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基準内賃金の３・０カ月分を要求

が、貨物会社の「現時点の考え

「 現時点の 考え方」に 対して抗 議を

月５日、「２０

11月5日、貨物会社は「会社の現時点における考え方」
として、「新型コロナ感染拡大による経済低迷の影響で輸
送量は減少傾向にあり、今後も先行きが見通せない厳しい
状況である。引き続き総合物流企業として黒字体質に向け
た経営基盤の強化が必要であり、そのためにも現時点にお
いてできうる限り不要不急の経費節減に努めなければなら
ず、年末手当については慎重に判断しなければならない」
として「リーマンショック後並みを考えている」との考え
方を明らかにした。
貨物会社の2019年度決算は、この間の効率化の推進と新
規採用の抑制による人件費の削減が大きく影響する中、JR
発足から4番目となる経常利益71億円を確保し、10期連続
の経常黒字を達成している。
一方社員の置かれた現状は、発足からの社員数は半減し、
売上高人件費比率は25.46％まで落ち込み、新規採用の抑
制や、低額支給が続く期末手当、それまでの18年に及ぶ
「ベア・ゼロ」などが大きく影響し、社員犠牲を繰り返す
下経営基盤の確立に向けた体制強化は着実に進んでいる。
国労が試算する貨物会社の内部留保は1,000億円を超え
るものとなっており、国労要求である3.0ヶ月分の支払い
に必要な持ち出し原資は貨物会社の内部留保の3％弱を使
うだけで実現可能となっている。
コロナ禍のもと、物流においては、企業活動の低迷から
輸送量が減少してきているが、貨物会社の輸送量は厳しい
経済状況が続いている現状においても対前年比で9割に近
い輸送量を確保し、四半期ごとの計画の見直しでも経常利
益は確保できるとの見通しを立てている。
真貝社長は、奮闘する社員に対し労いの言葉を述べるな
ど、社員の置かれている現状に対しての認識を示している
が、コロナ禍における消費の低迷や失業者の増大は一層の
景気後退を招くものであり、今ほど雇用の継続を最大限保
障し、労働者の賃金を確保していくことが企業に求められ
ているときはない。過酷極まる現状で奮闘する社員に対し、
今年末手当でその労苦に報い、社員の更なる奮起を引き出
すためにも要求の満額回答を強く求めるものである。
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労苦に報い、要求の満額回答を強く求める

方」 に対して 抗議する と とも に、
再考と要求満額獲得を求める貨

貨物会社は

２０年度年末手当の支払いに関
する申し入れ」（国労闘申第２

物会社への要請を取組むので徹

月

号）に対する「現時点の考え方」

１、支払額は 、２０２０年

底された い。

月期改訂による１０

月

12

として、「新型コロナウイルス
感染症の影響による減収、事業

計画での
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１日現在の基準内賃金の３・

７日の 週ま で と す る こ と 。

０カ月 分と す る こ と 。
２、支払日は、２０２０年
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大阪市北区錦町2-2 国労大阪会館内
０億円の下方修正」を理由に

「リーマンショック後並みと考
えている」との考え方を明らか

３、期間率、成績率の支払い条
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日
にした。

会社の考え方は、２００９年

４、支払いにあたっては公平・

件について大幅に改善するこ
と。

保し、２０１９年度決算では過

当時の経 営状況 を示し てい るが 、
この間 期連続の経営黒字を確

歳に達した

公正に行い、社員間・組合間
差別は 絶対 に 行 わ な い こ と 。

歳以上の社員に

55

労

去４番目の経常利益を確保して
いる中で、コロナ禍において指

者、また、

５、調査期間内に

社員の労苦に応える姿勢ではな

ついては、 歳到達時の基準
内賃金の１００％を算定基礎

55 55

定公共機関として責任を果たす

く、貨物会社社員と家族の期待
と願いに背を向けるもので、到

額とす るこ と 。

６、契約社員及び臨時社員につ

いても、社員と同様の取り扱
いとす るこ と 。

底「現時点の考え方」に値する

ものではない。

闘争指示第 号に基づく取組
みを展開しているところである
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年末手当の基準額の再回答を求める申し入れ
が、 ここま で積み 上げて きて おり

利益 剰余金 は崩せ ないと 言わ れた

てい るとあ った、 一方で なか なか

とい うこと で、株 主配当 にま わし

て頂 いた。 会社か らは利 益剰 余金

継続のためにも。

である。 社員の モチベ ーシ ョン の

えてきた という ことに 報い るべ き

経営が苦 しいけ ども一 緒に 乗り 越

社含め検 討をし ていた だき たい 。

して 基準額の 見直し をす る考 えは

この 間議論を 進めて きた 。会 社と

て私 たちも精 一杯再 回答 を求 めて

考え た時にも いろい ろな 声を 受け

解に 苦しむ。 組合員 、社 員全 体を

社として今まで頑張っているグルー

無い という答 えです が、 やは り会

して懸念するのは受け止めている。

（ 会社）社 員のモ チベー ショ ンに 対

プ会 社含めて 働いて いる 全社 員の

社員 として は、こ の苦し い時 に社

今後会社 の経営 が変わ って きた 時

事を 考え、ま たそれ を支 えて いる

員の 生活を 守ると いうも ので 利益
剰余 金を一 部崩せ ないの かと 意見

家族 の日頃の 努力に 報い るた めに

も社 員の生活 を引き 続き 守り 、社

は社員の モチベ ーショ ンに 配慮 し

（会社）現金としてたまっていない。

ている。 賞与と いう数 字な のか ど

員の 生活設計 に配慮 する とい う会

て施策を すすめ ていこ うと は思 っ

バラ ンスシ ートを 見て余 って いる

ういった 形にな るのか は判 断出 来

がある。

と思 いがち である が、全 てが 現金

社の 責任は重 要であ り、 責任 を果

（ 会社） 社員に なりたい と受 験さ れ

とつは遺憾の意をあらわしながら、

たし て頂きた いその 思い と、 今回

こ とで進め てきた 。額に つい て今
た方の 中には たしかに 意識 され た

直 し と い う こ と で 今 回１ ・

引き 続き会社 として 社員 の雇 用と

ないけど も、モ チベー ショ ンを 損

年 度の見通 し、今 の経営 状況 など

方もい るかも しれない が、 将来 的

月と下げられて、今後は無いのか。

雇用を守 れと要 求して きた が、 そ

生活 を守る、 そして 対応 する とい

なうこと が無い ように 施策 を考 え

を 踏まえな がら出 来るだ け早 い時

に社員 として のＪＲ西 日本 での 働

今回 限りで よいか 。年間 臨給 で協

ういう観 点で何 か出来 ない のか 。

う観 点に立た れるこ とを 期待 しな

であ る訳で はない 。利益 剰余 金を

期 に出して いくと いうこ とも 、社

き方や いろん な面を見 て判 断さ れ

定を 結んで いるの に、こ うい うこ

グループ 会社を 助ける とい うこ と

がら の、私た ち労働 組合 とし ての

取り 崩せと いうの は車両 を売 却せ

１．組合員の生活と生活設計を

員 の生活設 計や不 安な状 態が 少し

て合格 して当 社の社員 にな られ た

とはあってはならない。

で。利用 者・国 民に対 して は新 幹

社員 はじめ組 合員の 雇用 を守 って

それが１ ・

箇月の提示額について

で も早く無 くして いく、 そう いっ

ものだと思う。今回単独で見れば、

（会社 ）９月 にも伝 えまし たが 、そ

線の割引 だとか してい るが 、社 員

いく 、労働条 件を守 って いく とい

の１ ・

守るため、基準額の見直しを
行うこと

た ことに繫 がるも のだと いう こと

賞与が 下がっ たと思う けど も、 会

もそ も年間 臨給と いうも のの お約

には何か 出来な いのか 。担 当部 長

ていこう と、貴 側の申 入れ を受 け

２．再回答については、速やか

で 回答させ て頂い た。通 期の 見通

社が今 後も不 透明な状 況だ がま た

束に ついて 協定を 締結し た重 みと

が言われ たよう に儲か った 時に は

よというものになってくる。

【組合】 今回の 回答に おいて は、 社
し なりご利 用状況 なり今 の状 況に

変わっ てくる ものと思 うし 、こ こ

いう ものは 理解し ていま すし 基本

は私 たち国労 として の考 えと 大き

につ いて基準 額を見 直す 考え はな

な乖 離があり ます。 今回 の再 回答

ンペーンとかしているけども、我々

いと いうこと であり ます ので 、ひ

れる。

やっ てきた ことは ないが 、経 営状

色々やら れてき たと。 何か やら な

う立 場を表明 しなが ら今 回の 会社

答 を説明さ せて頂 いた。 考え 方に

用を守 ると言 ったこと は勇 気付 け

様の安 全・社 員の安全 、社 員の 雇

【 組合】 社長が 最初に言 った 、お 客

解を いただ いたか ら見直 しを する

見直 しさせ て頂い た。今 回は ご理

況を お伝え したう えで年 間臨 給を

は思う。 鉄道だ けでは なく グル ー

（ 会社）色 々なこ とは考 えら れる と

いとグループ会社も厳しい。

の回 答につい ては持 ち帰 り検 討と

箇月の回

当 然変わり は無い し今の 状況 にお

プの色々 なサー ビスを 繋げ てい く

感をも ってい る。満 足して いる 社
員は一 人もい ない。 不満で あっ た

とな ったも ので、 今回限 りか どう

ら再 回答申入 れをす ると 言わ れる

ない ように とは思 ってい る。 年間

る。

（ 会社） 額につ いていく らが いい と

期に 苦しい 中頑張 ってお り、 収束

がり 黒字が ベスト だがコ ロナ の時

【組合 】全社 員に対 して。 収入 もあ

を求める 申入れ をおこ なっ てき ま

生活を守 る為に 見直し をと 再回 答

れて、国 労とし て組合 員の 雇用 と

当の見直 しとい うこと で提 示を さ

合意 に向けて ご検討 いた だけ れば

越え るという ところ で是 非早 期に

労使 一体とな ってコ ロナ 禍を 乗り

について是非ご理解をいただいて、

けど も、当社 のおか れて いる 状況

ると ころもこ れ以上 もあ りま せん

社の 状況とい うのは お伝 えし てい

（会社）

する。

り失望 であっ たりそ ういっ た気 持

られる と思う 。９月９ 日の 会社 の

ような物 をつく ろうと かい うこ と

ご発 言があり 、本日 こう いう 形で

臨給 の重み 、見直 しにつ いて 労使

月２ 日の場 でも委 員長か

い て基準額 を見直 すとい った 考え

かと はなら ないが 、そう いう ふう

議論 をさせて いただ きま した 。会

ちをも ってい る。優 秀な人 材が 流

表明で も雇用 と生活を 守る と、 社

も、ご利 用しや すいア プリ とか も

はない。

色んな形 で考え ている とこ ろで あ

出して いくの ではな いかと いう 心

にな らない ように 、約束 した 事が
以上に 社員の 気持ちを 沈ま せた 。

で合 意した という 重みも 当然 受け

１・

あまり にも減 額しすぎ たと 率直 に

契 約社員か ら社員 になる 方に つい

【組合】 契約社 員の関 係で、

月に

見直 しをし ないと いけな いと なら

箇

て 、今回合 格率が だいぶ 低い よう

思う。 社員の モチベー ショ ンを 下
目 安となり 受験し ようと いう 判断

いうの は様々 な考え方 があ ると 思

【組合 】

箇月と いうのも

だ が、今回 に限っ て、年 末手 当に

基 準に少な からず なって いた と思

う。当 社とし ても９月 ９日 に申 し

ついて 当初２ ・

いうこ とであ ります が、主 旨に つ

う が、試験 を受け たそれ 以降 にさ

月２日 に会社 から年末 手

箇月というのはその言葉

たことか らすると 、この １・

配をしている社員もいる。そういっ
月とい う数字 は再考 するべ きで は
ないか。

いては受け止めさせて頂いている。

ま ざまな変 化があ り、会 社の さま

（会社） 今回、 再回答 の申し 入れ と

見直し の回答 の場面 と繰り 返し に

止めている。

なって しまう かもし れない が、 ９

と思 っており ますの でよ ろし くお
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ついては いろん な議論 の中 でも 理

願いしたいと思います。

した。今日まで議論してきて１・
黒字 になら なくて も今ま での 労に
対し て報い る手立 てをグ ルー プ会

箇月という年末手当の提示額に

した 時には 考えて いただ きた い。
【 組合】 内部留 保につい て話 をさ せ

いる。

上げた 通り、 基本方針 は認 識し て
箇月となるというも

万円もらえたところが、

ざ まな規定 類を確 認する と、 精勤
今 回１ ・

月９日 に期末 手当の 見直し とい う
いた協 定の一 部見直 しする とい う
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げた。
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手当やと
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た回答 という 中で１ ・

あ るが、社 員の生 活設計 に配 慮し

は申

号 でグル ープ会 社を含め て

て強く思っている。

員の生 活設計 に最大 限配慮 する と
お いてはご 理解い ただい てい るも

だけを 見て言 われても …社 員と 契

的に はない と考え ている 。今 まで

【組合 】年間 臨給で の年末 手当 の見

か真摯 に業務 に取り 組んで きた 努
の と思うが 、回答 にもあ る通 りか

約社員 との大 きな違い もあ りま す

ＴＯ キ ャ

力に少 しでも 報いる と言う なら 、
な りの赤字 が見込 まれる 中で 、こ

しその 点は理 解されて いる と思 わ

【 組合 】世 の 中は Ｇ Ｏ

箇月と いうのは あり
の 状況にお いて見 直す額 を有 額と

箇

えない 。言葉 ではそ ういっ た文 言
す るのは非 常に厳 しい状 況の 中で

が１・

50

箇月 と聞いて 悲壮
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員を元 気付 け たと思う 。そ の中 で

の社員は １・
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に行うこと

箇月 はあり えない。 多く

が並ん でいる けども 出され た回 答

ので比較すると大きく減額となる。

社員はじめ組合員の雇用を守っていく

生活設計に配慮するという会社の責任は重要だ

西日本
ことで 貴側と も議論 し、成 立し て

69

50

50

50

50

NO.301
06－6358－1190 JR071-4548.9
国労大阪会館内
大阪市北区錦町2-2
本
西

日
労
国
2020年11月17日
（2）

