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職場討議資料 2022 年 5 月 27 日発行 

■ はじめに 
 

申41号「夏季手当に関する申し入れ」について、

輸送サービス労組としての要求の趣旨を述べます。 

趣旨を述べる前に、申41号については、賃金引上

げ交渉時に提出した「付属要求」を提出する考えは

持っていません。しかし、職場の仲間たちは、

2020 年度の年間 4.6 ヶ月＋5,000 円、2021 年度

では年間 4.0 ヶ月という期末手当の事実、昨年の定

期昇給カットという事実を忘れてはいません。そし

て、相次ぐ労働条件の引き下げによって、日々の生

活に不安を抱え、その中でも家族のため、会社の未

来のために努力し続けてきました。その中には、「怒

り」や「あきらめ」という感情を多く持っているこ

とは消えることのない事実です。それでも社員とし

てやるべきことはやり切ってきたというのが、職場

の多くの仲間たちの実感です。だからこそ、年度が

変わり、新型コロナウイルスの第６波を乗り越えて

きた今だからこそ、自分たちがこの２年間奮闘して

きた労働に対して“正当な評価”を求める声が高まっ

ていることに、会社は真摯に向き合っていただきた

いと思います。夏季手当交渉において、付属要求は

提出しませんが、職場で大きくなる期待に応えてい

ただくべく、この申41号交渉の中では職場の声を反

映させた議論をしていきたいと考えています。この

２年間の苦労は図り知れないと同時に、会社に対す

る様々な感情を抱いていることも事実です。そのよ

うな思いが強く込められた申41号交渉ですので、例

年になく時間をかけて議論させていただきたいと思

います。会社としても、職場の声に応えるための準

備とスケジュール調整・確保をお願いしたいと思い

ます。 

HOMEPAGE TWITTER 

■ 要求の趣旨説明 

基準内賃金（エルダー社員は基本賃金）の 

特別加算金 

テンポラリースタッフ 

■ 私たちの要求および申し入れ事項 

1. 2022年度夏季手当については、基準内賃金（エルダー社員は基本賃金）の 3.0 ヶ月分とすること。 
2. テンポラリースタッフに対しては、駅業務従事者とともに最前線での旅客対応に全力を期し、安全で安
心な輸送サービスの提供に尽力してきたことからも基本賃金のほかに「特別加算金」として５万円を支
給すること。 

3. ２期連続の赤字決算の解消に向けての今後の取り組みにおいては、収益確保や生産性向上にのみ傾注せ
ず、安全を第一にステークホルダーとの価値協創を実現し、持続可能な JR 東日本グループの成長経営
の実現を図ること。なお、グループ会社と一体となった業務執行体制の構築がこれまで以上に重要であ
ることから過度な業務委託費の削減を行うことなく、エルダー社員をはじめとする JR 東日本グループ
業務従事者の負担軽減と処遇改善に取り組むこと。 

4. この要求に対する回答については、2022年 6月10日までに行うこと。 
5. 支払い指定日は、2022年６月 30日までとすること。 
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それでは、改めまして要求について考え方を述べ

ます。2022 年度夏季手当については、輸送サービ

ス労組として「3.0 ヶ月」を堂々と要求します。 

この「3.0 ヶ月」という要求額は、従来の要求水

準に戻すとか、高い目標を掲げてそれに近づけると

か、そのような趣旨で求めているのではありませ

ん。過日、残念ながら申19号団体交渉が全ての項目

を実現することなく終了しましたが、この交渉でも

述べたとおり「現経営環境下では、新たな手当の支

給を判断するところではない」という一貫した回答

によって「要求項目に対する一致は図れずとも、JR

東日本の社員が引き下げ続けられた賃金水準によっ

て、社員一人ひとりが生活に苦慮している実態につ

いて」労使の認識を一致させてきたと認識していま

す。しかし、いまなお生活に汲々としている現状は

変わっていません。申19号で求めた生活を補完する

意味でも、夏季手当「3.0 ヶ月」は必要不可欠だと

考えているからこその要求です。 

同時に、この２年間の社員一人ひとりの努力は

「3.0 ヶ月」という支給額によって、正当に評価さ

れるべきであると考えています。何よりも、これ以

上の労働条件の引き下げは、我慢の限界を超えると

いうことです。会社には、雇用する社員に対する責

任があります。そして、社員の家族にも責任を持つ

べき立場です。その企業としての社会的責任を果た

し、努力に対する公平な評価がおこなわなければな

りません。2022 年度は、これまでの２期連続赤字

という現状の中にあっても、2021 年度当初に示し

た通期の業績予想を超える黒字の業績予想を立て、

ポストコロナの社会を展望した経営の道筋を示して

います。だからこそ「3.0 ヶ月」に十分に応えるこ

とができる。そのための支払能力は、十分にあるこ

とを強く訴えます。 

したがいまして、本日の趣旨説明では、要求の根

拠だけではなく、満額回答する必要性も強く意識し

て、その考え方を述べたいと思います。 

 

■ JR東日本社内の情勢に対する認識について 
 

すでに周知のとおり、2021 年度の経営も新型コ

ロナウイルスによる影響を強く受け、２期連続の赤

字決算となりました。これまでも様々な労使協議の

場で、２年連続の経営赤字がもたらす企業経営への

影響について議論し、その重大さは理解してきたと

ころです。特に、当初の業績予想で示された当期純

利益 250億円は、10 月 28日に当期純損失 1,520

億円へと下方修正され、この下方修正した業績予想

は回復できないまま決算を迎えました。そればかり

か、３月16日に発生した福島県沖地震の影響も加わ

り、今回の期末決算を迎えたことは、今後の経営に

とっても重く受け止めなければなりません。 

しかし「単体損益計算書」や「業績予想と実績の

差異に関するお知らせ」でも明らかにされている通

り、これまでの取り組みが結実し始めたことも見え

てきています。それは、コロナ禍で欠損金が生じた

企業への支援制度として、事業環境の変化を踏まえ

て、事業者全体で組織的な戦略に基づき、前向きな

未来投資を通じた事業変革を通じて、産業競争力の

強化を図る取り組みを実行したことによって、産業

競争力強化法に基づく「事業適応計画」に JR東日本

が認定されたことにあります。このコロナ禍で生じ

た繰越欠損金の控除によって、790 億円の税金の優

遇措置を受けました。そして、これにより当期純損

失は、991 億円にまで回復する決算となりました。

とは言え、私たちの目には、経営陣が鉄道事業の体

力を示す営業利益などの赤字額を引き合いに出し、

「コロナ前には程遠く、気を抜くことなく、2022 年
度の黒字化に向けて奮闘しよう」などと、職場に訴

えようとする姿が容易に目に浮かんでしまいます。 

しかし、この事業適応計画の認定は、新型コロナ
ウイルスという未知の病との闘い、その中でもエッ
センシャルワーカーとしての社会的使命を自覚し、
不安に打ち勝ちながら業務に向き合った社員一人ひ
とりの努力があったから実現したに他なりません。
事業適応計画に定めた５カ年計画の詳細は、定かで
はありませんが、計画に示されているであろうこれ
までと今後の成長投資やイノベーション投資への評
価は、経営陣による経営判断だけで策定できたもの
ではありません。そこには、回転型ビジネスによる
不動産売却による収益増の要素もありますが、社員
一人ひとりのコスト削減に向けた努力もあります。
そして、その努力が新たな投資への資金を生み出し
ている事実もあります。 
さらには、この２年間、賃金は抑制され、日々の
生活に不安を抱え、我慢を強要されながらも業務に
向き合ってきた努力の結果があるからです。私たち
は、借金を増加させてまでおこなわれる投資につい
て「今やるべきことなのか」という問いを会社に対
して投げ続けてきました。そこには「リスクテイ
ク」という言葉を用いて、将来のための投資を続け
てきた経営判断が常に立ちはだかっていました。輸
送サービス労組が指摘してきたのは、積極的な投資
活動と同時に賃金が抑制され続け、職場の努力に相
反して生活だけが厳しく追いやられていく現実を見
てきたからです。 
その意味では、賃金抑制をはじめ、社員一人ひと
りの努力の積み重ねが、事業適応計画が認定される
だけのJR東日本への評価をつくり出したと明言でき
ます。この事業適応計画で認定され、適用された
790 億円分の決算の上振れをつくり出したことは、
経営者の努力だけではなく、職場から安全を第一に
収入を確保し、サービスを低下させないために業務
量が増大する中でも一人ひとりが自分の役割を担い
続け、JR 東日本を支え続けた全社員の努力に他なり
ません。４月27日に発表された設備投資計画を見て
も、コロナ前に迫る計画が示されています。年間
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5,000 億円の設備投資が可能なのであれば、賃金や
手当として社員に支給する経営体力があることを証
明していると言えます。 
決算諸表上の△印だけを強調するのではなく、そ
の過程と背景にある社員の努力に目を向け、これま
でも、そしてこれからも、成長投資等の背景には
「社員の努力があること」を忘れないでいただきた
いと思います。そして、JR 東日本という企業が国か
ら受ける評価は、社員の努力に対する公平な評価と
して返していただきたい。企業利益というのは“社員
に還元するべき重大な資源”であることを強く訴えま
す。 
 
「“ひと”の努力に上に存在する JR東日本」 
 
現在の JR 東日本は、“ひと”の努力の上に存在し

続け、その努力こそが未来への原動力になっている

ことを正しく認識しなければなりません。「変革」だ

けを目指すのではなく、今の現実に立ち止まり、そ

の過程を総括しつつ、次のステップに進むというこ

とは重要な視点であると思っています。その意味

で、釈迦に説法かもしれませんが、改めて“ひと”

を大切にする企業風土を今一度創り上げていく重要

性について述べたいと思います。まず、いま職場で

話題になっていることを紹介します。 

いま住宅ローンを組むために金融機関に申し込ん

でも、コロナ前の状況よりも借り入れの限度額に関

する審査が厳しくなったということが多く語られる

ようになりました。輸送サービス労組は、昨年の年

末手当の回答を受けて、申19号の提出をもって年末

手当の妥結判断をしました。先ほど述べたように、

申 19 号での要求を実現することはできていません

が、早い人で 2023 年度末に社宅居住期間の期限を

迎えます。衣食住は、人間生活に欠かすことはでき

ません。だからこそ、その退居期限までに住む場所

は確保しなければなりません。そのような不安と苦

労を抱えながら仕事をしている社員が多くいます。

そして、厳しい生活実態の中でも、住宅購入を判断

する仲間が多くいます。そこで、借り入れの限度額

の審査が厳しくなっているという話が出てきている

のです。 

その背景には「２期連続の赤字に直面している JR

東日本に雇用されている社員」という評価の問題も

あります。その一方で、2020 年度期末決算で計上

した単体での 5,066 億円の当期純損失は、それ以降

のワクチンの接種も進み、徐々に鉄道利用者が戻り

つつある環境下と、黒字基調の健全経営を目指す社

員一人ひとりの奮闘によって、赤字額も大幅に減ら

してきました。しかし「会社経営の収支に反して、

一人ひとりの年収は減少している」という逆転現象

が生じ、さらには JRグループの中で唯一おこなわれ

た定期昇給カットによって年功賃金の根幹が脅かさ

れ、金融機関が融資の際に重視する「将来性」とい

う点で大きな不安要素をつくり出しています。その

事によって、社員個々人の信用が失われつつあるの

です。経営の黒字化を目指す一方で、そのために奮

闘する社員の評価が社会的に引き下げられる事態

が、経営判断の中で作られている事実を会社は直視

するべきです。そして、そのような社会的評価を是

正するための企業責任を果たすべきです。 

 喜勢副社長が常務取締役であったときに「変革

2027」に関する社外のインタビューを受けていま

す。少し紹介します。「我々は、いまこそグループ全
体が新しい時代に向けて変革をスタートさせる時と
位置づけました。そして、変化に対応するだけでは
なく、むしろそれを先取りしていくぐらいの気概を
持って、『鉄道インフラ』を起点としたビジネスか
ら、『ヒト』の生活における『豊かさ』を起点として
新たな価値やサービスを創造するビジネスに転換す
ることを決意しました。」と語っています。その上

で、“ヒト”ということについて次のように述べてい

ます。「『ヒト』とは、お客さまや地域の皆さま、ま
た事業を海外に展開した先にいらっしゃる新しいお
客さま。さらに株主や投資家も入ります。そして、
忘れてならないのは、変革の主役である社員やその
家族です」という素晴らしい企業理念を社会に訴え

ていただきました。私は、この言葉に共感した一人

です。 

 

「企業理念を絵に描いた餅にさせてはならない」 
 

 しかし、現実はそうなっていません。そればかり

か、「変革」を声高に訴えるあまり、喜勢副社長の言

葉とはかけ離れてしまっています。そのような状況

を見るにつけ、“ひと”を大切にする企業風土を今一

度創り上げていく上で、輸送サービス労組の問題意

識も述べておきたいと思います。 

そこには、史上最悪とまで言われてしまったダイ

ヤ改正の問題があります。 

すでに新聞やインターネットで話題になっている

ように、効率化を優先するあまり、利用者を置き去

りにする施策がおこなわれてしまっています。利用

者の声に耳を傾けようと行動を起こした輸送サービ

ス労組大宮地本には、150 件を超える利用者の声が

寄せられました。そこには、利用者の立場に立とう

としない JR東日本の経営姿勢に対する厳しい意見も

寄せられています。このコロナ禍で、経営状況が厳

しくなっていることは誰もが理解しています。経営

を安定させるために、経営構造の変更が必要なこと

も理解してくれています。しかし、そこには利用者

目線の説明は一切なく、出される意見に対して真摯

に耳を傾けようとしない JR東日本の姿勢に、利用者

は激昂しているのです。 

また、八王子支社における障害者雇用のあり方を

巡る問題もあります。聴覚障害を持った組合員に対

して、社会常識を持たない現場長によるパワハラ
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と、障害者雇用において重要な障害特性や適性など

の個別的な取り組みが求められる「合理的配慮」に

対する企業としての責任を一切果たすことなく、さ

らに、自分の障害を踏まえ指示される業務に対して

「聞こえない！できない！」と訴えても、「できる！

お前は聞こえている！」などと恫喝と言える言葉を

浴びせ、その問題解決を図ることなく強制異動が命

じられ、そのような会社に失望して退職を考える事

態まで作り出してしまっています。そして、この事

に限らず、会社への失望や希望しない人事施策によ

って、毎月のように若い仲間たちが退職の道を選択

しています。 

加えて、先日の申38号交渉の中でも指摘してきた

ことですが、来月に退職を迎える先輩に対して、未

だ再雇用契約が結べない状態が続いています。その

先輩が希望する箇所には、次々とエルダー雇用を前

提にした若年出向者が他支社から配置され、雇用先

はどんどん埋められていく状況が意図的に作られて

います。このようにして、あの人生をかけた国鉄改

革という偉業に向き合い、担った先輩を粗末に扱

い、希望を尊重しないばかりか、定年退職後の雇用

不安を与えてしまっている。これも社会常識から外

れてしまっている JR東日本の企業体質のあらわれで

す。そして、この理不尽極まりない会社の対応に、

私たちが働く JR東日本の土台をつくり上げた先輩に

対する人間味すら感じることができない仕打ちに、

職場の仲間たちは怒りの感情に満ちています。“ひ

と”を大切にしない企業に未来なんてない。未来を

語る資格さえないと思ってしまいます。 

さらに、ダイヤ改正で作業時間が見直され、定め

られた時間内で定められた業務が終了しないため、

当該社員が作業申告書を提出した際、管理者が受け

取りを拒否するなど、法律をも無視してサービス労

働を強要する社員管理まで明らかになっています。 

施策についても同様です。コロナ禍を踏まえ、JR

東日本の未来を考え、各種施策が打ち出されていま

す。しかし、そのスピードが速すぎることもあり、

職場は付いていけていません。それは施策を準備す

る側も同じで、疑問を率直に聞いても「検討中」「確

認します」の繰り返しで、先が見えない施策に何も

展望が示されていません。それでも、変革の必要性

をなんとか理解し、一人ひとりにできることを果敢

に挑戦しようとしているのが今の職場です。しか

し、将来に鉄道を残すために必要な施策を担いなが

ら、将来に希望が見出すことができない現実は、企

業経営の中における「矛盾」でしかありません。 

このような社会常識を逸脱する事態が、地域や職

場に多く散見されています。まさに、ヒト起点の経

営とは程遠い実態が、いまの職場現実です。社会常

識から逸脱する経営などあってはいいいはずがな

い。地域とともに生き、地域とともに歩むことこそ

が、国民の財産であった鉄道を継承し、鉄道の今を

担う私たちの責任であり、責任を持った行動をとる

ことができる労働環境、そして経営姿勢を示してい

ただきたいと思います。 

 その経営姿勢こそ、先ほど紹介した喜勢副社長の

言葉を具現化することだと思います。そして、いま

職場で働く一人ひとり感情は「限界」という感情を

越え「失望」に変わろうとしている現状に歯止めを

掛けなければなりません。 

日本の鉄道が開業 150 年を迎えた今日、この節目

となる年に将来の鉄道を担う活力、それに相応しい

労働条件を確立することは重大な問題です。だから

こそ、先ばかり見るのではなく足元を。経営を支え

る社員の想いを正しく認識していただきたいと思い

ます。 

 
■ 社会情勢に対する認識について 

 

いま、日本社会全体が活力を取り戻しつつありま

す。特に、GoTo トラベルや GoTo イートなども動

き始め、様々な経済支援策も自治体から出されてい

ます。また、新型コロナウイルスの流行以降、私た

ちの生活に必須であったマスク着用も、屋内外で差

はあるものの、着用の方法が緩和される方向性が示

され、元の生活を取り戻そうとしています。 

その一つの兆しがゴールデンウィーク輸送でし

た。実際に業務にあたった者として感じたことは、

想像以上に人が動いたという感覚です。数字だけを

見ればコロナ前と比較すれば 69％という数字は少な

いのかも知れません。しかし、対前年 217％という

実績を見れば、黒字基調の経営に手応えを感じるこ

とができるし、実際に観光地に立てばコロナ前に迫

る客足もありました。 

そのような社会環境の戻りも考慮し、2022 年度

業績予想でも明らかなように、本業である営業利益

の水準は 1,000 億円の黒字、当期純利益でも 410

億円の黒字を見込むほど、その回復は顕著に表れて

きています。 

その意味で、この２年間の職場の踏ん張りを形に

するのが、申41号として申し入れている夏季手当で

あることは言うまでもありません。経営陣の多く

は、鉄道の利用実態が「コロナ前には戻らない」と

繰り返し述べています。そのような状況に必ずなる

かも知れないし、ならないのかも知れない。だから

と言って、その言葉を巧みに使って危機感を煽り、

あきらめ感を助長させるようなことはやめていただ

きたい。頑張った分だけ一人ひとりに帰ってくるの

ではなく、頑張るために賃金・手当は支給されるべ

きであり、それが“明日への活力”として、これま

で輸送サービス労組が考え方を示してきた所以（ゆ

えん）です。 

だからこそ、私たちの賃金がコロナ前に戻らない

などあってはなりません。そして、「コロナ前よりも

業務量が確実に増えている中で、働いた分の対価は

貰って当然」「設備投資に向ける資金を賃金を下げる
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ことで賄おうとするのはカツアゲと同じ」「出してこ

ない会社なら情けない」「東海などの実態に合わせて

出し渋るのではないか」というのが職場の仲間たち

の意見です。この声が現実のものになってはいけな

いと考えます。明るい将来展望を示す上でも、3.0

ケ月要求に満額で応え、会社として社員に姿勢を示

していただきたいと思います。 

■ 総論として 
 

いくつかの問題意識も含めて考え方を述べてきま

したが、JR 東日本にとって、この一年間の経営は、

今後を左右する重大な分岐点になることを正しく理

解していただきたいと思います。そして、そこには

利用される方々の存在と、その利用者と常に接する

社員の存在があることを忘れないでいただきたいと

思います。 

申41号第２項で求めた「テンポラリースタッフへ

の特別加算金 5万円」、第 3 項で求めた「JR 東日本

グループで働く全ての人たちの処遇向上」の実現と

合わせて、全ての仲間の声に応えていただくことを

強く要請します。 

回答指定日は、６月10日、支払指定日は６月30

日までの支給を求めます。「働きがい」と「生きが

い」を実感できる環境を実現すること。そして、そ

の前提にある「豊かな生活」と「明日への活力」と

なる労働条件を実現し、笑顔あふれるJR東日本を創

造していくために申41号の満額回答を改めて要求

し、趣旨説明とします。 

■ 満額回答の実現を目指し、全ての仲間と共に声をあげよう! 
５月27日に第１回団体交渉をおこなった申41号

「2022年度夏季手当に関する申し入れ」における

要求を実現させるためには、本部交渉団だけでな

く、職場にいる全ての組合員と連帯した取り組みが

欠かせません。 

職場集会や個別総対話、レクリェーションなどを

創造的に取り組み、全ての仲間と共に団体交渉を創

り出していきましょう！ 

▲ ５月24～27日におこなった中野電車区分会の職
場集会。本部交渉団を含む中央執行委員も議論に参
加し、夏季手当要求「3.0ヶ月」実現に向けた意志統
一もおこなった。 
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