼈員確保」「変⾰」に対しての努⼒に対して報いるべき
であり、満額回答を求める。 

 
49. ⼀度契約している⼯事の再契約作業の実施で業務量が増加していることからも、コストダ

ウンとは逆⾏している。無駄な研修・セミナーが実施されており、コロナ感染の不安の中
で参加している実態は、「収⼊とコストの構造変⾰」とかけ離れていることからも⾒直しを
すべきだ。安定安全輸送のためメンテナンス業務を担ってきたことに対して報いるべきで
あることから満額回答を求める。 

 
50. 出勤率 70％〜80％に落とし、⼯程(作業量含む)変更や労働密度を上げながらも⾸都圏の⾜

として減便をせずに安全・安定輸送を⾏ってきたことに対して誠実に回答すべきであり、
満額回答を求める。 

 
51. コロナ禍においても安全・安⼼な⾞両を提供するために奮闘してきた｡定例作業に加え消毒

作業など⾃宅待機で要員操配が厳しい中、担ってきたことからも満額回答を求める。 
 
52. 新幹線⾞両はたとえ乗客が減っているので減便となっても物理的に⾞両が存在する以上、

コンプライアンスも関わる中検査を軽減することにはならない。固定費割合が⼤きいとい
うが、⾞両は「資産」であり、お客さまを乗せて会社へ利益をもたらす「資産」である。
その資産を維持管理している労働者への還元は当然のことであり、満額回答を求める。 

 
53. 職場では⾞両消毒や営業運転に⽀障をきたさないメンテナンスを⾏っており、コロナ禍に

おいても、オフピーク通勤・新型レール運搬⾞の導⼊による業務量の増加がありながらも
コストダウンなどに取り組み、安全第⼀の職場体制をつくるため安全⾵⼟を確⽴してきて
いる。「消費税 10%になって⽣活が苦しい」「⼦供たちの養育費が⼼配」「住宅ローンが払
えなくなり家を⼿放なすことになる」など様々な不安がある現場第⼀線の切実な声を会社
は真摯に受け⽌めるべき。この実態に対して年末⼿当の満額回答というかたちで誠実な回
答を求める。 

 
54. コロナ禍における感染リスクがある中においても変わらぬ⾞両メンテナンス体制を⾏い、

機能保全⾞両も含め、消毒を⾏った⾞両は１⽇平均４編成、348編成 696両。これによっ
て常磐線・⽔⼾線をご利⽤になるお客さまに不安なくご利⽤いただくためにあらゆる策を
講じて寄与してきた社員の努⼒に報いることを求める。 

 
55. コロナ禍においても定期検査や改修⼯事の件数は減るわけでもなく、⾃宅待機の併⽤によ

りむしろ作業密度は増えながらも、安全・安定輸送のため検査周期を遵守し運休等を出す
ことなく 100％な状態を常につくり出してきた。コロナウイルスに汚染されている可能性
のある⾞両を毎⽇メンテナンスしている我々組合員の苦労に応えるべきである。 

 



56. 「電気部⾨の変化 2022」により、コロナ禍で予定されていた体制変更が急遽 1ヶ⽉程度延
期になるなど施設の⾒直しが実施されたなかであっても、体制変更及び総合技術者育成を
進め、体制変更過渡期で発⽣した様々な課題も関係機関と協⼒し対応してきた。施策関連
では、オリンピック・パラリンピックに向けた対応や ALFA-X ⾛⾏試験、盛岡〜⼋⼾ATC
更新⼯事など各種施策も現場や⼯事区と綿密な連携と打合せにより確実に進め、持続的成
⻑に向けた施策を指令としても推進してきた。更に、昨年の台⾵ 19号で浸⽔した⻑野新幹
線⾞両センターについても、復旧を進めてきたところである。今後は「GoTo キャンペー
ン」も本格的に始動し、新幹線はそのうえで⽋かすことのできない基幹公共交通機関であ
る。そして、当社の収⼊確保については⾔うまでもなく新幹線の安全・安定が⼤前提であ
り、それらの⾏政施策や社会環境と連動し東⽇本エリアの輸送を担っていくことが重要で
ある。よって、現場第⼀線の努⼒にこたえるためにも満額回答を求める。 

 
以上 


