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ＪＲ貨物会社

回答を受けた。
歳に 到達した 社員の扱 い
については「従前どおり」と

「これまでの交渉経緯」という点では、会社は「夏季1.5ヶ月、年末1.5ヶ月の
年間3.0箇月分は生活給」という考え方明らかにしてきたが、基準内賃金の1.6箇
月分との回答は、業績に対する反映はわずか0.1ヶ月分でしかなく、「0.04箇月
分を併せて支給する」を換算すると1万2,000円～1万3,000円でしかない。会社は、
中間決算が増収増益となったことについて「社員の頑張りである」ことを交渉で
明らかにしたが、まったく業績給が反映されないものとなっている。
「外的要因によるコスト負担」や「列車運行にかかるコスト負担」の増大を挙
げ、「経営基盤は未だ盤石ではない」として、「当社の置かれている厳しい状況
を十分に理解し、今後のさらなる発展を見据え、中期経営計画2021達成に邁進す
る」ことを訴えているが、売上高から見た人件費は25％にまで削減されており、
過去には「30％前半となれば優良企業」との経営幹部の発言もある。「盤石では
ない」経営基盤は、貨物会社が発足当初から抱える「構造矛盾」により生じてお
り、経営陣が負うべき責めを社員に転嫁したものとなっている。その意味では、
「鉄道事業部門の黒字化」と「会社発足以来の最高益確保」達成しても、生活が
一向に改善しない社員にしてみれば、実感どころか、社員犠牲の上に達成された
黒字化でしかないものとなっている。
「社員一丸」を訴える前に「黒字になったら、いつかは上天丼」を履行するよう、
再考を強く要請するものである。
以 上
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（闘 申第５ 号）」 に対 して 、
「基 準内賃 金の１ ．６ ヵ月 プ
ラス０．０４ヵ月分」とする

「回答書」において会社は、今春ダイヤ改正における専用列車の増発と新設、
ニーズを取り込んだ輸送サービスの提供とマーケティングの深度化、複数企業の
連携による共同輸送の取組みにより、前年を超える輸送実績となり、中間決算で
は、鉄道事業は4億円の黒字を確保し、単体の経常利益は中間決算開始以来最高
の38億円となったことを明らかにした。昨年度決算においても、単体で88億円の
経常利益となり、これは年初の事業計画を20億円上回り前期比29 億円増となっ
ている。連結決算でも前期比43.4％増の103億円となり、会社発足以来の最高益
を確保するものとなっている。
会社は、国労とのこれまでの交渉において、期末手当に対する考え方として、
「①．前年度決算、②．事業計画の推移と現下の経営状況、③．これまでの交渉
経緯、－などを踏まえ回答する」ことを明らかにしてきた。その意味では、前年
度決算及び事業計画の推移と現下の経営状況から、社員に対して還元できるもの
となっている。
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基 準内 賃金の １． ６ヵ 月プ ラス ０．０ ４ヵ 月分

11月17日、「2017年度年末手当の支払いに関する申し入れ」（国労闘申第5号）
に対して「基準内賃金の1.6箇月分」「0.04箇月分を併せて支給する」との回答
を行った。社員の生活を考慮しない低額回答と貨物会社の姿勢に抗議する。
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期待を 裏切る「 低額回答」 に断固抗議 する

2017年度年末手当「低額回答」への抗議と要請

国労大阪会館内

本部は 月 日、貨物会社
か ら「２０ １７ 年度 年末 手当
の支払いに関する申し入れ

（1）

国労西日本本部

NO.２５7
発行責任者

し、支払 日は「 月 ８日」と
回答した。
席上本部 は、 「前 年度 及び
今 年度の中 間決 算、 この 間の
交 渉経過を 踏ま えれ ば、 極め
て不満な回答である」として、
① 「鉄道事 業部 門の 黒字 化継
続 」という 経営 課題 を、 年末
手 当にすり 替え 、低 額回 答あ
り きの姿勢 に終 始す る全 く誠
意 の見られ ない もの でし かな
い 。②２０ １６ 年度 決算 は会
社 発足以来 最高 益を 確保 し、
２ ０１７年 度中 間決 算で も増
収 増益の結 果と なっ てい るに
も 関わらず 、過 去の 交渉 経緯
を 全く無視 し、 社員 と家 族の
厳 しい生活 実態 をま った く顧
み ないもの でし かな く、 社員
へ 業績を還 元す る姿 勢が 微塵
も 感じられ ない 。③ 経営 に影
響 を与える 数々 の根 幹問 題を
先送り、社員に犠牲を転嫁し、
そ の場しの ぎの 経営 を続 けて
い る経営陣 の責 任は 重大 であ
り 、「社員 が期 待し てい るこ
と 」に理解 を示 し、 支払 い体
力 は十分で ある にも 関わ らず
要 求に応え ない 経営 陣に は失
望 しかない 。－ と厳 重に 抗議
を行った。
これに対 し会 社は 、「 貴組
合 の指摘は 受け 止め るが 、会
社 として最 終判 断し た中 身で
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あり 、最終 回答 である 」と の
見解に終始した。
最 後に本 部は 、本日 の年 末
手当 の低額 回答 は、社 員と 家
族の 生活実 態を 全く無 視し た
一方 的な姿 勢で あり到 底認 め
られ るもの では なく「 極め て
不満である」と重ねて抗議し、
取り 扱いに つい ては「 持ち 帰
り検討」とした。
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（会社回答）

１．基準額
基準額 は、 基準内 賃金 の
１．６箇月分とする。
なお、 会社発足 周 年に
あ たり、 これ までの 労苦 に
報 い、０ ．０ ４箇月 分を 併
せて支給する。
２．支給日
平成 年 月８日（金）
とする。
３．その他
歳に到達 した社員 の取
扱 いにつ いて は、従 前ど お
りとする。
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変えよう
安全を守る
職場風土に

国労西日本本部大会

以降4名拡大
2017年９月1日付

広島地方本部
広島自動車分会
（（株）中国ジェイアールバス広島支店）

中本義幸さん
（39歳）
「国労に加入して、自分らしく働く環境
の改善にむけて努力していきたい」

西日本会社「確定拠出年金 企
(業 型 の
)導入」交渉

「募集にあたり強制・強要は行わない」と回答

運用リスクは加入者個人が負う
西日本会社は、９月に社員の老後の生活充実を図る新たな選択肢を提供し、社員の働きがい向上に
つなげていく新たな福祉厚生制度として、「確定拠出年金 企(業型 の)導入」を提案した。
国 労 西日 本本 部 は、 自 己責 任の 原 則を 揚 げ 、 「 運 用 リ ス ク は 加 入 者 個 人 が 負 う 」 「 将 来 の 年 金 額 が

え計画的に、間接 的に働きがい

ることにより、将 来の生活に備

とい う形で加入、未加入の 意思

た、 個々人に対して文章で 郵送

てく れないかと思っている 。ま

か、

のスケジュー ルについては大ま

で判断してい ただきたい。今後

月以降 に社員を対象とし

の向上に繫がればと考えている。
国労：社員が制度に 加入すること

た教育、２月 から３月にかけて

となる予定である。

ことから数ヶ 月前から募集開始

表示 を行なってもらう。マ イナ

国労： 数字が一人歩きをして 、職

規約の提示、 事務手続きもある

去にあったような「企業人教育」

場に おいて強制・強要 が行 なわ

ンバー時の様に行う。

まがいのことが起 こる怖さを感

れる 危険がある。あくまで 任意

によって、「働け 、稼げ」と過

じる。なぜ会社と して確定拠出

の取 り組みであり、加入す るも

であ る。加入しないものま で、

国労：規約につ いて有効期間はあ

運用実績について労働組合
に説明を

上が経過する中で 、課題や問題

なぜ 意思表示をしなければ なら

るのか。見直 しが必要な場合の

のが 意思表示をすればいい こと

年金（企業型）を選択したのか。
年以

点も生まれているのではないか。

ない のか。個人に対する圧 力し

取り扱いはど うか。また、金融

国内で制度が導入されて

また、国内で導入 している企業

かならない。

な規模の大きな企 業が導入して

入しており、ＪＲ 西日本のよう

会社：全国で５００ 万人以上が加

集を行なうことはない。」

は勧 めたいが。「現場長自 ら募

要は 行わない。迷っている 方に

会社： 募集にあたっては強制 ・強

むね半期ごと に労働組合に説明

あわせて運用 実績についておお

らかの対応を 行なわないのか。

危機等の状況 に際して会社は何

の規模はどうか。

会社：会社 としてこの間、将来の

いないのは、逆に 珍しいといわ

国労： 点呼等での周知で十分 であ

向上 に繫がるのか。

を提供することで、社 員の働き

為の社員 のライフプランの援助

れている。メリッ トもあればデ

老後の生活の充実を図 る選択肢
がい向上につなげてい くことと

について 、その機会を設けてこ

としては良い制度 であると考え
ている。

強制・強要が行なわれるの
ではないか

会社：労働協約 と同様の扱いとな

点で の考え方であり、詳細 につ

会社： 貴側の意見は聞いた。 現時

た場合、「お 知らせ」等何らか

マンショック等の経済状況になっ

いては随時行 なっていく。リー

ると思うが、 必要な見直しにつ

いては今後詰めていく。

の形で情報提 供していくことと

なるが、今回 の制度は短期で見

るのではなく 、あくまで長期的

である。会社とし ての加入目標

が行なわれる可能 性があり問題

去の経過からする と強制・強要

慫慂していくとし ているが、過

問題 ではないのか。社員は 何を

ない 中で募集を行なうこと は、

可能 なのか。また、規約を 示さ

余地 があるのか。見直すこ とも

につ いて、労働組合が関与 する

国労： 今後、会社が提示する 規約

有効期間はない。

と考えている。規約については、

あれば、随時 対応していきたい

う考え は無い が、問い合わせが

ついては労働 組合に説明を行な

ただきたい。 また、運用実績に

ものであり、 その点はご理解い

規約のない中で募集を行な
う ことは、 問題で はな いのか 。

会社：会社としてよ い制度である

持っ て判断するのか。また 今後

視点で運用を 行なう点で優れた

と思っており、積 極的に慫慂し

の具 体的スケジュールにつ いて

程度であり、若い 社員にはその

新入社員の持株会 に加入が７割

な規 約は提示していないが 資料

基に 規約を作成するため、 正式

会社： この間提示してきた資 料を

題があれば改めて交渉すること。

たことを遵守 するとともに、問

ない。交渉の 中で相互に確認し

クを伴うこの 制度を良とはでき

程度を、全体で５ 割程度加入し

とするものはあるのか。

ていく。ノルマと いうものは特

明らかにすること。

国労：国労とし て、組合員にリス
にないが、ひとつ の指標として

国労：募集にあたっ て、積極的に

すべきである。

して、今回導入をさせ ていただ

る。 そういうやり方は認め られ

料

ない。

メリットもあるが 、元本を保証

資
会 社

する商品も提供し ている。会社

なかった 。金融プランを提示す

国労：制度 の導入がなぜ働きがい
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くこととした 。

員の生活設計の多様化 に応え、

運用 の 結果 によ り 変動 す るた め、 事 前に 確 定 し な い 」 と す る な ど 、 労 働 組 合 と し て 安 易 に 容 認 で き る
ものではない 。と申し入れた 。

（交渉内容 ）
導入する根拠はなにか

会社：制度導入の経緯につい
ては、社会環境の変化や社
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