「黒字決算」であったが、安定支給にもならず
答を示され、 項、 項の

から大幅に下がった低額回

分＋５０００円」の昨年度

一線で奮闘する組合員か

開催し協議を行い、現場第

本部は中央執行委員会を

する配分として １．基準

たＪＲ労働者への成果に対
について議論を展開し、満

ナ禍における社員の奮闘」
とは大きな乖離がある回答

精勤手当についても要求額

あり、グリーンスタッフの

要求についてはゼロ回答で

とき、最終的に今２０２０

と質を主体的に捉え返した

ち東日本ユニオン組織の力

で、中央本部も含めた私た

らの想いが届けられた一方

体の営業利益は２９４０億

益」であった。しかし、単

前年度でみれば「減収減

０１９年度期末決算」は対

ＪＲ東日本が発表した「２

の影響を受け、 月 日に

症や昨年秋の台風等の被害

新型コロナウイルス感染

に対して一律五万円加算の

職、主務職を含む）の社員

係、乗務係（指導職、主任

発令期間の営業係、輸送

算 、 ４．
「緊急事態宣言」

勤手当への一律五万円の加

３．グリーンスタッフの精

への一律五万円の加算、

算）、２． 歳以上の社員

の対応に対しての特別加

ロナウイルス感染拡大防止

直し』などを考慮し、総合

キャリア加算』『手当の見

「『七期連続の賃金改正と

りと見ていく必要がある」

い」「足元の状況をしっか

が、約束できるものではな

支給』に向けて努力はする

る」としながらも「『安定

払える経営体力は十分あ

る」そして「要求満額支

禍での社員の努力に感謝す

対する経営側は「コロナ

り検討」とした。

言えないことから「持ち帰

て、到底納得いく回答とは

Ｊ Ｒ労働者の奮闘に対し

断に至り、 月 日に経営

「妥結する」との苦渋の判

年度夏季手当回答に対して

交渉において経営側から

した「中央執行委員会見

大をめざす決意を明らかに

し、さらなる組織強化・拡

今夏季手当の闘い総括を

側に回答した。あわせて、
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2020 年 6 月 11 日
ＪＲ東日本労働組合
中央執行委員会

開催した。

績（２０１９年度期末決

「２０２０年度夏季手当回

6

る申し入れ」の団体交渉を

円、経常利益は２６０１億

的に判断する」などの認識

算）」「払い体力」「Ｖ字

団体交渉で組合側は「業

新型コロナウイルス感染症
回復につながるプラス材

億円と「黒字決算」あり、
の感染拡大が懸念される中

答」が示され「 ・ ヶ月

月 日、三回目の団体

でも公共交通機関に従事す

料」「社員の努力」「コロ

を示した。

要求を行った。

（ ・０５ヶ月分は新型コ

内賃金の

・０５ヶ月分
が示された。本部交渉団は

4

円、当期純利益は１５９０

０２０年度夏季手当に関す

2

額回答を迫った。

昨年度支給実績より大幅に低下
月 日に一回目の交渉

を行った後、 月 日と

29

月 日に申第三十二号「２

6

5
る使命感持ち、奮闘してき

4

10

期末手当が生活給の一部

者とともにしっかりと労働

ニオンはすべてのＪＲ労働

不安は増す中で、東日本ユ

意である。

最先頭に中央本部が立つ決

条件向上に取り組み、その

解」を発した。

であり、組合員の生活への

第二回団体交渉で「支払い体力」や「コロナ禍における社員

日に「２０２０年度夏季手当に関する申し

「すべて使う、使わな

ることから、会社として

はあるが、足元の業績な

経営側
 ：賞与の準備として

上されている。

金」が約５７３億円、計

算」において「賞与引当

「２０１９年度期末決

億円になると見ている。

は、満額回答で約５８０

の奮闘」などについて議論を行い、要求満額回答を迫る！

月

入れ」の第二回団体交渉に臨んだ。「要求満額支払

える経営体力はある」と明言した経営側に対し、こ

費には、まだつながって

の間の社員の奮闘に満額回答で応えるよう、強く主

張した。

業績（２０１９年度

組合側
 ：対前年比で「減収
減益」、足元の業績も

い」との考えはない。ま

円、当期純利益は１５９

に対する投資も現在、行

億円も有しており、将来

組合側
 ：東日本ユニオンの

としている訳ではない。

ど全体を見ての判断もあ

「マイナス」と強調して

た「賞与引当金」が上限

いない。

収減益」であったが、営

いるが、ＪＲ東日本単体

期末決算）について

業利益は２９４０億円、

で純資産を 兆５５１３

０億円と「黒字決算」で

っている。経営側が強調

であることは紛れもない

経営側
 ：「２０１９年度期
末決算」が「黒字決算」

「鉄道による移動」を選

プラスとなっている。

収入において定期収入も

先行きは暗くない。運輸

するほど、中長期的にも

える経営体力はある。

経営側 ：「 あるか、ないか 」
を 問 われれば、満 額 支 払

る」と見ている。

払える経営体力は十分あ

費」が対前年プラス４１

択していただいているこ

組合側 ： 決 算 で は 「 物 件

とは、収益と比例して信

支払い体力について

も高まっている。

あり、必然的に労働密度

頼が高まっている証左で

１億円となっている。

その内訳は「Ａ Ｌ ＦＡ

Ｘ」など、半分以上が

「未来への投資」となっ

ている。また「変革２０

２７」で謳う中長期の数

プラス材料について

あげて 月以降から「ＧＯ

組合側
 ：収束後の経済活動
の回 復にむ けて、官 民 を

ても、経営側が述べるほ

対立点となった。さらに

い」ことについて労使の

渉時「業績連動ではな

も、東 京２０２０オリンピ

付けられている。その他に

６７９４億 円 もの予 算が

ルキャンペーン」など、 兆

れている。
「ＧＯ ＴＯトラベ

ＴＯキャンペーン」が計画さ

ど業績の先行きは決して

「一定程度の支給水準を

組合側
 ：昨年の年末手当交

暗くない。

ック・パラリンピックの開 催

経営側
 ：「安定的」との考
えはあるが、業績が「こ

プロジェクトを進めている。

発 など、収 益 力 を 上 げる

や品 川 開 発プロジェクト、

こまで下がっているこ

ていた。

元の厳しい状 況に対 する

ど、足元の状況にも明る

り」の動きが見られるな

調査」では「下げ止ま

束できるものではない。

にむけて努力するが、約

社としても「安定支給」

めていく必要がある。会

など「鉄道を利用しな

ある。急速にテレワーク

をしっかりと見る必要が

しているが、足元の状況

ス材料があることは認識

い兆しが出始めている。

組合側 ： 私 た ち の 試 算 で

竹芝ウォーターフロント開

認識を持つ必要がある。

経営側
 ：業績に関するプラ

経営側
 ：鉄道を利用した消

組合側
 ：直近の「消費動向

と」と足元の業績を見定

を 行っているが、本 業の収

経営側：将来に必要な投資

維持していく」とも述べ

値目標やＲＯＡ（純資産

Ｖ字回復につながる

事実である。

試算では「要求満額を支

あった。

組合側
 ：対前年比では「減

経常利益は２６０１億

-

2

3
55

0

5

28

4

入の先行きが見えない。足

1

面へ続く

2

2

6

１部20円（但し組合費に含む）

ホームページQRコード

6

4

発行者／藤本 圭一 編集者／嶋田 信胤
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今 2020 年度夏季手当の闘いは、全ＪＲ労働者の奮闘により黒字の「2019 年度期
末決算」を実現させてきた事実を背景に、新型コロナウイルスの「感染予防」とい
う新たな課題のもとで「安全・安定輸送」を確保すると共に「公共交通機関の使命」
を果たし続けている現実の中からスタートした。
各機関では、要求の実現にむけて職場から創造的な取り組みをつくりだし、一部
の社員による「低額予想」などの「世論形成」に対して、情報発信や対話行動など
の実践を通して「満額支給の機運」へとつくり変えてきた。
職場からの取り組みを力に 5 月 29 日からはじまった団体交渉では、業績や支払い
体力、取り巻く情勢、社員の生活、モチベーションを考慮した上で「安定支給」を
求めた。さらに、55 歳以上の社員のモチベーション向上に対する「特別加算」と、
グリーンスタッフの活躍に対する「特別加算」
、業務上常に不特定多数のお客さまな
どとの接触を避けて通ることができない担務や職種である駅の営業職や輸送職、運
転士、車掌に対して「いつ感染してもおかしくない」労働への「危険手当」として
の「特別加算」を求めた。
さらに、中長期的な視点に立ち、ＪＲ東日本会社の持続的な発展にむけて「変革
の歩み」を進める中では、
システムや機械と人間労働との「共存」が必要であること、
その上で社員が「自身の地域性だけにとどまる発想」や「職種だけにとどまる思考」
を取り払うこと、社員が社員を想いやれる「豊かな人間性」をもった社員育成を、
経営側の責任において進めることを質してきた。
6 月 10 日、
経営側は夏季手当の回答として、
昨年実績よりも約 17％減となる
「2.4 ヶ
月分＋ 5,000 円」の低額回答をはじめ、2 項と 4 項の要求に対するゼロ回答、3 項
は要求額と大きく乖離した回答を示した。これが、私たちＪＲ労働者の奮闘に対す
る経営側の「評価」である。しかも、新型コロナウイルスとの闘いはこれからも続
いていく。私たちＪＲ労働者が担う「社会的使命」はコロナ禍であろうが、終息し
ようが何ら変わることはない。よって、私たちは素直にこの回答を受け入れること
はできない。
中央本部は「持ち帰り検討」とし、直ちに中央執行委員会で闘いの振り返りを含
めて議論を行った。ある職場では、異なる系統で働くＪＲ労働者の苦労を共有する
ことを通じて「仲間のために」と組合員の意識を変えてきた実践の報告があった。
社長の会見に対する怒りの声もあった。
「住環境制度の見直し」で持ち家を購入せざ
るを得なくなり、住宅ローンを抱えた生活に対する切実な声も寄せられた。現場第
一線で奮闘する組合員からの想いが届けられた一方で、中央本部も含めた私たち東
日本ユニオン組織の力と質を主体的に捉え返したとき、最終的に今 2020 年度夏季
手当回答に対して「妥結する」との苦渋の判断に至った。
職場から上げられている回答に対する多くの声を中央本部としてしっかりと受け
とめ、この労働者としての純粋な怒りや悔しさを出発点に、東日本ユニオン組織の
強化と拡大にむけて全組合員と総括を進めていく。さらに「仲間のために」
「ＪＲ労
働者のために」と、労働者としての豊かな心をもって議論と行動を進めた各機関の
闘いを広く教訓化し、現状を変えることにも挑んでいく。
あらためて、献身的に取り組みをつくりだした組合員と各機関の役員のみなさん
に感謝を申し上げる。そして、連帯の取り組みをつくりだしてくれた労働組合に対
して感謝を申し上げる。夏季手当の総括を通してさらなる組織強化・拡大をめざし、
労働条件の向上にむけて中央本部は最先頭で奮闘する決意を明らかにして「2020 年
度夏季手当妥結に関する中央執行委員会見解」とする。

JR東日本労働組合

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番36号
TEL（NTT）03-3453-2107（JR）057-2290

東日本ジャーナル

6

営業利益率）の目標を見

7

2020年度夏季手当妥結
基準内賃金の２.４ヶ月分＋5000円
2020年度夏季手当妥結に関する中央執行委員会見解

令和 2 年（2020）7 月 1 日

東日本ユニオン
（1）第 82 号

経営側 ： 契 約 自 体 が 違 う
が、正社員に準じて業務

状況を認識しているが、
ポイントということか。

関する就業規則の改正が

拡大防止を目的とした取
り扱いも該当するのか。
経営側
 ：感染状況などによ
ってはあり得る。
誰が行うのか。

組合側
 ：休業指示の判断は

う。

経営側 ： 判 断 は 本 社 が 行

休業等を命

２．休業時の賃金の取扱
いの変更
（休業等）
第１２６条

ぜられた場合の支給額に

おける欠勤期間を、会
社が特に指定した場合
は除くことがあること
とする。

３．実施期日
令和 年 月 日
1

※グリ
 ーンスタッフ、テン
ポラリースタッフ、エル
ダー社員就業規則におい
ても、同様に取り扱う。
申第三十三号、
申し入れ項目

１．Ｊ
 Ｒ東日本が発足して
以降、就業規則に「日単
位での休業を命ずる明文
規定」がなかった理由を
明らかにすること。
場合の要件を明らかにす

２．休
 業を判断し実施する
ること。
３．休
 業を命ずることがあ
る「業務量の減少」につ
いて具体的な考え方を明
らかにすること。
る「その他経営上の都

４．休
 業を命ずることがあ
合」について具体的に明
５．休
 業を実施する場合、
賃金支給率などの労使協

ントしないということで
経営側
 ：カウントしない場
合があることを明記し

議の開始時期を明らかに
出勤日としてカウントす

高崎地方本部

すること。
６．休
 業を実施する場合、
社員への事前通知の時期
を明らかにすること。
７．自 宅 待 機 と 休 業 の 違
いについて明らかにす
ること。
８．休
 業を命じる場合、地
域、職種、職制などによ
る不公平を生じさせない
ための方策を明らかにす
ること。
９．テ
 レワーク、自宅待機
と併用した運用を行うの
か明らかにすること。
．休
 業を命じた日におけ
る社員に対する指示につ
いて、所在地など具体的
な取り扱いを明らかにす
ること。
．休
 業を命じた日に社員
を急遽呼び出すことはあ
るのか明らかにするこ
と。また、呼び出しを行
うことができる場合の労
働時間および賃金の考え
方について明らかにする
こと。

．休 業 を 命 じ た 日 に 臨
時、緊急の業務を行うこ

とは可能であるのか明ら

かにすること。また、労

働時間および賃金の考え

方について明らかにする

こと。

．変
 形期間開始後に休業
を命じることはあるのか

明らかにすること。ま

た、休業指示を取り消す

ことはあるのか明らかに

すること。その場合にお

ける「一旦指定した勤務

及び休日等の取り扱いに

ついて」明らかにするこ

と。

．休
 業を命じた日におけ
る傷害事故等の取り扱い

について明らかにするこ

と。

．休業を命じた日に忌引
等の休 暇を申 請 すること

．休
 職、休暇期間に休業

のか明らかにすること。

を行うことは可能である

ること。

扱いについて明らかにす

を命じられた場合の取り

新潟新幹線運輸区における当務主務の
作業ダイヤに関する申し入れを行う

新潟新幹線運輸区の短時間行路「Ｂ７２０行路」

は、当務主務と本線乗務員が乗務しているが、乗務す

る社員によって労働時間の取り扱いが違っている。

「同じ行路」「同じ拘束時間」にも関わらず、労

月

日、新幹線統括本部に対して「新

働時間に違いがあることに疑問をもった組合員の声

をもとに、

にすること。

を設けない理由を明らか

潟新幹線運輸区における当務主務の作業ダイヤに関

する申し入れ」を提出した。

申し入れ項目

１．新
 潟新幹線運輸区の当
務主務の作業ダイヤを明

異なる理由を明らかにす

社員によって労働時間が

４．新
 潟新幹線運輸区のＢ
７２０行路が、乗務する

務主務の勤務種別を「変

２．新
 潟新幹線運輸区の当

ること。

らかにすること。

形７Ｈ１形」としてい

る理由を明らかにするこ

を乗務する目的を明らか

が、それぞれ短時間行路

等（企画部門）の社員

５．育
 児・介護勤務Ａ、当
務主務、指導担当、支社

７２０行路に当務主務

３．新
 潟新幹線運輸区のＢ

にすること。

は可 能であるのか明 らか

（変形７Ｈ１形）が乗務

と。

合の賃金の取り扱いについ

にすること。また、その場

した際、途中に休憩時間

て明らかにすること。

．休
 業を命じた日に副業

シューや煮卵を作り、ま

旅ですが、摘みのチャー

的の一つでもあ

べることが旅の目

先で美味いもの食

駅に到着です。旅

お昼頃に十日町

るで小学生の時の遠足を

当然酒を飲みながらの

迎えるような気持ちにな

り 、用 意 した 摘みを 食べな

も な く して 酒 盛 り が 始 ま

美味いそばを食べた後は

良いそばを頂きました。

非常に喉越しの

たです。

に、これまた美味しかっ

職場の先輩と何となく

ありませんでしたが、前

行が好きというわけでは

駅に勤務しています。旅

私は現在上越線の水上

で、くるっと一周してく

新幹線に乗って高崎駅ま

り換え、長野駅から北陸

駅から「飯山線」に乗

線」に乗り換え、十日町

越後湯沢駅で「ほくほく

さん （水上駅）

り、先ずはつなぎ
一周酒飲み旅行」

がら缶ビール、
缶酎ハイが

「飲みながらどこかに行

る旅でした。

今井 由広

ります。

が七年くらい続い

にふ海苔を使った

乗って日帰り旅行

ており、初めて行

本 、 本 と 空いていく う ち

くか」と始めた、列車に

越線」に乗って

最初の旅は「上

を紹介します。

った時の旅行行程

時頃の列車に乗車。間
に行く「くるっと

私の○○ヒストリー

た。システム上、基本は

らかにすること。

は、欠勤日数としてカウ

9

よいか。

組合側 ： 期 間 率 に つ い て

2

い仕事」が進んでいる。
会社として「変革２０２

日に経営側より「休業指示に係る就業規則等の改正について」の提案を

日、申第三十三号「『休業指示に係

活基盤や労働条件の根幹を揺るがす事態に陥ることがないように、しっかりと検証

労働組合とし て「休業」の意義は認識しつつも、Ｊ Ｒ労働者の雇用はもとより、生

のではないのか。

しないＪ Ｒ東日本をつくることを「大前提」に向き合い、考えていく必要がある

しているように受けとめられるが、経営側が提案した「休業の取り扱い」を実施

本提案は、賃金面においては最低限の基準を定めた「労働基準法」よりも向上

受けた。

月

「休業指示に係る就業規則等の
改正について」 提案を受ける

に就いていただいている
と認識している。

７」で示している数値目
標の達成にむけて取り組
んでいく。
コロナ禍における
社員の奮闘について
組合側
 ：全社員が新型コロ
ナウイルスの感染予防や

組合側
 ：「変革２０２７」
では「鉄道ニーズの減
にさまざまな諸施策を進
感染拡大防止に努め、さ

少」を先取りして、すで
めている。全社員一丸と
たしていることなどを、
し ていかなければならないことを踏まえ、 月

症の第二波への懸念をはじ

期末手当は「生活給」で
経営側
 ：働いている社員の

ることで検討している。
組合側
 ：勤務認証はどうな
るのか。
経営側
 ：「休業」で考えて
いる。
休業指示の運用について
組合側
 ：休業指示が、かた
よらないための対策はあ
るのか。
経営側
 ：かたよらないよう
にしたい考えであるが、
それはできない。
組合側 ： 休 業 指 示 の 時 期
は。
経営側
 ：基本は前月 日の
勤務指定時とする。
組合側
 ：休業指示を取り消
す場合はあるのか。

18

らに「社会的使命」を果

も、要求満額回答で社員
今夏季手当に加味する考

め、将来にわたる様々なリ

もある。特にコロナ禍で

ついては、次の各号に定
めるとおりとする。
⑴業務量の減少その他経
営上の都合により休業
を命ぜられた場合は、
／１００以

その期間１日につき平
均賃金の

上とする。

の期末手当の期間率に

る就業規則等の改正について』に関する申し入れ」を経営側に提出した。

組合側
 ：社員は「エッセン
シャルワーカーである」

さに関係なく社員全員の
は「社会的使命」の自覚
員が安心して働ける環境

会社

１．休
 業の取扱いの追加
（休業）
第１２３条の４

は、業務量の減少その他

／１００とす

の期間１日につき平均

⑵就業規則第１４１条に
規定する就業制限を

導・要請を越えて仕事を

経営上の都合により、休

経営側
 ：急速に進む世代交
代の中で、人材育成など

しなくてはならない職種

る。
組合側
 ：業務量の減少とは。 組合側
 ：休業 日における
「平均賃金」の算出方法
は「労働基準法 条」の
適用なのか。
経営側
 ：そうである。

経営側
 ：ありえる。「一旦
指定した勤務及び休日等
の取扱い」に則り行う。

6

なって取り組むために
のモチベーションを高め
えはあるのか。
している。総合的に判断
就業規則等の改正に至る
目的と根拠

との認識にあるが、会社

えている。

する中の材料に入ると考

経営側
 ：社員の努力は認識

る必要がある。
社員の努力について

員の自宅や職場に大きな

組合側
 ：台風 号により社

期復旧にむけて奮闘して
スクの発生に備え、就業規

新型コロナウイルス感染

いる事実がある。業績に
も同じ認識なのか。

被害を受けながらも、早

おいても「利益剰余金」
則の改正を実施する。

を着実に積み上げるなど

努力によるものだ。私た
を持ち、勤務時間外にお
を整える観点から、日単

組合側
 ：「経営上の都合」
による休業の取り扱いに

ちは「一律・月数」での
いても家族の協力を得な

位の休業を命ずることを

組合側
 ：社員は現在の収入

経営側 ： 認 識 は 同 じ で あ
る。

「経営の安定性」が見て
取れる。黒字決算をつく

回答を求める。
がら、今日も各系統で力

明文化していく。

りだしたのは、職責の重

経営側 ： 仮 に 「 利 益 剰 余
金」を切り崩すとなると
をあわせて列車を運行し
「新たな３Ｋ（きけん、
業」との認識である。

雇用継続を目的とし、社

「株主総会」の議決が必
ている。要求の

項は

要になる。株主の理解を
得るのは難しい。
定期昇給がない中、技術
「カスタマーハラスメン

きつい、くるしい）作

継承や人材育成などで奮

ト」を受けている社員も

組合側
 ： 歳以上の社員は

闘している。

に尽力されていることは

である。「特殊」勤務に

命ぜられた場合は、そ

認識している。また、定

対する手当として加算す

業を命ずることがある。

期昇給はないものの、賃

るべきである。経営環境

経営側
 ：現段階では想定し
ていない。現業、非現業

いる。政府や自治体の指

金改善などの「処遇改善

が厳しいことは認識して

問わず全社的な判断であ

賃金の

は行ってきた」と認識し

いる。対前年の「減収減

る。

（注） 休 業 を 命 じ た 場 合
の賃 金は、賃 金 規 程 第１

ており、要求内容につい

益」ばかりを強調した回

⑵休業を命じた日につい
ては、賃金規程第４条

に会話も弾んできます。

分ほどの長い道

します。「飯山線」で約

的地である長野駅をめざ

なったところで、次の目

り、さっぱり気持ちよく

十日町の日帰り温泉に入

す。長い列車の旅は疲れ

酒飲み旅行」の終了で

ながらの「くるっと一周

ある美味しいそばを食べ

り、旅の目的の一つでも

これで高崎駅まで戻

て行けるように、健康留

これからもずっと続け

も出ますが、とても楽し

時間

ようやく長野駅に着い

意したいと思います。

い旅です！

て、今度は信州そばを頂

中、酒も入ってそろそろ

きます。定番のそばだけ

疲れも出てきます。

30

２６条の規定による。

ては検討していく。

答は納得できない。労使

組合側
 ：「その他経営上の
都合」とは、今回のコロ
ナウイルスにおける感染

17

2

9

議論に踏まえて「安定支
給」を求める。

1

6

12

13

14

15

16

9

2

10

11

29

12

4

組合側
 ：グリーンスタッフ
は正社員と同等の活躍し
ている。

25
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