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概要   

     

①  組合員の基本給に一律 10,000円（定期昇給を含まない）の引き上げ 

②  エルダー組合員の基本賃 

③  

最初に、本部から趣旨説明を行いました。今春闘も厳しい交渉が想定されるが、労働者にとって春闘

は、自らの生活を保障するために絶対に欠かせないものであり、このような厳しい状況だからこそ、労

使は組合員の生活実感に基づいた要求に対して、しっかりと向き合い、議論をし尽くすことが求められ

ている。組合員は、コロナ禍による環境の変化に向けた対応のためとはいえ、鉄道会社としての考え方

をかなぐり捨て、一気に施策を進めようとする会社の姿勢に不安や不満を感じている。「会社は、一昨年

から賃金引き上げならびにボーナスを減額してきた。特に昨年は会社発足以来、初めて定期昇給のカッ

トを行うなどその負担を社員に強いてきた。この２年間、厳しい生活を余儀なくされている。このまま

では会社が倒れる前に社員が倒れてしまう」「コロナ禍において生活費が大幅に増加している。そして現

在、食料やガソリンなど多くの物価が上昇している。最低でも物価上昇に見合った賃金引き上げがなけ

れば生活が成り立たない」「本体と全く同じ業務に従事しているにもかかわらず、基本給は現職時の半分

以下である。本体社員だろうがエルダー社員だろうが関係ない」「団体交渉を行う前からマスコミに対し

て『賃金引き上げは厳しい』とコメントしている。社員の生活を全く考えておらず、許せない発言であ

る」等組合員からの切実な意見に基づき、生活実感と組合員・家族の安定的な生活を保障するため、物

価上昇に伴う生活向上分はもちろんのこと、厳しい状況下においてモチベーションをさらに上げていく

ためにも、賃金カーブ向上分として一律定額のベースアップを強く要請してきました。 

 

 会社からは、令和３年度第３四半期決算は、前年度の新型コロナウイルス感染症の反動などがあった

もののコロナ前の水準には回復せず、いわゆる本業の力を示す営業利益は引き続き大幅な赤字決算であ

ること。会社発足から 30年以上かけて約３兆円を返済してきた有利子負債は、コロナ後の１年間で約１

兆円増加し、昨年の末からさらに 3,000 億円増加し今後も収支状況次第で、さらなる増加が危惧される

など財務的にも非常に厳しい経営状況であるとし、仕事と組織を抜本的に改革し新たな価値の創造を加

速するとともに時代の変化にスピーディに対応できる新しい会社を創り上げる。サスティナブルに成長

を果たしていかなければならない。社会の変化を変革のチャンスと捉え、職場と系統といった垣根を越

えたスピーディに課題解決に取り組み、成功に向け努力するというサイクルを回していくことが求めら

れる。組織改正、制度改正もその一環であり不断の努力を重ねることで一人ひとりの働きがいや労働条

件の向上、そして社員・家族の幸福の実現につながるという好循環を生み出していく。変革の主役は社

員一人ひとりであり、変革の方向性をしっかり共有し果敢にチャレンジすることができるよう構造改革

を力強く進めていくとしています。定期昇給やベースアップによる基準内賃金の引上げは長期にわたり

総額人件費に多大な影響を及ぼすために足元の動向を踏まえつつ、中長期的な動向等を慎重に勘案して

議論する必要があるとこれまでの見解を示しました。 

 

次回の交渉日は、未定です。要求満額獲得に向けて第２回団体交渉に臨みます。 

 

 

 

 

■主な議論は以下のとおりです。 

《組合》 《会社》 

ＮＯ．11  

2022 年３月２日 

発行:ＪＲ東労働組合 

業 務 部 

 

① 組合員の基本給に一律 10,000円（定期昇給を含まない）の引き上げ 

② エルダー組合員の基本賃金に 10,000円の引き上げ 

③ 定期昇給の実施 昇給係数は４ 

④ 第二基本給の廃止 

⑤ 回答指定日 3月 18日までとする 
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□ ＪＲひがし労としての趣旨説明を申し上げる。

今春闘は、新型コロナウイルス感染症拡大後、 

２度目の春闘になる。このような中、岸田首相は

「企業に３％超の賃金引き上げを期待する。経済

を守るためにも賃金引き上げに向けて全力で取

り組む」と表明した。一方、経営側かは「新しい

資本主義の起動にふさわしい賃金引き上げが望

まれる」との姿勢は示したものの、原材料の高騰

により、企業への負担が大きくなるなど、経済が

不安定な状況であることを理由に、各企業とも賃

金引き上げには慎重な姿勢を崩していない。その

ため、今春闘も厳しい交渉が想定される。しかし、

私たち労働者にとって春闘は、自らの生活を保障

するために絶対に欠かせないものであり、このよ

うな厳しい状況だからこそ、労使は組合員の生活

実感に基づいた要求に対して、しっかりと向き合

い、議論をし尽くすことが求められている。 

私たちは、今春闘において、当社が厳しい経営

状況であることは踏まえつつも、労働組合とし

て、組合員の生活をしっかりと保障することを最

大の価値基軸に据えて、団体交渉に臨む。会社側

には、このことをしっかりと受け止めてもらい、

あらためて真摯に議論することを強く要請する。 

まず、はじめに、日本経団連は、１月 25 日に

「第 125 回経団連労使フォーラム」を開催し、

「2022 年春闘」が事実上スタートした。十倉会

長は、「長引くコロナ禍によって業績のばらつき

が拡大する『K字型回復』のもとにあっては、業

種横並びや一律ではなく、各企業が自社の実情に

適した対応を行う『賃金決定の大原則』を堅持す

ることの重要性が、ますます高まっている」と指

摘した。そのうえで、「働き手との価値協創によ

って生み出された収益と成果を働き手に適切に

分配すべく、企業の責務として、『賃金引き上げ』

と『総合的な処遇改善』に取り組むことが非常に

重要である」と呼びかけた。また、経団連は、昨

年に引き続き、日本型雇用システムである「メン

バーシップ型雇用」の見直しについて議論してい

くことが必要であるとの認識を示し、「ジョブ型

雇用」の導入ならびに活用の検討が必要であると

主張した。 

当社では、昨年５月には「現業機関における柔

軟な働き方の実現」、昨年 12月には、「『変革 2027』

の実現に向けた組織の再編」を提案し、これまで

の役割分担にとらわれずにフレキシブルな働き

方と同時に、社員の働きがいの向上や経営体質の

強化を実現していく考えを示した。 

 この２つの施策については、現在も議論は継続

中だが、組合員は、会社側が主張しているコロナ

禍による環境の変化に向けた対応のためとはい

え、多くの組合員ならびに社員が鉄道会社として

の考え方をかなぐり捨て、一気に施策を進めよう

■ 貴側の要求ということで趣旨説明をしていただ

きました。今後、真摯に議論して参りたいと思い

ます。会社の現状認識を申し上げさせてもらう。

社員のみなさんには新型コロナウイルス感染症の

再拡大により緊張感が高まる中、それぞれの職場

において安全・安定輸送と高いサービス品質の提

供そして、さまざまな課題に積極的にチャレンジ

していただいていることに対し冒頭感謝を申し上

げる。 

賃金の引上げに関する認識としてありますが、

いわゆる定期昇給やベースアップによる基準内賃

金の引上げについては、長期にわたり総額人件費

に多大なる影響を及ぼすことから足元の状況を踏

まえつつ、中長期的な動向等を踏まえた慎重な判

断が必要である。また、基本給については中長期

的な経営見通しを踏まえ、環境変化に対応するた

めの生産性の向上に対する社員の貢献への成果配

分といった基本とし、様々な考慮要素を踏まえな

がら毎年度の経営状況を勘案して決定していくも

のであると考えている。 

経営状況でありますが、１月に発表した令和３

年度第３四半期決算は、前年度の新型コロナウイ

ルス感染症の反動などがあったもののコロナ前の

水準には回復せず、いわゆる本業の力を示す営業

利益は引き続き大幅な赤字決算になっていまして

通期の業績予想についてもマイナス 1,230 億円と

いう営業損失になっている。足元では新型コロナ

ウイルス感染症の再拡大に伴うまん延防止等重点

措置これらにより新幹線などのご利用が減少した

ことにより、1月の鉄道営業収入が前々年度の約６

割になるなど依然として厳しい状況にあります。

減収に対応するための社債等の発行によりまして

会社発足から 30年以上かけて約３兆円を返済して

きた有利子負債は、コロナ後の１年間で約１兆円

増加したことはこの間申し上げているとおりであ

りますが、昨年の末からさらに 3,000 億円増加し

今後も収支状況次第ではさらなる増加が危惧され

るなど財務的にも非常に厳しい経営状況が続いて

いる。 

経済動向としては、内閣府が２月に発表した月

例経済報告では、景気は持ち直しの動きが続いて

いるものの、新型コロナウイルス感染症による厳

しい状況が残る中で、一部に弱さがみられると５

か月ぶりに総括判断を、下方修正をしている。年

末年始までは国内旅行や外食そういった分野にも

持ち直しの動きがみられたものの、変異株の影響

などにより弱さが増す結果になっている。 

世界経済については、ワクチン接種の進展等を

背景に経済活動の再開が進むことで 2021年の実質

成長率は、アメリカや中国といった国に牽引され

るかたちで高い成長が見込まれる一方、未だ成長

の動向が不可欠など経済成長の足かせとなってい
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とする会社の姿勢に不安や不満を感じている。つ

まり、会社が目指そうとする「夢」と「現実」の

乖離が大きく、引き続き慎重に議論していくこと

が必要だと考える。 

一方、昨年、私たちは、これまでの「日本型雇

用システム」である新卒一括採用や終身雇用、そ

して年功序列型賃金体系などの「メンバーシップ

型雇用」が日本における経済発展の基盤となって

きたことや統一闘争としての春闘が労働者全体

の賃金引き上げへとつながってきたことに踏ま

え、「安易な見直し」には反対であり、労使間に

おいて十分な議論が必要との認識であること主

張した。 

現在、当社においては「ジョブ型雇用」導入に

向けた具体的な議論は行われてらず、交渉におい

て詳細に議論するつもりはないが、今後、現場に

おいて多くの社員が企画業務に従事するように

なった場合、仕事における役割や貢献度が重視さ

れる状況になると考える。「ジョブ型雇用」は、

会社にとって業務に適切な人材を確保するとい

う意味においては、メリットはあるが、労働者に

とっては、特定の業務がなくなれば、担当してい

た社員は解雇されることが多く、賃金をはじめと

する労働格差が広がる可能性がある。このことか

らも労働組合としては「ジョブ型雇用」の導入に

は反対であり、慎重な議論が必要だと考える。 

会社は、１月 31日に 2021年度第３四半期決算

を発表しました。単体決算では、営業収益が１兆

797 憶円（対前年比 121.8％）となり、営業損失

は 372億円、経常損失は 587憶円、当期純損失は

697憶円と過去２番目に低い営業収益ならびに運

輸収入にはなったものの、昨年に比べ、改善した。

また、３月期における通期損益見通しは、単体・

連結とも昨年 10月 28日に公表した業績予想から

変更せず、据え置いた。会社は、昨年１月 29 日

に「『変革 2027』の新たな数値目標の設定につい

て」を発表し、2026 年３月までの数値目標を発

表した。固定費が高い鉄道事業における構造改革

として徹底したコストダウンを図っている。そし

て経営体質の抜本的強化として、えきねっと取扱

率 60％、モバイル Suica 発行枚数 2,500 万枚、

JRE MALL 取扱高 1,300 億円などの目標を掲げて

2026 年度までに運輸事業とそれ以外の事業の比

率を現在の「６対４」から「５対５」にしていく

ことなど、IT・Suicaサービスを「新たな成長戦

略」の主軸に据え、鉄道以外の収益力をさらに強

化することを明らかにした。 

現在、世界的には、企業の収益は改善傾向にあ

るが、日本では資本に利益は集中し、2020 年度

における企業の内部留保は 2012 年度と比べて約

6割増の 484兆円に達している。しかし、賃金と

して労働者に十分なお金が分配されることはな

る。さらに半導体の不足によるサプライチェーン

の問題や直近では、ロシアのウクライナ侵攻これ

に際し各国の経済制裁の発動やエネルギーの供給

逼迫を招く見方から原油価格が高騰するなど世界

経済の停滞につながる政学的リスクこういったも

のにも十分注意する必要がある。 

中長期的な見通しとしましては、新型コロナウ

イルス感染症がもたらした不可逆的な社会構造の

変容によりまして人々のライフサイクルや価値観

が大きく変化し、また当社としても鉄道をご利用

になるお客さまがコロナ前の水準には戻らない認

識には変わりない。さらにデジタル技術の急速な

進展により新たなサービスが次々に生み出される

など世の中の変化のスピードもさらに加速してい

ます。 

そうした中当社グループは、仕事と組織を抜本

的に改革し新たな価値の創造を加速するとともに

時代の変化にスピーディに対応できる新しい会社

を創り上げることでサスティナブルに成長を果た

していかなければならない。そのためには社会の

変化を変革のチャンスと捉え、職場と系統といっ

た垣根を越えたスピーディに課題解決に取り組み

成功に向け努力するというサイクルを回していく

ことが求められる。各支社において立ち上げを予

定している統括センター、営業統括センターまた、

昨年 12月には提案しましたが、組織改正、制度改

正もその一環であり、こうした不断の努力を重ね

ることで一人ひとりの働きがいや労働条件の向

上、そして社員・家族の幸福の実現につながると

いう好循環を生み出していく。仕事と組織を抜本

的に見直し新たな価値、サービスの創造を通じ新

たな会社を創り上げていくのは変革の主役である

社員一人ひとりである。社員一人ひとりが変革の

方向性をしっかり共有し果敢にチャレンジするこ

とができるよう構造改革を力強く進めていきま

す。引き続き必要な諸施策については、時間軸を

しっかり意識しスピード感を持って積極的かつ建

設的に議論を進めていきたいと考えている。 

以上を踏まえて、新賃金の議論にあたっての基

本的なスタンスを申し述べます。冒頭申し上げた

ように、いわゆる定期昇給やベースアップによる

基準内賃金の引上げは長期にわたり総額人件費に

多大な影響を及ぼすために足元の動向を踏まえつ

つ、中長期的な動向等を慎重に勘案して議論する

必要があると考えている。足元では、新型コロナ

ウイルス感染症の再拡大などにより先行きが依然

として不透明であり、さらに世の中の変化が加速

する中、当社グループがサスティナブルに成長を

実現するためには仕事と組織を抜本的に改革し新

たな価値、サービスを創造することで変化にスピ

ーディに対応できる新たな会社を創り上げていか

なければなりません。 
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く、物価変動の影響を除いた実質賃金は同期間に

おいて 5.6％に下落し、消費はさらに停滞してい

る。日本は 20 年以上ものあいだ賃金の低下傾向

が続き、先進国において取り残されている。賃金

が上がらないため、家計においても節約志向が続

き、国内総生産（GDP）における個人消費は 53％

にまで減少している。 

 今、日本はコロナ禍においてさらに「貧困化」

している。日本では１世帯当たりの平均年収は

1994年のピークから 100万円以上下落している。

一方、税や保険料などの負担は右肩上がりとなっ

ている。特にコロナ不況を口実に多くの労働者が

首切りや賃金切り下げ・賃金カットを強制され、

貧困に苦しんでいる。そして現在では、脱炭素に

備えて生産調整に入った産油国による石油価格

のつり上げ、パンデミックとその後の急激な消費

拡大とを要因とする世界的な物流の遅滞などに

よる世界的な物価上昇が発生するなど、生活必需

品の価格が大幅につり上げられている。そしてこ

のことに乗じて電気やガス、旅客運賃などの公共

料金も相次いで引き上げられようとしている。 

このようなことからも企業による人材への投

資は低い状況のままであり、この厳しい状況下だ

からこそ、企業における利益をしっかりと社会に

還元し、積極的に賃金引き上げを行っていくべき

であると考える。会社が主張する「慎重な姿勢」

だけでは、この状況を突破することはできず、企

業として賃上げを先導することが必要であると

考える。 

私たちＪＲひがし労は、２月６日に第４回定期

中央委員会を開催し、「春闘方針」を決定した。 

委員ならびに組合員からは、 

・会社は、経営状況が厳しいことを理由に一昨年

から賃金引き上げならびにボーナスを減額し

てきた。特に昨年は会社発足以来、初めて定期

昇給のカットを行うなどその負担を社員に強

いてきた。そのため、この２年間、厳しい生活

を余儀なくされている。このままでは会社が倒

れる前に社員が倒れてしまう。今こそ、会社と

して組合員、社員の悲痛な叫びに耳を傾け、私

たちの要求にしっかりと答えるべきである。 

・コロナ禍において生活費が大幅に増加してい

る。そして現在、食料やガソリンなど多くの物

価が上昇している。最低でも物価上昇に見合っ

た賃金引き上げがなければ生活が成り立たな

い。組合員の生活実感に見合った賃金引き上げ

を強く求める。 

・エルダー組合員は、本体と全く同じ業務に従事

しているにもかかわらず、基本給は現職時の半

分以下である。また、グループ会社では厳しい

労働条件の下で働いている。しかし、生活費は

増加し、物価は上昇している。本体社員だろう

このような基本のスタンスに踏まえ、貴側から

の令和４年度の新賃金の要求については、極めて

慎重に判断をしなければならないという状況には

変わらない認識をしている。また、その他の要求

についても、人件費に与える影響などを踏まえて

総合的に勘案し判断する必要があると考えてい

る。いずれにしても早期合意を念頭にスケジュー

ル感を持ちつつ、真摯かつ精力的に議論を進めて

いきたいと考えている。貴側においても協力をお

願いしたいと思う。 
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がエルダー社員だろうが関係ない。今後は高年

齢者雇用安定法の改正により、努力義務とは言

え、70 歳までの就業機会の確保が求められ、

年金制度も改正されるなど不安である。本体社

員同様の賃金引き上げを求める。 

・なぜ第二基本給が退職手当算定基礎給から外さ

れ、退職金が減額されなければならないのか、

全く理解できない。会社発足当時とは状況が違

う。生涯賃金を維持ならびに向上させるため、

早急に廃止すべきである。 

・会社幹部は、夏季手当の際もそうだったが、団

体交渉を行う前からマスコミに対して「賃金引

き上げは厳しい」とコメントしている。社員の

生活を全く考えておらず、許せない発言であ

る。他の企業では、コロナ禍により厳しい経営

状況にあったとしても社員の生活を保障する

ために賃金引き上げを検討している企業もあ

る。社員の生活はもちろん、モチベーションを

上げるためにも満額回答すべきである。 

など、多くの組合員から切実な意見が出された。 

このような組合員からの意見に基づき、組合員

の生活実感と組合員・家族の安定的な生活を保障

するため、物価上昇に伴う生活向上分はもちろん

のこと、厳しい状況下において社員のモチベーシ

ョンをさらに上げていくためにも、賃金カーブ向

上分として一律定額のベースアップを要求する

ことを確認した。 

私たちは、コロナ禍における厳しい経営環境を

踏まえつつ、今後における経済状況や経営施策な

ど様々な状況をしっかりと分析し、労働組合とし

て組合員・家族の安定的な生活を保障するため

に、2022 年度賃金引き上げについて次の通り申

し入れる。 

１つ目として、組合員の基本給に一律 10,000

円（定期昇給を含まない）の引き上げを実施する

こと。 

２つ目として、エルダー組合員の基本賃金に

10,000円の引き上げを実施すること。 

３つ目として、「労働条件に関する協約（平成

30 年 12 月３日締結）」第 258 条に基づき、定期

昇給を実施すること。また、その際の昇給係数は

４とすること。 

４つ目として、「労働条件に関する協約（平成

30 年 12 月３日締結）」第 381 条（退職手当算定

基礎給）に基づく「第二基本給」を廃止すること。 

５つ目として、回答期限は３月 18 日までとす

ること。の５項目を要求します。 

今回、ベア 10,000円を要求した根拠の根本は、

「いまのままの賃金だけで本当に生活していく

ことはできるのか！」ということです。 

現在、ウクライナ情勢の悪化などによる原材料

の高騰により多くの物価が上昇し、生活を圧迫し
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ている。そのため、これ以上、ベースアップはも

ちろん、定期昇給やボーナスが減少するようなこ

とになれば、労働組合として組合員の生活を保障

することはできないとの判断から決定した。特に

定期昇給については、経営環境の悪化を理由に昇

給機会すら奪うことは、労働組合として決して認

められるものではなく、今後における生涯賃金に

も大きく影響するものであり、あらためて満額支

給を要求する。 

私たちが今団体交渉に臨むにあたり一番重要

視していることは、先程も述べたが、労働組合と

して組合員の生活実感に踏まえ、厳しい経済状況

下においても組合員・家族の安定的な生活を保障

していくことだ。つまり、今春闘は、会社側が様々

な施策を通じて生き残りをかけているのと同様

に、まさに「自らの生活をかけたたたかい」であ

り、その絶対的要素である賃金引き上げは、労働

組合として決して譲ることはできない。 

会社は、厳しい経営環境を理由に固定費である

人件費を削減しているが、人件費は一度下がった

ら簡単に上がることはない。それは、これまで業

績が好調な時においても、経営環境の急速な悪化

などを理由に賃金引き上げに慎重な姿勢を崩さ

ない会社の姿勢を見れば明らかである。 

冨田会長は年初にマスコミのインタビューに

答え、「今、鉄道業界は厳しい環境下にある。今

の状況だといわゆるベースアップは難しい。賃上

げ全体に対して厳しいと言わざるを得ない。これ

からの業績如何であり、昨年はベースアップをで

きなかった。それから定期昇給も普通の時の半分

にしている。そういった定期昇給をまずどうする

のか、そこからの議論だと思っている」と述べて

いる。また、「ベースアップだけではなく、社員

が元気であることが鉄道会社の安全やサービス

をつくり出す元である。従業員がもっと元気にな

れる方法として現場第一線の知恵や創意を活か

して経営を変えていこうという運動をしている」

と述べている。しかし、会社として経営というパ

ッケージを変えても元気は出ない。私たちの生活

は決して理屈ではない。現実に現れていることに

しっかりと目を向け、そのことに応えていくこと

が真に組合員、社員が求めていることであるとい

うことをあらためて主張しておく。 

最後に、このような厳しい経営環境になった原

因は、私たち社員によるものではない。会社側に

はこのような現場組合員の切実な思いをしっか

りと受け止め、あらためて私たちの要求に対して

満額回答することを強く要請し、ＪＲひがし労と

しての趣旨説明とする。 

 


