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1部20円（但し組合費に含む）

いる。
一方で、Ｊ Ｒ産業の持続的な発展にむけては、採用競争
となる。Ｊ Ｒ連合は、「中期労働政策ビジョン（２０１４～

実にむけた取り組みが重要になってきま

す。そして、働き方改革関連法の成立や

齢層や高年齢層・非正規社員の賃金改善

保やベースアップの実施をはじめ、若年

金の引き上げについては、定期昇給の確

グループ会社等の「底上げ・底支え」

チアップが実現できていません。また、

の各年齢ポイントで目標賃金水準へのキャッ

は一部に限られたことから、多くの単組

おいても、現ビジョンで明示したあるべ

したがって、２０１９春季生活闘争に

図る取り組みも展開しなければなりません。

用や業務実態を点検し、必要な見直しを

高裁判決なども踏まえ、自社の制度・運

雇用形態間格差の是非を争った訴訟の最

や扶養手当の増額などの諸手当改善、時

き働き方の実現にむけて、月例賃金の引

２０１９春季生活闘争では、これまで

「格差是正」の取り組みは、一定の成果

の取り組みを途絶えさせることなく継続・

の命運を握っているとの認識を改めて加

間外割増率の引き上げ等多くの成果を獲

策ビジョン（２０１４～２０１８）」で

定着・前進させるとともに、組合員の負

盟全単組で共有することが重要です。特

き上げを基軸としつつ、労働時間や休日・

掲げたＪ Ｒ関係労働者にとってあるべき

託に応え得る取り組みとしなければなり

に、グループ会社における人手不足は前

に結実したと捉えられるものの、一朝一

労働条件へと一歩前進を図ることができ

ません。そのためにも、すべてのＪ Ｒ関

年以上に深刻さを増しており、要員不足

え続けている協力会社に対し
ても同様の取り組みを拡げ

ていくことで、すべてのＪ Ｒ関係労働者の「底上げ・底支
え」「格差是正」の実現にむけた取り組みをより一層強化

通期業績予想の下方修正が行われた。加えて、Ｊ Ｒ北海道

となって、２０１９春季生活闘争勝利にむけて力強い統一

Ｊ Ｒ各単組、グループ労組 単組８万３０００人が一丸

していく。

得し、賃上げの流れを継続・前進させる

ＪＲの責任産別としてすべてのＪＲ関係労働者のあるべき労働条件を実現していく
Ｊ Ｒ連合は、２月５日、静岡市内にて第 回中央委員会
を開催し、２０１９春季生活闘争をはじめ、政策課題、組
連合は、２０１９春季生活闘争について、賃上げの継続
２０１８）」の最終年度として、連合方針に則り、「賃金

力の強化や人材の確保・定着を実現することが必要不可欠

による「底上げ・底支え」「格差是正」と「すべての労働
は最大の労働条件」との認識に立ち、月例賃金の引き上げ

織課題など当面するＪＲ連合の活動方針を討議する。

者の立場にたった働き方」の実現とともに、働き方も含め

たと言えます。また、グループ会社等に

係労働者が提供し続けている「労働の価

が常態化する中、過酷な労働を強いられ

休暇制度といったすべての労働条件を点

おける労働条件の「底上げ・底支え」

値」について、引き続き労使間における

ています。蓄積された経験や知識、技量

夕に為し得るものではなく、粘り強い取

「格差是正」をめざし、企業間における

真摯な議論を通じて再評価を行い、総合

が必要とされるＪ Ｒ産業において、この

り組みが必要です。

適正な取引の実現や人材確保を念頭にお

生活改善闘争を持続的に展開することが

ような事態は心身の健康や安全確保、そ

議を全組合員に要請する。

闘争を展開できるよう、第 回中央委員会にむけた職場討

における地域公共交通ネットワークのあり方が議論されて

ことができました。結果として、組合員

いた「人への投資」を従来以上に強くＪ

求められます。Ｊ Ｒの責任産別として、

して安全・安定輸送の観点からも危機的

の負託に応えるとともに、「中期労働政

Ｒ各社に求めた結果、２０１７春季生活

Ｊ Ｒ産業全体のさらなる発展と、様々な

そして、グループ会社がＪ Ｒ産業発展

継続して取り組むこととします。

活闘争は同ビジョンに基づく最後の闘い

とにもつながります。よって、Ｊ Ｒ各労

となります。２０１８春季生活闘争では、 影響が色濃く顕れ、賃金引き上げ要求の

２０１９春季生活闘争について

検し改善を図る「総合生活改善闘争」に

闘争を上回るグループ労組でベースアッ

職場で奮闘するすべてのＪ Ｒ関係労働者

会社はもとよりＪ Ｒ産業を支

プを獲得し、Ｊ Ｒグループ全体における

状況であり、人材流出に拍車をかけるこ

いを展開していく。グループ

に徹底してこだわり、賃上げの流れを継続・定着させる闘

第

「底上げ・底支え」「格差是正」は確実

の負託に応えるために、Ｊ Ｒ各単組およ

回中央委員会にむけた
職場討議の要請

た「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分
配」に取り組み、「人的投資
の促進」「ディーセント・ワー
クの実現」「包摂的な社会の
構築」「経済の自律的成長」
年７月豪

をめざす闘争とし、取り組みを進めていくとしている。
Ｊ Ｒ各社においては、大阪北部地震、平成

政策ビジョン（２０１４～２０１８）」

に前進しました。

やＪ Ｒ四国をはじめとして、超少子高齢化・人口減少社会

より、全国のＪ Ｒ路線で甚大な被害を受け、一部のＪ Ｒで

で掲げ、この間加盟全単組がその実現に

賃上げの継続による「底上げ・底支え」

軸に据えたベースアップを獲得した単組

２０１９春季生活闘争の基本的な考え方

安全確立にむけた原資を創出するための

むけた取り組みを従来以上に強化すると

ループ会社における人材の確保・定着に

方策（契約単価の見直し等）を施し、グ

月に予定されている消費税率引

需主導の経済成長とはなっていません。

１９春季生活闘争においては、労働組合

は予測困難な状況ではありますが、２０

題にもなっています。このように先行き

における採用競争の激化が深刻な社会問

にした「売り手市場」が継続し、企業間

まりで推移するなど、労働力不足を背景

そして、雇用情勢は有効求人倍率が高止

は大きく変化することが思慮されます。

経済の中で、今後私たちを取り巻く環境

率引き上げなど、グローバル化した社会・

やニーズにあった多様な働き方を選択で

に、長時間労働を是正し、個々人の状況

闘争を強化していくとしています。同時

幅」のみならず「賃金水準」を追求する

へと引き上げていくため、賃金の「上げ

の賃金を「働きの価値に見合った水準」

として、まずは中小組合や非正規労働者

保される社会を実現していく必要がある」

重視され、その価値に見合った処遇が担

かかわらず、一人ひとりの働きの価値が

消費の拡大に加えて、労働組合の有無に

した所得の向上と将来不安の払拭による

会の持続性』を実現するためには、継続

そして、「『経済の自立的成長』と『社

ぐ自然災害により、多くの路線で甚大な

部地震、台風の連続接近・上陸など相次

地震、平成

年７月豪雨、北海道胆振東

一方、Ｊ Ｒ各社においては、大阪北部

ければなりません。

一歩でも前進を図る取り組みを強化しな

組は、現ビジョンの到達状況を把握し、

後の闘いとなります。よって、加盟各単

９春季生活闘争は現ビジョンに基づく最

今年度改訂期を迎えることから、２０１

１４年に策定した現労働政策ビジョンが

展開してきました。そのような中、２０

して、同ビジョンの実現にむけた活動を

働協約改訂交渉などの労使協議を中心と

定し、加盟各単組は、春季生活闘争や労

費は横ばいで推移しており、Ｇ Ｄ Ｐの推

います。その一方で、実質賃金や個人消

ており、企業収益は過去最高を更新して

響を受けつつも緩やかな成長が見込まれ

済に与える影響など国内・海外要因の影

学的リスク、相次いだ自然災害が国内経

題の動向が世界経済に与える影響や地政

日本経済の先行きについては、通商問

必要があります。

え続けている組合員の負託に応えていく

真摯な労使協議を通じて、Ｊ Ｒ産業を支

人材の確保・定着を実現するため、これ

続的な発展にむけた採用競争力の強化や

よって、加盟各単組は、Ｊ Ｒ産業の持

は堅調な経営状況となっています。

みの構築や仕事に応じた適正な処遇の確

にあった多様な働き方を選択できる仕組

めにも働く者一人ひとりの状況やニーズ

高年齢者の活躍が不可欠であり、そのた

には、働き方の見直しはもとより女性や

一途を辿る中で、労働力を確保するため

になってきます。生産年齢人口が減少の

いて点検し、改善を図る取り組みも重要

個々の労働条件を含めた働き方全般につ

づいた健全で建設的な労使関係を基礎に、 賃上げの流れを継続・定着させる闘いを

まで築き上げてきた信義誠実の精神に基

保など、ワーク・ライフ・バランスの充

例賃金の引き上げに徹底してこだわり、

は最大の労働条件」との認識に立ち、月

２０１９春季生活闘争においても「賃金

者の所得向上が必須です。したがって、

回復が不可欠であり、そのためには労働

視点や２０１８春季生活闘争の成果と課

２０１９春季生活闘争では、上述した

こうではありませんか。

拡大とＪ Ｒ連合への総結集を果たしてい

の石と捉え、春季生活闘争を通じた組織

こうした状況を対岸の火事ではなく他山

意義が問われています。加盟各単組は、

ている異常事態にあり、労働組合の存在

数存在し、「労働組合不要論」が蔓延し

は労働組合に属さない未組織労働者が多

支え」「格差是正」の実現にむけた取り

すべてのＪ Ｒ関係労働者の「底上げ・底

ても同様の取り組みを拡げていくことで、

Ｒ産業を支え続けている協力会社に対し

りません。

今後、

が社会・経済の構造的な問題解決を図る

きる仕組みを整えるとともに、取引の適

被害を受け、過日公表された第２四半期

移と比較しても乖離があることから、内

Ｊ Ｒ連合はこの間、すべてのＪ Ｒ関係

使は、この厳しい現実を直視し危機感を

「格差是正」と「すべての労働者の立場

私たちが徹底してこだわり続けた月例賃

ともに、グループ各労使においても、自

単組が一丸となった総掛か

日本経済は、各種経済指標が示すよう

にたった働き方」の実現を同時に推し進

社の労働条件は当該労使で創り上げてい

びグループ

に回復基調が継続していますが、国内総

めるとともに、働き方も含めた「サプラ

き上げや社会保険料率のさらなる引き上

くといった気概を持ち、これまでの取り

しかし一方で、Ｊ Ｒ各単組の回答内容

生産（Ｇ Ｄ Ｐ）や実質賃金、Ｇ Ｄ Ｐの約

イチェーン全体で生み出した付加価値の

げなど、可処分所得の目減りが懸念され

組みを継続・前進させていかなければな

持って、グループ会社の労働条件向上や

６割を占める個人消費は依然として伸び

適正分配」に取り組み、「人的投資の促

る中、経済の自立的成長を実現するため

りの「統一闘争」を、以下のとおり展開

悩んでおり、多くの労働者が景気回復を

かし、年末年始期間の利用状況はすべて

には、Ｇ Ｄ Ｐの６割を占める個人消費の

することとします。

実感できていない状況が続いています。

進」「ディーセント・ワークの実現」

のＪ Ｒ旅客会社で前年を上回り、合計で

「牽引役」としての役割を果たし、存在

正化の実現を社会に向けて発信していく

決算においては、一部のＪ Ｒ各社で通期

連合は、 月に開催した第 回中央委
員会において、「２０１９春季生活闘争

また、人手不足が深刻さを増す中で、

さらに、昨年２月以降、Ｊ Ｒ東日本で

組みをより一層強化していくこととします。

そのうえで、グループ会社とともにＪ

意義を高め、未組織を含めた労働者の総

としています。

業績予想の下方修正が行われました。し

展開していきます。

結集を図る機会と捉え、取り組む必要が

Ｊ Ｒ連合は、すべてのＪ Ｒ関係労働者

あります。

にとってあるべき労働条件を「中期労働
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そのような中、近未来的には、第４次産

「包摂的な社会の構築」「経済の自律的

も９年連続で前年を上回るなど、足下で
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題を踏まえ、Ｊ Ｒ各社はもとより、グルー
プ会社や協力会社等で働くすべてのＪ Ｒ
関係労働者の「底上げ・底支え」「格差

ＪＲ各単組の賃金水準
２０１８年度「Ｊ Ｒ各単組第 回賃金

分位）については、Ｊ Ｒ東海ユニオンが
なお、Ｊ Ｒ北労組、Ｊ Ｒ Ｅユニオン、

べての年齢ポイントで到達していません。

Ｊ Ｒ四国労組、Ｊ Ｒ九州労組ともに、す

名以上、男子高卒、中位数）については、 ぞれ「必達目標賃金」に届いていない状

保している年齢ポイントで見ても、それ

と、Ｊ Ｒ連合が定める「上位目標賃金」

ⅰ）２０１８年９月 日現在の賃金諸元

２）個別賃金引き上げ方式

況となっています。

（全産業１千名以上、男子高卒、第３四

をめざした月例賃金の一層の引き上

良質なサービスの提供を支える「人への

の実現と、安全・安定輸送を基軸とする
認、月例賃金総額の引き上げによる

４）私たちが提供する労働の価値の再確

実質的な給与所得の拡大を通じた、
すべてのＪ Ｒ関係労働者が意欲を
持 って日々の業務を遂行できる環境の

歳・男子・高卒・標準労働者層、

回帰値）

引き上げ

ⅱ）月例賃金総額６，０００円以上の

ⅲ）うち、純ベア統一要求３，０００円
⑤ 賃金要求項目の集中化
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要求項目は各単組において判断するこ

手当の引き上げを図ります。具体的な

を上回る水準をめざします。

態を踏まえた労使協議を進めます。

ｄ）労働者の健康確保の観点から、

労使協議を通じて、すべての労働

２）月給の引き上げ

者の実労働時間を客観的な方法で

昇給ルールの導入・明確化の取り組

月例賃金総額引き上げ（６，０００

〈参考〉時給引き上げ要求額の算出方法

師による面接指導の実施に取り組

疲労が蓄積した労働者に対する医

ルの策定、月 時間を超え、かつ

間把握の適正な運用を確認するルー

把握する仕組みの導入や、労働時

月給制の非正規労働者の賃金につい

な賃金引き上げ要求、実現を通じた波

２）時間外労働等割増賃金率について、

みを強化します。昇給ルールが確立

（１６５時間）
円）
／ 月平均労働時間

改善を求めます。

されている場合は、その昇給分を確

・４円＋格差是正分 → 円

日以上の労働者に対し、５日に

ａ）労働基準法の改正内容（年休が

ⅱ）年次有給休暇の取得促進

みます。

＝

００円を所定内実労働時間数全国平均

※連合が提起する賃上げ目標金額６，０

ⅲ）時給引き上げについては、正社員

１６５時間（厚生労働省「平成 年賃

の提言に基づき、総実労働時間の縮減

換算

る取得を促すことや、計画的付与

用者に対する時季指定の申出によ

周知するとともに、労働者から使

めとする以下の項目に取り組みます。

見聴取に関するルールの策定につ

の導入などの方策、労働者への意

ことを使用者に義務化）を職場に

ついて時季を指定して取得させる

ⅳ）「都道府県別リビングウェイジ」

や時間外労働の削減、年次有給休暇の

金構造基本統計調査」）で除して時給

連合方針で掲げるミニマム要求課題に

取得促進、労働時間管理の徹底をはじ
② 具体的な取り組み

ｂ）すべての単組で新規採用時の年

いて、労使協議を進めます。

ⅰ）総実労働時間の縮減、時間外労働

ａ）年間総実労働時間１８００時間

の削減（長時間労働の是正）

休付与日数 日以上を実現します。

ク・ライフ・バランスの実現と個々人

「社会生活の時間」の充実を含めたワー

交代が進むＪ Ｒ各社の現況を踏まえ、

り、深刻な人手不足や年齢断層、世代

減少が進むわが国の社会構造はもとよ

０以上への引き上げを図ります。

に対する割増賃金率１５０／１０

も、月 時間を超える時間外労働

猶予されている中小企業において

引き上げを求めます。特に、適用

について、法定割増賃金率からの

ｂ）時間外労働に対する割増賃金率

要員措置等、取得促進にむけた取

数や取得状況等を把握し、適正な

ｄ）職場ごとに各労働者の年休の日

をめざします。

の状況やニーズに合った働き方と処遇

時間）の導入について、職場の実

ａ）育児休業、介護休業、子の看護

制度改善

ⅲ）育児や介護と仕事の両立にむけた

り組みを展開します。

使用事由の撤廃を実現します。

ｃ）半日休暇制度の使用回数制限、

のあり方について、総体的な検討と協

ｃ）勤務間インターバル制度（原則

政策ビジョン（２０１４～２０１８）
」

議を行います。とりわけ、「中期労働

労死ゼロの実現、超少子高齢化・人口

健康で働き続けられる労働時間と過

関する取り組み

１）ワーク・ライフ・バランスの実現に

こととします。

ついても、連合構成組織として取り組む

安に求めます。

との均等待遇の観点から、 円を目

た水準」を追求します。

保したうえで、「働きの価値に見合っ

ⅱ）正社員との均等待遇の観点から、

ⅰ）時給については「誰もが時給１，

通り取り組みます。

連合の目標（時間外 ％、休日１００

３）期末手当（夏季手当、年間臨給）に
ついて、可能な限り同時要求すること
とします。
⑥ 非正規労働者に関する要求（雇用形

非正規労働者の労働条件の「底上げ・

ては、正社員との均等待遇の観点から

１）時給の引き上げ

支援の強化

１）定 期 昇 給 は 労 使 間 で 協 定 化 さ れ て

％）実現を早期に図ります。

盛り込むこととします。

いることから、年度初における完全実

③ 具体的な要求内容

施（賃金カーブ維持相当分）を求めま
す。
２）Ｊ Ｒ各単組は月例賃金総額６，００
０円以上の引き上げを求めます。
３）そのうち３，０００円について純ベ

底支え」「格差是正」と正規労働者との

態間格差の是正）
４）純ベア統一要求以外の賃金引き上げ

均等待遇の実現を図る観点から、以下の

ア統一要求を行います。

要求については、総合生活改善や格

総合生活改善（ワーク・ライフ・
⑶ バランス実現）および政策・制度
に関する要求について

差（雇用形態間、男女間等）是正の観
点にたって各単組において判断するこ
ととします。なお、その際、各単組
はワーク・ライフ・バランスの実現に
資する要求項目を盛り込むこととしま

① 基本スタンス
「中期労働政策ビジョン（２０１４～

す。
５）要求方式は、平均賃金引き上げ方式

２０１８）」での提言に基づき、総合生

正に取り組むこととします。

え、正規労働者との不合理な待遇差の是

ては、同一労働同一賃金の法整備を踏ま

なお、非正規労働者の処遇改善につい

て推し進めることとします。

改善の取り組みとともに運動の両輪とし

政策・制度実現の取り組みを、労働条件

善を図る取り組みを徹底します。また、

たあらゆる労働条件について検証し、改

暇、育児・介護支援制度、福利厚生といっ

活改善の観点から、労働時間や休日、休

と個別賃金引き上げ方式の併用としま
す。
④ 平均・個別各賃金引き上げ方式につ
いて

ⅰ）２０１８年９月 日現在の賃金諸

１）平均賃金引き上げ方式

元（ＪＲ連合賃金実態調査による）
平均基準内賃金 ３０３，１６７円
（ ・４歳、定昇相当分込み）
ⅱ）月例賃金総額６，０００円以上の
引き上げ
ⅲ う
) ち、純ベア統一要求３，０００円

※「必達目標」は「大企業の中位水準」、「上位目標」は「大企業の上位１／４水準」を基準とし
て設定している。具体的には厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で集計されている「全産業
1000人以上規模、男性高卒標準労働者の分布特性値表」のうち、「中位数」を必達目標、「第
３四分位（100人の分布の場合、上から数えて25番目の水準）」を上位目標設定の目安として
いる。
※ただし上記集計値は、「通勤手当を含んだ全従業員ベース」であるので、その数値をもとに「通
勤手当を除く組合員ベース」の水準を推計し、具体的な目標値としている。
※ＪＲ連合の水準は、各年齢とも賃金実態調査の実測所定内賃金（通勤手当を除く）を原則として
いるが、2018年は50歳の該当者が僅少であるため、45歳と55歳賃金から推計している。

０００円」の実現をめざします。

ととしますが、各単組はワーク・ライ

げを図るべく、月例賃金を構成する諸

１）前述の通り、月例賃金総額の引き上
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フ・バランス実現に資する要求項目を

［ＪＲ連合2018年度賃金実態調査による目標賃金との比較］（金額単位：円）

及効果の創出、および格差是正と側面

創出

（

（ＪＲ連合賃金実態調査による）

げ

「中期労働政策ビジョン（２０１
⑴ ４～２０１８）」に基づく総合生
活改善闘争の展開

投資」を重視し、その効果が広くＪ Ｒグ

３）Ｊ Ｒ各社の業績に基づいた適正配分

Ｊ Ｒの責任産別として、連合の一員と

ループ内に波及・浸透する取り組みを行

平均基準内賃金 ２９７，５００円

しての役割を果たすとともに、すべての

います。さらには、協力会社等も含めて

５）グループ労組の賃金水準の底上げと

を通じた月例賃金の底上げによる労働

Ｊ Ｒ関係労働者の労働条件の向上をめざ

同様の取り組みを図り、すべてのＪ Ｒ関

はＪ Ｒグループ内において、全体で生み

して、Ｊ Ｒ各単組は、以下の４つの柱に

係労働者の「底上げ・底支え」「格差是

分配率の是正

基づき、２０１９春季生活闘争に臨むこ

労働条件改善を実現するための積極的

発展、人材の確保、採用競争力の強化に

出した付加価値の適正配分に資する取引

ととします。
正」を図ることで、Ｊ Ｒグループ全体の

組みの強化
つなげていく取り組みを行います。

35

２ ＪＲ各単組の２０１９春季生活闘争方針

加盟全単組が一丸となって展開すること

また、「必達目標賃金」（全産業１千

貨物鉄産労については、母体数を一定確

歳ポイントで、Ｊ Ｒ西労組は、 歳以

下と 歳以上で到達していません。

35

とします。

」結果による
是正」の実現を全面に押し出した闘いを、 実態調査（集約率 ・８％）

35

① 賃金水準の維持・向上にむけた取り

「賃金は最大の労働条件」との認識に
立ち、ベースアップ要求による統一行動
① 賃上げ要求の基本的な考え方

⑵ 賃上げ要求について

り、「中期労働政策ビジョン（２０１４
べての賃金項目を検証し、月例賃金総

１）Ｊ Ｒ各単組は月例賃金を構成するす

25

50

をはじめ、賃金項目全般の引き上げを図

～２０１８）」に掲げた目標賃金水準へ
額の引き上げに徹底してこだわった取
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の到達と適正な配分を求め、成果が実感
できる取り組みを強化します。
り組みを展開します。
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② すべての労働条件について点検し改
に取り組むとともに、ベースアップ要

２）賃金カーブ維持相当分の確実な確保

求による統一行動をはじめ、賃金項目
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10

「中期労働政策ビジョン（２０１４～
２０１８）」での提言に基づき、賃金は

全般の引き上げを通じて、賃金水準の

４）非 正 規 労 働 者 の 正 社 員 化 は も と よ

位目標賃金、必達目標賃金）水準と実

㻡㻡ṓ
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㻠㻟㻥㻘㻤㻜㻜
㻙㻠㻣㻘㻡㻜㻜

29

善を図る総合生活改善闘争の強化

もとより、労働時間や休日・休暇などの
向上に取り組みます。

すべく、ワーク・ライフ・バランスの

３）総合生活改善闘争の取り組みを加速

諸制度、福利厚生といったすべての労働

改善の取り組みを徹底します。

実現に資する諸手当の新設・改善に力

条件について検証し改善を図る総合生活

③ 非正規労働者の処遇改善にむけた取

非正規労働者の労働条件を点検し、正

り、時給引き上げをはじめとする労働

点を置いて取り組みます。

規労働者との不合理な待遇差の是正や

条件について均等待遇の実現を求めま

り組み強化

「底上げ・底支え」「格差是正」、均等

す。
② 賃上げ要求の根拠

態との乖離を踏まえた、ベースアップ

㻡㻜ṓ
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15

待遇の実現にむけた取り組みを強化しま
す。併せて、未組織労働者への波及効果

１）連合に加盟する労働組合として、連

向上にむけた取り組みの強化

をはじめとする月例賃金の引き上げに

４～２０１８）
」に掲げる目標賃金（上

２）「 中 期 労 働 政 策 ビ ジ ョ ン （ ２ ０ １

合方針に準拠した闘いの展開

を創出するなど、労働組合としての社会
的責任を果たすための取り組みを強化し
ます。

Ｊ Ｒ各社と比べ低位に置かれているグ

よる目標賃金水準への到達

㻠㻡ṓ
㻠㻟㻝㻘㻠㻜㻜
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④ すべてのＪ Ｒ関係労働者の労働条件

ループ会社で働く労働者の労働条件向上

なお、目標賃金水準へ到達した単組

を念頭に置き、「底上げ・底支え」「格

については、さらなる労働条件の向上
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を展開します。具体的には、第一義的に
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第 587 号（２）

ＪＲ連合
平成 31 年
（2019）1月20日

休暇、介護休暇、短時間勤務、所
益取り扱いの禁止を徹底します。

る制度を利用したことによる不利
います。

ん」の取得にむけた取り組みを行
等に取り組みます。

イン」を活用し、就業環境の改善

働条件・待遇ごとに、
その目的・性質

ｂ ） 待 遇 差がある場 合は、個々の労

協定の点検（休日労働の抑制、限

時間規制の実効性を高めるべく、①

先取りした取り組みに加えて、労働

利用者へ提供し続けるためには、Ｊ Ｒグ

保するとともに、良質なサービスを国民・

たが、将来に亘って安全・安定輸送を確

みが後退していないか労使で確認

ラチナくるみん」取得後の取り組

ントを一元的に防止する取り組み

はじめとする、あらゆるハラスメ

児・介護）・ハラスメントなどを

ニティ・ハラスメント、ケア（育

ⅲ）２０１５年の労働者派遣法改正を

労使協議により待遇差を是正

ｃ）不合理な待遇差がある場合は、

差が不合理となっていないかを確認

ク 、 協定の周知状況等 、)②労働
時間管理の新ガイドライン等を踏ま

過半数労働組合・過半数代表者のチェッ

会社で働く仲間の労働条件は、Ｊ Ｒ各社

賃金をはじめとする労働条件の向上が極

に照 らして、正 規 労 働 者 との待 遇

のワーク・ライフ・バランスの観

し、計画内容の実効性を高める取

ｃ）マタニティ・ハラスメントやパタ

定外労働の免除の申し出や取得に
ｅ）女性の就業継続率の向上や男女

点から、男性の育児休業取得促進

り組みを行います。

ｂ）「くるみん」マークおよび「プ

よる人事考課上の不利益取り扱い

に取り組みます。また、不妊治療

を禁止するとともに、昇給におけ
る育児・介護休業期間除外規定お

と仕事の両立にむけ、取得理由に

関する確実な意見表明の実施や、事

踏まえ、派遣可能期間の期間制限に

の適正運用にむけた点検 労(使協定・
労使委員会、健康・福祉確保措置の

③事業場外みなしおよび裁量労働制

底支え」「格差是正」を図る取り組みを

から、この現実を直視し、これまで以上

えた労働時間管理・適正把握の徹底、 と比較して未だ低位に置かれていること

めて重要です。しかしながら、グループ

度時間を超える場合の健康確保措置、 ループ全体における人材の確保・定着と

よび昇進・昇格における欠格条項

業主に対して派遣労働者から直接雇

不妊治療を含めた休暇等（多目的
４）雇用形態間における不合理な待遇差

用申込みを受けた場合には積極的に

ｂ）改正育児・介護休業法を上回る

の是正、均等待遇実現にむけた取り

実施状況、労働時間の状況 を) 行い

労使協議を通じて、治療などのた

そして、グループ会社における技術力

行います。

た事業運営による収益の確保が、ひいて

の維持・向上による安全の確立と安定し

２０１８年４月より障害者雇用促

を求めます。

組み

受け入れるよう働きかけるとともに、

ます。

にグループ会社の労働条件の「底上げ・

めの柔軟な勤務制度の整備や通院目

ⅰ）雇用安定にむけ、以下の取り組み

派遣労働者の職場への受け入れに関

取り組み

的の休暇に加え、病気の重症化予防
を行います。

するルール（手続き、受け入れ人数、

受け入れ期間、期間制限到来時の対

休暇または積立休暇等を含む）の

ｆ）両立支援制度や介護保険制度に

などの取り組みを進めます。また、

整備し、また制度の運用状況の点検

ａ）正社員への転換ルール・制度を

制度の拡充を図ります。また、育

が制度を利用できるようにするた
関する情報提供など、仕事と介護

長期にわたる治療が必要な疾病など

はＪ Ｒグループへの信頼を高め、発展に

制度整備に取り組みます。

めの代替要員の確実な確保と職場
の両立を支援するための相談窓口

を抱える労働者からの申出があった

進法にもとづく法定雇用率が２・２

寄与するものであるという視点に立って、

児・介護休業を希望する社員誰も

環境の整備、育児・介護と仕事の
の設置を求めます。

応など）の整備に取り組みます。また、

ⅳ）次世代育成支援対策推進法に基づ

了後の復業時における業務内容・

を通じて、正社員化を希望する者

グループ会社の労働条件の向上にむけた

場合に円滑な対応ができるよう、諸

原資を創出すべく、Ｊ Ｒグループ内の受

く取り組みの推進

職場における障がい者の個別性に配

％に引き上げられたことを踏まえ、

慮した雇用環境を整備した上で、障

同一労働同一賃金の法整備において、

派遣労働者と派遣先労働者との均等・

委託契約における契約単価の見直し・向

の雇用安定の促進に取り組みます。

均衡待遇が原則とされたことを踏ま

害者雇用率の達成に取り組みます。

上等をはじめ、Ｊ Ｒグループ全体で生み

制度の整備を進めるとともに、疾病

ルの適正運用にむけて、有期契約

え、以下の取り組みを行います。

また、事業者の責務である「障がい

ａ）ワーク・ライフ・バランスの推

に配慮しつつ、受け入れる事業場の

労働者に対する無期転換ルールの

ａ）正規労働者と派遣労働者の労働

職場の選択肢の拡充等を求めます。

画期間、目標、実施方法・体制な
上司・同僚への周知や理解促進に取

周知や運用状況（無期転換権の行

ｂ）労働契約法第 条の無期転換ルー

どを確認するとともに、作成した
り組みます。

などを抱える労働者のプライバシー

ｄ）妊産婦保護制度や母性健康管理
行動計画の実現による「くるみん」

ワーク・ライフ・バランスの実現に資す

て労使協議を行います。

も含めたハラスメント対策につい

せるため、事業主が講ずべき措置

年経過前の無期転換の制度化や無

確認を行うとともに、通算期間５

リング期間の悪用がないか等）の

の更新上限の設定や雇止め、クー

対する必要な対応を要請

の待遇情報の提供など、事業主に

水準での派遣料金設定や派遣元へ

ｂ）派遣先均等・均衡待遇が可能な

必要な見直しを図ります。

ても、労働協約・就業規則を点検し

処理および紛争解決の援助」につい

提供義務」「相談体制の整備・苦情

別的取扱いの禁止」「合理的配慮の

者であることを理由とした不当な差

行うこととします。

の効果が広く波及・浸透する取り組みを

供を支える「人への投資」を重視し、そ

定輸送を基軸とする良質なサービスの提

の実現をめざします。そして、安全・安

出した付加価値の適正配分に資する取引

を求めます。

について周知されているかを点検

る制度を利用できる環境整備など、雇

ｂ）同性間セクシャル・ハラスメン

ⅱ）同一労働同一賃金の法整備を踏ま

条件・待遇差の確認

用における男女平等の実現、均等待遇

え、非正規労働者の労働条件を点検

２）高年齢者雇用に関する取り組み
労働力人口の減少や急速に進む世代

にむけて、以下の課題に取り組みます。

含めたセクシャル・ハラスメント

し、以下の取り組みを行います。

の観点からの取り組みを積み重ねること

で、すべてのＪ Ｒ関係労働者の労働条件

全・安定輸送を基軸とした「総合サービ

の「底上げ・底支え」「格差是正」を図

ス企業グループ」として発展してきまし

プ会社における人材の確保と定着にむけ

Ｊ Ｒグループは、鉄道事業における安

罰則付き時間外労働の上限規制を

ⅰ）改正労働基準法に関する取り組み

生活闘争と結合させ、各エリア連合と連

た環境整備が労使の共通かつ喫緊の重要

で人材の獲得に苦慮しており、要員不足

グループ各社は、熾烈な採用競争の中

生活闘争以降は、「人材の確保と育成」

してきました。とりわけ、２０１４春季

グループ労組の賃金目標である「分科会

ジョン（２０１４～２０１８）」で掲げた

認識に立ち、引き続き、「中期労働政策ビ

の向上や総合生活改善、長時間労働の是

賃金引き上げをはじめとする諸労働条件

るグループ労組は、連合方針に基づき、

以上の認識に立ち、Ｊ Ｒ連合に結集す

に軸足を置いた２０１９春季生活闘争を

維持・確保を含む「人材の確保と育成」

のさらなる成長と発展にむけた、雇用の

課題であることを踏まえ、グループ会社

ることとします。

上に重要課題になるとの認識を示してい

携して取り組みます。

５）ワークルールの取り組み

ている場合は是正を要請

に不利な利用条件などが設定され

利厚生施設について、派遣労働者

ｃ）食堂・休憩室・更衣室などの福

交代の中、Ｊ Ｒ産業の発展を支える人

防止措置の実効性が担保されてい

組みます。

期転換後の労働条件の改善に取り

材を継続的に確保し、活躍できる環境

ト、ジェンダー・ハラスメントも

等法等の周知徹底・点検

るか検証を行うとともに、連合

そのうえで、協力会社等も含めて同様

ⅰ）女性活躍推進法、男女雇用機会均

り、そうした観点から、高年齢者の労

や仕事の配分が男女で異なること

ａ）正規労働者と非正規労働者の労

ａ）女性の昇進・昇格の遅れ、配置

「性的指向及び性自認に関する差

ます。Ｊ Ｒグループ労組連絡会も同様の

する不利益取り扱いの有無につい

到達目標賃金」への到達や長時間労働の

グループ労組の２０１９春季生活闘争方針

働条件・待遇差の確認

別禁止に向けた取り組みガイドラ

差別是正措置（ポジティブ・アク

など、男女間格差の状況について

ション）により改善を図ります。

点検・労使協議を行い、積極的な

働条件改善にむけて、以下の通り取り
組みます。
歳以降の基本給調整の撤廃をはじ

を目的とした退職手当の改善に取り

ⅱ）生涯獲得賃金のさらなる引き上げ

ｂ）合理的な理由のない転居を伴う

て点検・検証し、是正を図ります。

を最重点テーマに掲げ、加盟各単組が精

歳以降の雇用制度および賃金制

度については、希望者全員を対象に

が常態化しています。そして、Ｊ Ｒ各社

ⅲ）

ｃ）女性活躍推進法にもとづく事業

労働条件、高年齢者が働きやすく働

れに見合った賃金、労働時間などの

の状況やニーズに応じた働き方とそ

者の就業の場を確保すべく、個々人

確立に取り組みます。また、高年齢

合理性のある雇用制度と賃金制度の

内容について、学習会の場を設置

にもとづき策定された行動計画の

ｄ）関連する法律や女性活躍推進法

条件の向上はもとより、機械化や働き方

するためには、賃金をはじめとする労働

競争力を強化し人材の確保・定着を実現

働組合として積極的に関与します。 のような厳しい経営環境の中でも、採用

会社が行うＰＤＣＡに対して、労

の見直しによる省力化等にも積極的に取

行動計画が着実に進展しているか、 源である委託料収入が減額されたといっ

主行動計画策定に労使で取り組み、 との委託契約の見直しにより貴重な収入

「格差是正」の取り組みの継続や取引の

基本構想において、「底上げ・底支え」

また、連合は、２０１９春季生活闘争

ができました。

図られるなど、一定の成果をあげること

組で総合生活改善につながる制度改善が

単組がベースアップを獲得し、多くの単

その結果、２０１８春季生活闘争では

盟各単組における経営分析力や課題解決

持つことが重要です。そのためには、加

該労使で創り上げていくといった気概を

たっては、ＪＲ各労使の交渉結果に追従・

そして、春季生活闘争に取り組むにあ

のニーズにあった多様な働き方の仕組み

力的な労使交渉を積み重ねてきています。 是正、同一労働同一賃金の実現、個々人

２０１８）」で掲げる目標賃金への到達

「中期労働政策ビジョン（２０１４～

と育成

２０１９春季生活闘争を産別統一闘争と

正や同一労働同一賃金の実現等にむけ、

や「労働協約締結」を実現するとともに、

ある「定期昇給制度の確立と適正運用」

運動の柱に据えます。また、通年課題で

展開します。

の構築等に取り組まなければなりません。 位置づけ、取り組むこととします。

⑴ 要求の基本的な考え方

① 目標賃金への到達および人材の確保

い労働条件の確立をめざす取り組みとし

て、「賃金の維持・向上」「総合生活改

善にむけた労働条件向上」「組織化を含

めた非正規労働者の処遇改善」の３点を

現や労働条件向上に資するワークルール

時間労働の是正、同一労働同一賃金の実

働き方改革関連法の成立を踏まえて、休

準拠することなく、自社の労働条件は当

そして、Ｊ Ｒグループ労働者に相応し

きがいのある職場づくり、作業環境、

するなど周知を図る取り組みを行

り組み、限られた人材での生産性向上を

た事象も報告されています。しかし、こ

能力開発、健康管理などについて、

います。

各単組が一丸となって闘う２０１９春季

日増を含む年間総実労働時間の縮減や長

生活闘争を構築します。とりわけ、グルー

とグループ全体での雇用確保、労働条件

に資する学習会の開催や労使が胸襟を開

の向上にむけて、グループ 単組とＪＲ

いた対話行動の実施等を、２０１９春季

力といった労使交渉に必要なスキルの向
働き方改革関連法が成立した中、「人材

上が必要となることから、交渉力の向上

Ｊ Ｒグループ労組連絡会は、この間、

の確保・定着」と「人材育成」が従来以

適正化の推進を加盟産別・単組に要請す
「中期労働政策ビジョン（２０１４～２

るとともに、人手不足が深刻さを増し、
０１８）」の実現にむけて、活動を展開

図らなければなりません。

ントに関するチェック機能を働か

ａ）職場の実態を把握し、ハラスメ

禁止に関する取り組み

ⅱ）あらゆるハラスメント対策と差別

から、あらゆるハラスメント対策や差

性別にかかわらず人権の尊重の観点

51

別禁止の取り組み、すべての労働者が

93

JR 連合 2019 春季生活闘争方針案
３）職場における男女平等の実現

労使協議を行うこととします。

転勤や、妊娠・出産などを理由と

Ｊ Ｒグループ全体で生み出した付
⑷ 加価値の適正な配分を求める取り
組み

整備を図ることが喫緊の重要課題であ

使状況、無期転換ルール回避目的

マーク、および「プラチナくるみ

進にむけた労使協議を通じて、計

ⅱ）障がい者雇用に関する取り組み

両立を実現させるための転勤に対

36

し、妊娠・出産およびこれに関わ

する配慮措置の創設、育児休業終

ⅴ）治療と仕事の両立の推進に関する

の撤廃を求めます。

36

ｃ）有期契約労働者への制度の拡充

３

18

歳までの継続雇用を前提とした、

じめとする要求を行います。

組み、第二基本給の縮小・廃止をは

めとした労働条件の改善に取り組みます。

ⅰ）
55
60

65
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ＪＲ連合
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加価値が適正に配分される取引関係を実

（前年２１３，７００円）
されていても、昇給額が一定でない場

とりわけ、定期昇給制度が労使協定化

ます。

合や不十分な場合は、その改善を求め

Ｊ Ｒ連合は、これまでに実施してき

標賃金

実な確保を求めます。

の確立等にも取り組みます。

（２０１４～２０１８）」で掲げる目

２）Ｊ Ｒ 連 合 「 中 期 労 働 政 策 ビ ジ ョ ン

⑵ 賃上げ要求について

とをめざします。

現し、その効果が広く波及・浸透するこ

具体的な取り組みにあたっては、加盟

② 労働条件の点検と積極果敢な労使交渉

各単組が主体的に自らの労働条件を点検
し、要求実現にむけて積極果敢に労使交

⑷

非正規労働者の処遇改善にむけた
取り組み

非正規労働者の労働条件の「底上げ・

ルールの適正運用、地域別最低賃金の引

た取り組みを継続します。とりわけ、安

の確保が、Ｊ Ｒグループのさらなる信頼

き上げなどにむけた取り組みを強化します。 全の確立と安定した事業運営による収益

性向上につながるとの立場から、より一

す。特に、同一労働同一賃金の法整備を

単組と同様のテーマを掲げて取り組みま

均等待遇の実現を図る観点から、Ｊ Ｒ各

適正に配分される取引関係の実現にむけ

Ｒグループ全体で生み出した付加価値が

「格差是正」を図るという観点から、Ｊ

を含めた労働条件の「底上げ・底支え」

グループ会社のみならず、協力会社等

求めていきます。

社等における「人への投資」を引き続き

約における契約単価の見直し等、協力会

図るための原資を創出すべく、受委託契

り、労働条件の向上や人材育成の充実を

層の安全の確保、技術力の向上はもとよ

Ｊ Ｒ連合に結集する加盟全単組が一

踏まえた正規労働者との不合理な待遇差

協力会社等を含めた労働条件の
「底上げ・底支え」「格差是正」
の取り組み

丸となった春季生活闘争を構築するた

の是正や、労働契約法第 条の無期転換

⑸

関による賃金調査の結果等を踏まえ、
め、以下の通りの賃金引き上げ要求を

底支え」「格差是正」と正規労働者との

「中期労働政策ビジョン（２０１４～
行います。

２）賃金引き上げ要求

各単組は、連合が掲げる「社会横断的

２０１８）」において、分科会（業種）

たグループ労組賃金実態調査や公的機

水準を確保するための指標」へ確実に到

ごとに到達すべき目標賃金を設定して

① 目標賃金への到達にむけて

達するとともに、Ｊ Ｒ連合「中期労働政

渉を展開します。また、グループ会社に

策ビジョン（２０１４～２０１８）」で

「格差是正」を実現するとともに、安全

定昇の確保を前提に月例賃金総額

ⅰ）定期昇給制度が確立されている単組

げ・底支え」「格差是正」を進める

連合は、中小組合の賃金の「底上

である「Ｑ２」「Ｑ３」をめざすこと

１」に必ず到達するとともに、参考値

１」に到達していないことから、「Ｑ

だ多くの分科会・年齢ポイントで「Ｑ

達目標値）」に到達していますが、未

の観点にたって各単組において判断

格差（雇用形態間、男女間等）是正

げ要求については、総合生活改善や

純ベア統一要求以外の賃金引き上

目安に純ベア統一要求として求めます。

とします。そのうち３，０００円を

６，０００円以上の引き上げを目安

Ｊ Ｒ各単組は、それぞれの機関決定手

① 要求決定

を検討します。

⑵ 具体的な運動展開について

り組み

本委員会において統一要求を決定します。 ① Ｊ Ｒ各単組・グループ労組共通の取
② 要求提出

Ｊ Ｒ各社およびグループ会社におい

１）雇用の維持・確保

現状を踏まえ、春闘運動の継承を図

るべく、教育という観点から春闘の

意義、目的等を伝える機会としてい

くこととします。

② グループ労組の取り組み

要求策定および交渉にあたっては、

１）支援体制の強化

体制を強化します。具体的には、以下

Ｊ Ｒ連合およびエリア連合からの支援

・エリア連合および単組は、各種器材

について取り組みます。

を活用した学習会などを企画・開催

ため、春季生活闘争時期に併せた

ⅱ）春季生活闘争の取り組みに併せ、交

組春季生活闘争のヤマ場を再構築す

・Ｊ Ｒ各単組の妥結以降、グループ労

グループ各社の諸労働条件調査に基

２）諸労働条件調査のフィードバック

づく「グループ労組労働条件比較表」

を作成し、グループ労組の要求・交渉に

反映させます。

３）決起集会の開催

ⅱ）組合員の闘争方針の理解促進と参

のあらゆる取り組みを強化します。

での課題認識の深度化など、各単組

争勝利にむけた意思統一を図ります。

闘総決起集会」を開催し、春季生活闘

「Ｊ Ｒグループ労組連絡会２０１９春

30

労使交渉に関する情報を「グループ

４）速報体制の整備

・場所 ニューオオサカホテル
（大阪市）

17

おける労働条件の「底上げ・底支え」

の確立と安定した事業運営による収益の

います。この間の取り組みによって、

ための原資の創出・獲得をめざします。
観点から、
賃金の絶対額を重視した月

とします。

続きを経た後、速やかに要求書を提出す

て、非正規労働者を含めたすべての労

ることとし、提出期限は２月 日までと

働者の雇用の維持・確保を求めます。

します。またグループ労組は、可能な限

９春季生活闘争 中小労組元気派宣

（「グループ春闘の手引き 」
「２０１

る要求項目を盛り込むこととします
働く者の生活設計や人材の確保と定

また、積極的な採用を通じて雇用情勢

（例：長時間労働抑制のための超過

着、業務遂行力の向上を通じた会社の

の改善に努めるよう、積極的な働きか

用

ⅲ）運動の担い手が世代交代している

確保が、Ｊ Ｒグループのさらなる信頼性
向上につながるとの立場から、より一層

掲げる目標賃金への到達をめざします。

の安全の確保、技術力の向上はもとより、 １）連合「社会横断的水準を確保するた
一部の分科会の若年層では「Ｑ１（必

さらに、グループ会社が生み出した付加
例賃金の引き上げを方針として掲げ

② 具体的な要求内容

することとしますが、各単組はワー

２０１９春季生活闘争の具体的な進め方

価値が適正に配分され、労働者に行き渡
ており、そのための指標を示したう

ク・ライフ・バランスの実現に資す

４

るようにするためにも、Ｊ Ｒ各社との受
えで、加盟組合に対して賃金水準の
た定期昇給制度の確立ならびに適正運

１）賃金カーブ維持分の確保を前提とし

めの指標」

委託契約における、契約単価の見直し等
追求にむけた取り組みを要請してい

⑴ 要求・交渉・回答引き出しの日程設定

をはじめとする「人への投資」を引き続
ます。よって、「『２０１８地域ミ
ニマム運動』集計における年齢別最

き求めます。

の実現
低保障賃金（３００人未満・第１四

③ 協力会社等を含めた適正な取引関係

これまでともにＪ Ｒグループを支え、

日に一斉に要求書の提出を行
うこととします。

２）安 全 ・ 政 策 ・ 民 主 化 の 運 動 と の 連

言」
「グループ労組活動 虎の巻」等）

り、２月
策としての扶養手当増額等）。

Ｊ Ｒ各単組は、次項に掲げるヤマ場で

③ 交渉

けを行います。

勤務手当単価の引き上げや少子化対

持続的発展を図る観点から、定期昇給

分位）」を最低到達目標として設定し、
到達にむけて取り組むこととします。

発展に寄与してきた協力会社等の労働条
件の「底上げ・底支え」「格差是正」を

単組

ⅱ）定期昇給制度が確立されていない

は、制度の確立（労使協定化）と適正

携・強化

連合運動の一層の理解と浸透を図る

・グループ各社の労使に対して、Ｊ Ｒ

制度が確立されていない単組について

おける年齢別最低保障賃金］

の回答引き出しにむけ、精力的に労使交

ⅰ）最重要課題である安全の確立にむ

［「２０１８地域ミニマム運動」集計に

定昇が確立されていない単組は、

渉に臨むこととします。またグループ労

けた取り組みを強化していくと同時

図っていく視点も重要です。Ｊ Ｒグルー

運用を強く求めるとともに、制度が確

月例賃金総額１０，５００円以上の

に、安全衛生委員会などの活性化を

設／電 気） 目標値
212.2
241.5
286.8
342.3
387.0
分科会
25 歳
30 歳
35 歳
40 歳
45 歳
〃
結 果
207.9
244.4
281.8
313.2
331.8
設／電 気） 目標値
212.2
241.5
286.8
342.3
387.0
〃
達成率
98.0%
101.2%
98.3%
91.5%
85.7%
〃
結 果
207.9
244.4
281.8
313.2
331.8
運 輸（整 備／車両・機械） 目標値
183.4
209.1
229.5
237.4
291.0
〃
達成率
98.0%
101.2%
98.3%
91.5%
85.7%
〃
結 果
186.8
207.4
225.4
238.3
243.1
183.4
209.1
229.5
237.4
291.0
運 輸（整 備／車両・機械） 目標値
〃
達成率
101.9%
99.2%
98.2%
100.4%
83.5%
〃
結 果
186.8
207.4
225.4
238.3
243.1
陸 運（自動車／物 流） 目標値
183.4
209.1
229.5
237.4
291.0
〃
達成率
101.9%
99.2%
98.2%
100.4%
83.5%
〃
結 果
184.9
201.2
216.6
231.5
246.2
陸 運（自動車／物 流） 目標値
183.4
209.1
229.5
237.4
291.0
〃
達成率
100.8%
96.2%
94.4%
97.5%
84.6%
〃
結 果
184.9
201.2
216.6
231.5
246.2
物 販（小 売／車販・駅弁） 目標値
207.5
237.7
278.1
288.6
341.5
〃
達成率
100.8%
96.2%
94.4%
97.5%
84.6%
〃
結 果
201.8
225.6
243.5
256.8
267.0
物 販（小 売／車販・駅弁） 目標値
207.5
237.7
278.1
288.6
341.5
〃
達成率
97.3%
94.9%
87.6%
89.0%
78.2%
〃
結 果
201.8
225.6
243.5
256.8
267.0
ホテル（宿 泊／飲 食） 目標値
173.4
183.9
203.9
241.8
308.7
〃
達成率
97.3%
94.9%
87.6%
89.0%
78.2%
〃
結 果
179.3
202.5
222.9
240.9
256.5
ホテル（宿 泊／飲 食） 目標値
173.4
183.9
203.9
241.8
308.7
〃
達成率
103.4%
110.1%
109.3%
99.6%
83.1%
〃
結 果
179.3
202.5
222.9
240.9
256.5
一 般（サービス／情 報） 目標値
192.2
225.2
273.0
300.1
328.1
〃
達成率
103.4%
110.1%
109.3%
99.6%
83.1%
〃
結 果
213.8
246.4
274.1
294.7
305.9
一 般（サービス／情 報） 目標値
192.2
225.2
273.0
300.1
328.1
〃
達成率
111.2%
109.4%
100.4%
98.2%
93.2%
〃
結
果
213.8
246.4
274.1
294.7
305.9
上段）「目標値（必達目標値 Q1）
」は、平成 29 年度厚労省賃金構造基本統計調査「標準労働者の特定年齢別労働者数及び所定内給与額の男・学歴計」の第１四分位を使用
上段）「目標値（必達目標値Q1）」は、平成29年度厚労省賃金構造基本統計調査「標準労働者の特定年齢別労働者
中段）「結果」は、ＪＲ連合第 16 回グループ労組賃金実態調査（2018 年８月支給分の給与にて実施）
「各産業・男女計・特性値表」の中位・３次回帰を使用
〃
達成率
111.2%
109.4%
100.4%
98.2%
93.2%
数及び所定内給与額の男・学歴計」の第１四分位を使用
下段）「達成率」は、目標値に対する結果の割合を示したもの

上段）「目標値（参考値 Q2）
」は、平成 29 年度厚労省賃金構造基本統計調査「標準労働者の特定年齢別労働者数及び所定内給与額の男・学歴計」の中位数を使用

し、講師派遣等で交渉を支援します。

２０２，５００円

立されている単組については、定期昇

組は、エリア連合と連携し、交渉および
上段）「目標値（参考値Q2）」は、平成29年度厚労省賃金構造基本統計調査「標準労働者の特定年齢別労働者数及
中段）「結果」は、ＪＲ連合第 16 回グループ労組賃金実態調査（2018 年８月支給分の給与にて実施）
「各産業・男女計・特性値表」の中位・３次回帰を使用
び所定内給与額の男・学歴計」の中位数を使用
下段）「達成率」は、目標値に対する結果の割合を示したもの
中段）「結果」は、ＪＲ連合第16回グループ労組賃金実態調査（2018年８月支給分の給与にて実施）「各産業・男
女計・特性値表」の中位・３次回帰を使用
下段）「達成率」は、目標値に対する結果の割合を示したもの

・ 歳
（前年１９９，９００円）

妥結の早期化に取り組みます。

通政策実現の取り組みを強化します。

「労使対話行動」に可能な限り、取

Ｊ Ｒ各単組は、連合が設定した回答ゾ

ⅲ）春季生活闘争と民主化闘争を柱と

るため、春闘決起集会などエリア連

３）ＪＲ連合「春季生活闘争ＦＡＸニュー

ス」のタイムリーな発行

４）各地協・単組における全組合員を挙

ⅰ）２０１９春季生活闘争における社

げた運動の強化

り組みます。

ーンでの回答引き出しにむけて取り組み

合単位での取り組みを強化します。

図ります。

ます。なお、ヤマ場の設定については、

する組織強化・拡大の取り組みを効

④ ヤマ場と回答指定日
純ベア統一要求以外の賃金引き上

果的に組み立て、積極的な組織行動

して求めます。

げ要求については、定昇制度が確立

日］を念頭に置きつつ、

連合が設定した第１先行組合回答ゾーン
日～

［３月

春闘全体の状況等を勘案したうえで、Ｊ
Ｒ連合執行委員会で決定します。

グループ労組については、連合が設定

日］を念頭に、交渉・妥結の集

した３月月内決着集中回答ゾーン［３月
日～

画意識を高め、産別・単組の求心力

中化を図ります。なお、妥結については、

連合方針に基づき、ヤマ場にむけた相

を高めるために、運動としての春闘

の取り組みとして、Ｊ Ｒ各単組と同様の

場形成の一翼を担う立場から、連合（お

を強化します。具体的には、Ｊ Ｒ連

労組春闘ＦＡＸニュース」で随時提供す

ＪＲグループ労組連絡会主催により、

よび共闘連絡会）の求めに応じて平均基

合各地方協議会および各単組の決起

るなど速報体制を構築します。

会的課題の周知をはじめ、全組合員

に近づけるための取り組みを展開しま

準内賃金や定期昇給相当額（賃金カーブ

集会や、討議資料を活用した学習会

原則年度内、可能な限り４月中決着をめ

す。

維持相当分）などの賃金諸元を開示・報

の開催に取り組みます。

テーマを掲げて取り組みます。特に、働

なお、具体的な要求については、各単

告します。なお諸元が確定しない場合な

ざして取り組みます。

組が置かれている状況を踏まえて各々で

どは、昨年実績や想定値などによる算出

16

猶予となっている業種について、一般則

策定し、その実現を図っていくこととし

・日時 ２月 日 時～ 時 分

ます。

き方改革関連法の施行を先取りした取り

を展開します。

されている単組と同様に取り組むこ

上の取り組み
賃金引き上げ要求以外の労働条件向上

15

⑤ 賃金諸元の開示

に関する要求ついては「総合生活改善」

11

31
組みや、時間外労働の上限規制等の適用

23

総合生活改善にむけた労働条件向

ととします。

０００円を目安に純ベア統一要求と

引き上げを目安とします。そのうち

務（施

プが将来にわたって安全・安定輸送をは

13
４，５００円を定期昇給相当分、３，

工

13

労働条件の向上や人材育成の充実を図る

18

給の実施による賃金カーブ維持分の確

⑶

28

２１３，６００円

設／電 気） 目標値
229.5
267.8
348.3
394.9
444.0
分科会
25 歳
30 歳
35 歳
40 歳
45 歳
〃
結 果
207.9
244.4
281.8
313.2
331.8
設／電 気） 目標値
229.5
267.8
348.3
394.9
444.0
〃
達成率
90.6%
91.3%
80.9%
79.3%
74.7%
〃
結 果
207.9
244.4
281.8
313.2
331.8
運 輸（整 備／車両・機械） 目標値
211.8
222.1
282.2
283.6
325.5
〃
達成率
90.6%
91.3%
80.9%
79.3%
74.7%
〃
結 果
186.8
207.4
225.4
238.3
243.1
運 輸（整 備／車両・機械） 目標値
211.8
222.1
282.2
283.6
325.5
〃
達成率
88.2%
93.4%
79.9%
84.0%
74.7%
〃
結 果
186.8
207.4
225.4
238.3
243.1
陸 運（自動車／物 流） 目標値
211.8
222.1
282.2
283.6
325.5
〃
達成率
88.2%
93.4%
79.9%
84.0%
74.7%
〃
結 果
184.9
201.2
216.6
231.5
246.2
陸 運（自動車／物 流） 目標値
211.8
222.1
282.2
283.6
325.5
〃
達成率
87.3%
90.6%
76.8%
81.6%
75.6%
〃
結 果
184.9
201.2
216.6
231.5
246.2
228.5
265.4
315.2
340.5
390.2
物 販（小 売／車販・駅弁） 目標値
〃
達成率
87.3%
90.6%
76.8%
81.6%
75.6%
〃
結 果
201.8
225.6
243.5
256.8
267.0
物 販（小 売／車販・駅弁） 目標値
228.5
265.4
315.2
340.5
390.2
〃
達成率
88.3%
85.0%
77.3%
75.4%
68.4%
〃
結 果
201.8
225.6
243.5
256.8
267.0
ホテル（宿 泊／飲 食） 目標値
202.4
218.3
273.0
277.0
328.1
〃
達成率
88.3%
85.0%
77.3%
75.4%
68.4%
〃
結 果
179.3
202.5
222.9
240.9
256.5
ホテル（宿 泊／飲 食） 目標値
202.4
218.3
273.0
277.0
328.1
〃
達成率
88.6%
92.8%
81.6%
87.0%
78.2%
〃
結 果
179.3
202.5
222.9
240.9
256.5
一 般（サービス／情 報） 目標値
212.1
255.9
309.9
343.2
401.1
〃
達成率
88.6%
92.8%
81.6%
87.0%
78.2%
〃
結 果
213.8
246.4
274.1
294.7
305.9
一 般（サービス／情 報） 目標値
212.1
255.9
309.9
343.2
401.1
〃
達成率
100.8%
96.3%
88.4%
85.9%
76.3%
〃
結 果
213.8
246.4
274.1
294.7
305.9
上段）「目標値（参考値 Q2）
」は、平成 29 年度厚労省賃金構造基本統計調査「標準労働者の特定年齢別労働者数及び所定内給与額の男・学歴計」の中位数を使用
中段）「結果」は、ＪＲ連合第 16 回グループ労組賃金実態調査（2018 年８月支給分の給与にて実施）
「各産業・男女計・特性値表」の中位・３次回帰を使用
〃
達成率
100.8%
96.3%
88.4%
85.9%
76.3%
下段）「達成率」は、目標値に対する結果の割合を示したもの
務（施

35

じめとする良質なサービスを提供し、持

務（施

30

・ 歳
上段）「目標値（必達目標値 Q1）
」は、平成 29 年度厚労省賃金構造基本統計調査「標準労働者の特定年齢別労働者数及び所定内給与額の男・学歴計」の第１四分位を使用
中段）「結果」は、ＪＲ連合第16回グループ労組賃金実態調査（2018年８月支給分の給与にて実施）「各産業・男
中段）「結果」は、ＪＲ連合第 16 回グループ労組賃金実態調査（2018 年８月支給分の給与にて実施）
「各産業・男女計・特性値表」の中位・３次回帰を使用
女計・特性値表」の中位・３次回帰を使用
下段）「達成率」は、目標値に対する結果の割合を示したもの
下段）「達成率」は、目標値に対する結果の割合を示したもの
参考値【各産業における 100～999 人規模・男性の中位数：Ｑ２】
（千円）

続的に発展していくためにも、グループ

務（施

工

分科会
25 歳
30 歳
35 歳
40 歳
45 歳
必達目標値【各産業における
100～999
人規模・男性の第１四分位数：Ｑ１】
（千円）
工

分科会
25 歳
30
歳
35 歳 ：
40（千円）
歳
45 歳
参考値
【各産業における100～999人規模
・男性の中位数
Ｑ２】
参考値【各産業における
100～999
人規模・男性の中位数：Ｑ２】
（千円）
工

会社が協力会社等とともに生み出した付

必達目標値【各産業における
100～999 人規模・男性の第１四分位数：Ｑ１】
（千円）
必達目標値
【各産業における100～999人規模
・男性の第１四分位数：Ｑ１】（千円）
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